グッドデザイン賞創設六〇周年記念の﹃Gマーク大全﹄をお届けいたします︒

グッドデザイン賞の前身である﹁グッドデザイン商品選定制度﹂は︑特許庁によって一九五七

年に設立されました︒翌年から通商産業省の所管となり︑輸出競争力強化をはじめとする日本

の産業発展の一翼を担ってきました︒同制度は︑一九九八年の事業民営化により﹁グッドデザイ

ン賞﹂へと再編され︑より広範な分野を対象とした総合的なデザインの評価推奨制度へと発展
し︑二〇〇六年に創設五〇周年を迎えました︒

それからの十年間︑地球規模での情報通信技術の発展によって︑コミュニケーションの分野は

もとより︑産業︑経済︑暮らし︑そして社会全体が根底から変化し続けています︒デザインにつ

いても新しい捉え方と考え方が求められるようになりました︒また︑﹁私たちの生活や社会を豊

かにするために︑デザインが不可欠である﹂との認識も多くの人々に共有されてきています︒グ

ッドデザイン賞は︑歴代審査委員長・副委員長をはじめ多くの審査委員の皆様の献身的なご尽

力により︑時代の変化を敏感に読み込みながら︑新しい時代へと一歩を踏み出したデザインを

見出し︑発信することによって︑着実に発展してきています︒近年は海外からも多くの応募・受
賞がなされるに至っています︒

新しい﹃Gマーク大全﹄の製作にあたっては︑ご好評をいただいた五〇周年記念での同書の構

成を維持しながら︑
この十年余の動向を増補しています︒より多くの方々にグッドデザイン賞の

成果を共有していただけることを目指し︑新たにデジタルデータによる公開も行っています︒こ

の﹃Gマーク大全﹄が︑六〇年間にわたるデザインの歩みの記録ということに留まらず︑日々の

デザイン活動において︑また生活や産業の発展を考えるにあたって︑有益な参考資料として多
くの方々に活用されることを期待しております︒

理事長

大井 篤

永年にわたりグッドデザイン賞をご支持︑ご支援いただいた多数の関係者の皆様︑そして本書
の刊行にご協力いただいた皆様に︑心よりお礼を申し上げます︒

二〇一七年十月
公益財団法人日本デザイン振興会
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2016 世界地図図法 オーサグラフ世界地図 慶応義塾大学 政策・メディア研究科 鳴川研究室 ┼オーサグラフ株式会社

2015 ビッグデータビジュアライザー
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8 黒木靖夫 ┼喜多俊之

7 木村一男 ┼長原 實 ┼高梨廣孝

6 米谷美久 ┼榊原 晏

5 佐野 寛 ┼岩倉信弥

4 坂下 清 ┼黒川 玲

3 豊口 協 ┼植松豊行

2 平野拓夫

1 栄久庵憲司 ┼松本哲夫

強味はハイテクノロジーと日本古来のセンス

デザインの社会的責任をみつめ直す

エンジニアリングとデザインが物づくりの両輪

﹁こと﹂とは何かを﹁もの﹂が語りかける

地域も企業もハイブリッド文化を深耕

徹底したオリジナルデザインが生き残りの方法

Gマーク制度は戦後復興の気概が生んだ

起こるべくして起こったグッドデザイン運動

〝生まれながらの普遍性〟
がデザインの理想

地域を知り世界とつながる︑勇気と気概と覚悟を

川上元美 ┼柴田文江

社会を創成するクリエーティブの価値

9 小林康夫 ┼内藤 廣 ┼佐藤 卓

深澤直人 ┼永井一史 ┼田川欣哉
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1 グッド・デザイン選定の目的とその手続
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Kazuo Kawasaki

あるこのフォルムは、商品としての

ている︒さて︑実は幸いなことに︑私は
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「お釜」をモチーフにした清潔感の

成 功 以 上 に、 日 本 人 の 基 本 で あ る

変化させ、新しい時代が開かれよう

「米を炊く」行為そのものを大きく

とするシンボル的役割を果たした。

日本の生活環境から生まれたオリジ

ナリティーある優れたデザインの一

素︑そして︑真っ白なご飯という意味性

つである。

あるカラーリング︑そして︑スイッチの

川崎和男
1958 電気釜

RC-10K

株式会社東芝︵東京芝浦電気株式会社︶

﹁ご飯﹂は︑日本人そのものである︒日

配置である︒今でも︑この炊飯器のユー

D 同社 岩田義治

本のデザインがスタートしたという逸話

当時の︑この炊飯器のデザイナーは︑

ザーがいるというから驚きである︒

たことが真実である︒しかも︑
﹁ご飯を

岩田義治氏である︒このデザインの形態

はいくつかある︒しかし︑
﹁東芝の自動

炊く﹂という日本人の生活そのものを革

は︑今なお︑デザインの本質である機能

敗戦後ようやく家庭電化産業が芽生え

東芝からデザイナーの道に入った︒そし

性と性能性と効能性の基礎を表現仕切っ

た︒その産業を牽引するデザインは︑東

て︑岩田氏は直属の上司であった︒私は

デザイン師匠のひとりである︒したがっ

芝においてこの炊飯器に結実したという

は︑相当の時間が必要でもあった︒まず︑

て︑この電気釜を見るたびに︑ブチョウ

っている︒だから︑岩田氏＝ブチョウは

電気の利便性を広報︒そのためには米国

との様々な交流時の表情を思い出す︒そ

生意気に最もたてついていた部下だと思

の電化生活を紹介しながらも日本のオリ

の表情には︑
﹁デザインとはどうあるべ

ことになる︒ところが︑この自動式電気

ジナリティを表現︒女性の社会進出がは

きか﹂をたたき込まれていった︑私のデ

現在の炊飯器の技術とデザインは︑果

じまろうとしている時代での家事労働へ
飯を炊く﹂という日常性をかくも見事に

たして︑この炊飯器の文化性表現にまで

ザイン史の具体的なモノでもある︒

デザイン表現された意義は︑デザインと

いたっているであろうかと思う︒

つての﹁お釜﹂をイメージさせる形態要

大なコトでありモノだったと考える︒か

日本の文化を結びつけた具現性として重

の貢献性の訴求であった︒そこで︑
﹁ご

釜が日本人の日常生活になじんでいくに

り方が見え始めたということだ︒

新させることで︑日本でのデザインのあ

式電気釜﹂が日本のデザインを起動させ
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まるで一九五〇年代の明るい未来観を
そのまま形にしたような︑明るく軽快な

にもわたって生産され︑多くの人々に涼

しい風を送り続けることになる︒

なこの著名なデザインが︑実はモデルチ

いわゆる感性などといわれるものからで

の通称デルタファンは︑単なるひらめきや

日本のインダストリアルデザインの歴

ェンジであったという話はあまり知られ

はなく︑冷徹な課題発見と的確な問題解

デザインの小型卓上扇風機︒パイプを曲

ていない︒皆川正氏がまだ照明器具メー

決から生まれたものであったという事実

ナーを生み出すきっかけの一つとなったこ

カーのデザイナーとして次々とヒット商

に︑デザイナーたちは改めて共感を覚え

史に名をとどめる︑皆川正というデザイ

品を開発していた頃︑富士電機のパイプ

るのではないか︒
本当に役に立ち︑
魅力的

げただけのシンプルなスタンドと︑ロッ

スタンド型扇風機のデザインにアドバイ

ところで︑三点支持で振動を抑えるゴ

で多くの人が求める製品を作り出す本来

直ちに採用された皆川案に基づくニュ

ム脚はどうやってパイプに固定したのだ

スを求められる︒皆川さんは旧モデルの

ーモデルは︑大幅な工数削減とそれにと

ろうか︒答えは︑曲げ加工を施した後の

のデザインとは︑こうした専門的で真摯

もなうコストダウンをもたらしたばかり

パイプにゴムチューブを通したという平

な取り組みを指すのだということを︑こ

でなく︑首を大きくたためることによる

凡なもの︒こんなところにもパイプの曲

パイプが複雑な形をしていることに着目

梱包の小型化が物流効率の向上につなが

率とゴムの長さの相関関係が読み取れる︒

し︑曲げ方を改良することを提案︑その

るなど︑様々なメリットを持ったグッド

いろいろな知恵がそのまま形に表れてい

の小さな名作を通して知ることができる︒

デザインに生まれ変わった︒販売台数は

らは︑まっすぐな風が吹いてくる︒

る緊張感︒何も隠さない裸のデザインか

本の明るさを印象づける。

ムを感じさせるとともに、当時の日

のない軽快さは、日本的ミニマリズ

に寄与する。この扇風機のもつムダ

手のよさと、梱包時の省スペース化

曲げパイプによるスタンドは使い勝

ンカバーのみで構成された扇風機。

パイプのスタンドとシンプルなファ

ーチェンジを繰り返しながらその後何年

ための加工機まで試作して提供した︒

ドを組み上げたガードがいかにも涼しげ

益田文和

Fumikazu Masuda

FDS-2557

1958 扇風機

デルタ型
富士電機株式会社

D 皆川 正

Gマーク大全
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飛躍的に伸び︑ガードの形などのマイナ
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森山明子
Akiko Moriyama

1958 AMラジオ

TR-610

ソニー株式会社

D 同 社 技術部

真空管からトランジスタへの技術進

代デザイン室長になって以降のいわゆる

タイルは︑一九六一年に大賀典雄氏が初

めての世界的ヒット商品なのである︒ス

ジオ︒累積販売台数五十万台とソニー初

アとの共同作業の産物だと表明されてい

雄﹀
︒デザインはデザイナーとエンジニ

忠︑エレクトロニックデザイン／鹿井信

山本孝造︑メカニカルデザイン／五十嵐

の軌跡
﹂展出品の﹁ TR‒610
﹂
1953
2005
のクレジットに注目した︒
︿デザイン／

展示された製品の提供者にも注目した︒

ンの個人コレクション︒その﹁ SHED
﹂
には︑モナコのグレース王妃が愛したホ

﹁ THE CORRUGATE SHED
﹂はホン
ダとソニーの製品を蒐集するサラリーマ

同じくデザインの傑作でありながら累

ンダスポーツが走れる状態で格納してあ
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化を背景に、トランジスタの利点を

生かした小さなボディの中に大口径

スピーカーを配置したデザインによ

って、
「ポケッタブル」を大胆にア

ピール。総生産台数は五十万台を超

えた。

は大いに異なるもののいずれも魅力的︒

のデザインの間に咲いたと思えるほどだ︒

その後のソニーデザインはこれらふたつ

﹄に登場

したソニーのトランジスタラジオ﹁ TR‒

ブラック＆シルバーではない︒プラスチ

るのである︒

その理由を求めて︑
﹁戦後日本デザイン

ック製が一般的だったグリルにパンチン
ト加工したラインゴールドを施した︒そ

グメタルを使用︑アルミ表面にアルマイ
こには輸出向けにバイヤーが求める装飾

積二万台と販売は振るわなかった同社の

﹁ TR‒610
﹂は そ う 思 わ せ る 魅 力 を い ま
もたたえている︒

べきデザインではないかと悔しかった︒

米 国 発 の﹁ iMac
﹂
︑ 次 い で﹁ iPod
﹂が
登場した時︑これこそ日本企業が出す

団体ばかりではないのだ︒

る︒デザインの歴史を支えるのは企業や

デザイン体制確立前で︑両者のスタイル

﹁ TR‒ 610
﹂と﹁ TV8 ‒301
﹂が同時期に
誕生したことに興味をかきたてられる︒

すぎたのだろう︒

が普及途上だった市場にポータブルは早

テレビ﹁ TV8 ‒301
﹂
︵一九五九年発表︶
とは対照的だ︒一四インチ真空管テレビ

性もカラーバリエーションもあった︒

─

トランジスタを使用したポケッタブルラ

﹂成功の立役者は海外営業マンだっ
610
た︒それもそのはず︑これは自社製造の

テレビ番組﹃プロジェクト
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X

入れながら独自にアレンジしてしまう︑

が顔を揃える︒各国の文化を貪欲に取り

日本の食卓には︑和洋中と様々な料理

そ︑ほぼ半世紀にもわたってロングセ

のは︑時代を超えたモダンさ︒だからこ

ンプルなかたちがさりげなく伝えている

バリエーションの豊富さに比べると選択

は︑常日頃から感じていたこと︒食器の

その割にはデザインが進化していないと

醤油さしは︑いつも食卓を彩ってきた︒

かせないのが醤油であり︑だからこそ︑

液だれを絶対にしない差し口を形作る︒

造形美を損わないつまみの位置に配する︒

いる︒醤油さしには欠かせない空気穴を︑

けられた空気穴の存在が︑これを支えて

差し口の絶妙なフォルムと︑つまみに開

注がれるさまは︑使っていて小気味いい︒

醤油が液だれすることなくきっぱりと

ラーであり続けた︒

肢が少なく︑しかも︑今という時代に適

見た目のシンプルさからは想像がつかな

のだろう︒ただ︑どんなメニューでも欠

日本特有の国民性が介在しているからな

合したデザインとなると︑本当に限られ

地の食器は半製品﹂という常識を覆すも

は︑世に生まれ出た当初︑
﹁真っ白い無

を放っている︒透けるように無垢な白地

さりげない佇まいを備え︑確かな存在感

る白山陶器の﹁G 型しょうゆさし﹂は︑

までもそしてこれからも︑食という生活

表現している︒愛すべき存在として︑今

和しながら︑自分の立ち位置をきちんと

出してくれる︒あらゆる料理や食器と調

卓にあってそこはかとない温かみを醸し

しかも︑完璧な機能を備えながら︑食

いが込められたデザインなのだ︒

いほどの︑デザイナーの深い眼差しと思

のだったという︒わずかなカーブを描く

シーンを彩っていくのだと思う︒

付いている小さなつまみ︑それらが形作
引き立てている︒一方で︑無駄のないシ

ー商品となった。

人々に親しまれ続ける超ロングセラ

せることによって、今日に至るまで

和の生活とモダンデザインを調和さ

理のない形への工夫が集結している。

正直に追求し、しかも生産面にも無

よいという、この器に必要な性能を

液だれを防ぎ、持ちやすく、安定も

稜線から延び出た差し口︑ふたの中央に

そんな中にあって︑森正洋の手によ

てしまう︒

川島蓉子

Yoko Kawashima

1961 醤油注

G 型しょうゆさし
白山陶器株式会社

D 森 正洋

Gマーク大全
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るフォルムの美しさを︑白地が最大限に

004

Akiko Moriyama

技術開発、高度なプレス技術等の総

子復元を取材に現地を訪れ︑江戸切子の

浅いようで︑いかにもさびしい︒薩摩切

魅了しつづけてきたガラスの世界とは縁

リニウスの﹃博物誌﹄に記され︑人類を

張感と柔らかさが併存する弥生的フォル

時の縄文・弥生論争を持ちだすなら︑緊

デザイナーの貢献に疑う余地はない︒当

による品質で大好評を博したとされるが︑

この灰皿は高度な金型技術と職人技能
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合的技術革新を背景とするガラス製

灰皿。素直な曲線と、充分なサイズ、

豊富な材料を使用することで、重量

感ある雰囲気を醸し出すことに成功

だった︒佐々木硝子の伊藤幸雄︑竹内伝

している。

冶︑佐藤信泰︑保谷硝子の佐々文夫︑船

森山明子
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︶

歴史的に辿れるものが少なく︑近代に

越三郎︑河上恭一郎︑各務クリスタルの

D 同社 デザイン課 竹内伝冶

工業として導入され︑地域産業興しの切

佐藤潤四郎︑西村聖といった各氏が企業

技術伝承にわずか関わり︑ささやかなが

ムといえるかもしれない︒スモーク系の

デザインを担う気概に燃えた︒

らガラスのコレクションをもつ身として

るのだが︑ガラスで特筆すべきは工芸作

色ガラスが美しい︒このこととも関係す

められるのが早かったことだ︒上記各氏

家よりも企業デザイナーの方が世界で認

ン﹂ほかに選ばれている一九六〇︱七〇

の作品が選定された一九七九年のコーニ

周年スーパーコレクショ

年代のガラスを挙げてみよう︒保谷硝子

河上恭一郎氏から東京藝術大学で二〇

ング・ガラス美術館公募の﹁ニューデザ

スタックタンブラー⁝⁝︒いずれも︿こ

〇四年に開催されたシンポジウム﹁ガラ

のビネガーボトル︑調味料容器セット︑

んな早い時期にこんなデザインが﹀と思

表として河上さんにそう報告したい︒

デザイナーであり作家である方々の右代

もあなたの夏茶碗を愛用してます﹂││

スは今﹂のパネリストに誘われた︒
﹁今年

ぶことにも︑デザイナーの採用にも熱心

昭和三十年代のガラス企業は海外に学

ライフ商品である︒

わせる魅力をたたえ︑ほとんどがロング

イン﹂展がその証左のようだ︒

﹁G マーク

G マークでそれが叶うだろうか︒

は︑一矢報いたい気持ちが潜在している︒

ことがある︒しかしそれでは︑起源がプ

かがみ

に日本のガラスが解説されるのを聞いた

り札として期待されるもの︒こんなふう
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プレート﹁あられ﹂
︑佐々木硝子の灰皿︑

40

に︑照明器具の引っかけシーリングの差

も︑どうしてもそれを妨げてしまう要素

空間をいくら美しく仕上げようとして

さを生み出す製品ではあったが︑生活の

といわれる電源コードが集まる配線の醜

のトリプルタップは︑確かにたこ足配線

使えば便利で⁝⁝﹂というように︑本音

を備えたものとして︑
﹁そうは言っても

ッチプレートやコンセントなども︑壁や

では無視できない必需品だ︒そんなやや

中で使わずにはいられない本質的な機能

天井がきれいになればなるほど︑その面

こしい欲求の対象物であるにしては︑著

どの装置の端末機器がある︒照明のスイ

にそぐわない小さなノイズや破綻になっ

しく愛される中庸な形とデザインと高い

し込み口や煙探知機︑スプリンクラーな

てしまう︒壁や天井の表面の仕上げに溶

完成度で︑一九六一年の発売以来変わる

一度生活に馴染んでしまった形を変え

け込むような色や仕上げや︑できるだけ

ることは︑ユーザーの慣れてきた感触の

ことなく生活の中に無理なく溶け込んで

重ねるような馴染ませ方の習慣がない日

キを塗り重ねたり︑壁紙を何層にも貼り

センサーを無理矢理起こすようなことに

目立たない大きさや形であったとしても︑

本では︑それらの端末の存在は頻繁にデ

なってしまうのでやるべきではない︒わ

きた︒

ザインが変わることのない︑あたりまえ

を醸し出している︒クールな姿のハイテ

ずかな側面の傾斜角度や︑上面のカーブ

変わることのないあたりまえの存在に

ク機器とは正反対に︑日本の平和のアイ

の存在として意識から消えて目立たなく

なるためには︑スタイルや色だけでなく︑

コンとなったほのぼのとした形は︑移り

は使い勝手とともに︑安心できる優しさ

機能や使い勝手の上からも問題となる要

変わりの激しい電化製品のデザインが学

事例である。

クな道具へも向かいはじめた最初の

デザインの対象が、極めてベーシッ

販売されるロングライフを導いた。

ラウンのシンプルな構成が今日でも

プ。機能美を追求した白とダークブ

への密着度を高めたコンセントタッ

ベース部分を広くとってコンセント

発し続けている︒

因がないものでなければ自然と淘汰され
この三つの差し込み口をもつ配線器具

ばなければならない︑見えないオーラを

なるしかなかった︒

欧米のようにそれらの端末の上からペン

深澤直人

Naoto Fukasawa

1964 タップ

ハイトリプルタップ
松下電工株式会社

D 同 社 宣伝部

Gマーク大全
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てしまっただろう︒
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Rei Kurokawa

昭和三十年代にデザインのテーマと

一九六四年︑東京の空に五つの輪が浮

的な表現︑そして木目の使用︑和室にも

追求したものであった︒シンプルで直線

から︑日本人の暮らしに見合うカタチを

歩きながら仕事をしながら︑あたかも人

020
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して意識された「日本的美とモダン

デザインの調和」を追求した代表的

事例。日本人が古来より持っている

直線・平行・直交等の造形感覚を生

かし、深い色の木目にアクセントで

あるシルバーの直線を加えて、モダ

かんだ︒第十八回オリンピックである︒

洋室にも合う︑日本人の暮らしの空間を

ンと伝統を融合させている。

東 京オ リ ン ピ ッ ク に あ わ せ﹁夢の超 特

黒川 玲
1964 トランジスター式ステレオ
／
飛鳥
SE-200

松下電器産業株式会社

急・東海道新幹線﹂が開通し︑首都高速

意識した空間親和力の高い家具調家電と

D 同社 ステレオ事業部 デザイン室

道路が走った︒オリンピックを観るため

この時代の音楽と人の関わりは︑暮ら

してのデザインである︒

次高度経済成長期の頂点たるオリンピッ

しの空間の中で︑ゆったりとじっくり向

第一次高度経済成長期は︑まさに私た

生の BGM のような位置づけではなか

き合って聴くべきもので︑現代のように

ちの夢を技術によってモノ化してきた時

っ た︒音 楽 を ゆ っ た り 聴 く︑LP レ コ

静かに置き︑おもむろに音の呼吸に聴き

ードにブラシをかけ︑針を極めてそっと

に始まり︑六〇年代半ばには︑カラーテ

入る︑そういうことが可能な生活時間︑

種の神器︵白黒 TV・洗濯機・冷蔵庫︶
レビ・クーラー・カーの耐久消費財が新

トランジスター式ステレオ飛鳥は︑音

社会環境がそこにあった︒

憧れであり新しい生活の象徴となってい

で提案した︒デザインは時代の結晶であ

楽をイエで聴くシンボルとして︑新しい

ステータスでもあったのだ︒

る︒
﹁飛鳥﹂を見ると︑その時代のイエ

た︒新しい技術や発想が創り出したモノ

﹁トランジスター式ステレオ飛鳥﹂は︑

まいが見事によみがえる︒

のあり方︑道具のあり方︑生活のたたず

技術を︑日本の家具というカタチで包ん

り︑トランジスタという新技術を搭載し︑
デザインもそれまでの西欧的なステレオ

それまでの真空管方式のステレオに替わ

を持つことは︑当時の私たちにとっては

三種の神器＝ 3C と呼ばれ︑私たちの

代であった︒五〇年代後半の家電型の三

元気だった︒

ク景気に世の中は沸き立った︒すこぶる

にカラーテレビが登場した︒まさに第一
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着かない時には落ち着かせ︑気分を高め

学系の本によると︑喫煙は︑気分が落ち

私は今や少数派になった喫煙者だ︒医

している︒六〇年代を代表するデザイン

一九六四年度のグッドデザイン賞を受賞

橋敬典の指導による山正鋳造による制作︑

灰皿が置いてある︒客は主人を待つ間︑

居間に通される︒ローテーブルにこの

のひとつだ︒

をかけたい時にはブレーキに︑アクセル

しばし灰皿と対面することになる︒おそ

をもたらすそうだ︒精神状態にブレーキ

たい時には高める︑という相反する作用

を踏みたい時にはアクセルにもなる不思

この灰皿が置かれる空間には︑いささか

らく︑主人はこの灰皿に託して︑なんら

喫煙に灰皿は付き物だ︒機能は単純極

伝統的で保守的な空気が否応なく漂うだ

議なツールなのだ︒ちなみに︑この原稿

まりない︒それだけに︑喫煙者が少なく

ろう︒鋳物︑伝統︑デザイン︒これらは︑

かのメッセージを送っているに違いない︒

なればなるほど︑灰皿のデザインはこと

が分かるのか︑と値踏みされているよう

きる︒この灰皿を前にすると︑お前これ

者であること︑それも喫煙にどのような

な気分になる︒そして︑和服を着た主人

本物︑歴史︑知性と読み替えることもで

意味を見い出している人物なのかが分か

がおもむろに登場し︑ゆっくりと煙草に

あることによって︑その空間の主が喫煙

る︒つまり︑苛立つ自分の気持ちにブレ

火をつけて場面設定が完了する︒

物なのか︑推し量ることができる︒見る

ルを踏もうとするサービス精神旺盛な人

と物質の戯れも︑六〇年代と同様︑ヤニ

る︒喫煙と小道具︑この愛嬌のある精神

またとないバイプレーヤーの役割を演じ

この灰皿は︑こうした雰囲気の中では︑

からに重厚なこの灰皿の場合は︑明らか

つつある︒

色に染まった懐かしい過去のものとなり

で生産販売され続けている。

広く好評を得ただけでなく、今日ま

動の結実例である。海外においても

ザインの視点から見直そうとする運

黒仕上げで、伝統的産業をモダンデ

た灰皿。仕上げはいずれも総漆焼付

鋳鉄のしっとりした肌合いを持たせ

に前者だろう︒クラフトデザインの草分

短い人物なのか︑どんな会話にもアクセ

ーキをかけて落ち着かせようとする気の

さら象徴的な意味を持ち始める︒灰皿が

も喫煙しながら書いている︒

内藤 廣

Hiroshi Naito

1964 灰皿

2 号︑
3 号︑
H 型︑
B型
山正鋳造株式会社

D 芳武茂介

Gマーク大全
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けである芳武茂介のデザイン︑鋳造家高

008

山田節子
Setsuko Yamada

1964 盛皿

あられ

伝統的に親しまれて来た「アラレ文

代の正倉院の御物に納まっています︒そ

硝子は︑だれもが知るように︑奈良時

日本の伝統文様をモダンにアレンジし︑

﹁あられ﹂は︑そのような時代の中で︑

六四年︑G マークに選定されたこの

戦後二十年︑着物や下駄は日常から影

そ︑世界に通じる器ごころですが︑良い

ていきました︒和ごころ洋サイズは今こ

022
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様」をモチーフにして、プレス技術

で成型されたガラス食器。ガラスは

洋のもの、といった固定化されたイ

メージから脱却し、日本の生活の中

にねざすガラス器の創出を目指して

いる。

シンプルでモダンな北欧デザインが眩し

HOYA 株式会社︵株式会社保谷硝子︶
D 河上恭一郎

この国は器の宝庫です︒四季豊かな自

発され︑国内でもデザインやクラフトの

鮮烈に印象づけてくれました︒それに触

化し︑多様な素材や技術を駆使し︑豊か

世界で心ある多くの仕事が生まれた時代

く輝き︑私たちに豊かな生活への憧れを

な形や意匠の器を作り続けてきました︒

でありました︒北欧デザインの中でも︑

然 が 育 む 食 材 を︑よ り﹁美 し く ﹂よ り

そのような中にあって︑硝子という素

とりわけ︑テキスタイルや光を透かす硝

の後︑この国で硝子の器が生産されたと

のあるクリスタルの輝きを卓上へと︑気

光学硝子の技術を生かし︑透明度と量感

子という素材の魅力は衝撃的でした︒

物や江戸末期の切子硝子ということにな

概溢れる和の心が生かされたデザインで

残念ながら︑明治以後市民権を得た硝

ります︒硝子の器づくりが盛んになるの
る明治維新以降︒その後︑一気に窓ガラ

子は︑企業や売場の論理の中で︑洋食器

あったと思います︒

スや器がつくられ︑硝子という素材が日

としてカテゴライズされ︑和の心をもっ

を潜め︑座卓からテーブルへ︑さらに家

あることを︑今更ながら思い返します︒

デザインが生き残るためには様々な壁が

た器ほど販売の場を見出せず︑命を縮め

どのもので生活の場が埋め尽くされてい
きました︒そのような六〇年代にあって︑

電に乗用車と日々生活が変転し︑ほどほ

のです︒

常の生活に多様に存在することになった

は︑日本が国策として西欧文化に傾倒す

いう記録が無く︑やっと江戸時代の細工

た︒

材だけが︑何故か違った道をたどりまし

﹁美味しく﹂と︑異国の文化も自在に消
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イフサイクルの短命化が言われて久しい

れたオフィス用ファイルである︒商品ラ

﹁G ファイル ﹂は一九六四年に発売さ

らの時代の商品と信じた︒その結果﹁G

境の向上を目指す経営理念から︑これか

のデザインを商品の差別化とオフィス環

を誘引した︒その中で平野氏は経営戦略

経営に寄与し︑新たな商品開発の再投資

質がデザインにあることは明らかだ︒現

会議にも参画︑デザインだけでなく商品

ファイル﹂は事業の柱として同社の安定

在でもこのデザインはキングジムの顔と

戦略︑知財戦略︑品質管理など経営に関

シンプルなだけに︑この商品の価値の本

なっている︒だが︑開発された当時のオ

わる外部ブレインとしての役割を果たし

がこの商品には全く無縁である︒機能が

フィス環境やオフィス用品市場の状況を

ている︒

なるほど︑この商品の開発から販売︑

れ︑資料の内容が判別できないなど多く

イルはハードな使用によって背表紙が外

をファイル管理していたが︑当時のファ

現在日本企業はグローバルな産業経済社

ド︶構築のための知的財産権の活用﹂
︒

画 ﹂ そ し て﹁オ リ ジ ナ リ テ ィ︵ブ ラ ン

評価するための外部ブレインの経営参

ンの役割﹂
﹁企業自身や市場を客観的に

そして企業の顔になるまでの過程には︑

の問題点を抱えていた︒同氏はその問題

会の激動期の中で勝ち残るため︑新たな

このファイルのデザイナーである平野

意識からファイルにおける課題を整理し︑

価値創出を迫られている︒それは次世代

な視点は﹁経営資産構築のためのデザイ

同社の未活用のパテントを再評価︒そし

の経営基盤となる企業価値の構築を意味

今日的商品開発の課題が満載である︒主

てファイルの分類︑背表紙への書き込み︑

する︒
﹁G ファイル﹂の開発ヒストリー

特許庁は明治時代からの莫大な審査資料

書き換えが容易にでき︑長期の資料管理

にはその方程式が詰まっていそうだ︒

オフィスに明るさをもたらした。

背部の見出しは、利便性だけでなく

青、の五センチ角のパターンによる

開発された事務用ファイル。赤、緑、

しい「帳簿」からの脱却をめざして

近代的な企業経営を背景に、古めか

において普遍性のあるデザインを提案し

拓夫氏は以前特許庁の審査官であった︒

たことは想像に難くない︒

考えると︑商品化には様々な苦労があっ

日高一樹

Kazuki Hidaka

1964 ファイル

Gファイル

株式会社キングジム

D 平野拓夫

Gマーク大全
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た︒いっぽう同社の経営者は︑斬新なこ

010

た︒当時のインダストリアルデザインの

きる︒そんな期待を込めて挑戦が始まっ

電の必需品へと一気に加速することがで

この問題を解決すれば掃除機を生活家

どの要因となっていた︒

それに伴うコストアップ︑重量の増大な

要があったが︑これも部品点数の増大と

て弱いために︑内部ステーで補強する必

た︒また︑鉄板外装だけでは構造体とし

し︑その分がコストアップに繋がってい

取り付けに際し︑複雑な作業工程が発生

ンダー内部へ手を入れて行う内蔵部品の

る加工方法で作られていたために︑シリ

は茶筒型と呼ばれる鉄板をロールして作

黎明となったものだ︒それまでの掃除機

家電のジャンルにおいて︑この掃除機は

ラスチックの材料抜きでは考えられない

使っているプラスチック家電︒もはやプ

もある︒いま︑我々が当たり前のように

ンダードの流れを創ったもののひとつで

名品のひとつであり︑現在の家電のスタ

かある︒この掃除機はそういった歴史の

語る際に︑欠かせないデザインがいくつ

日本のインダストリアルデザイン史を

011

村田智明
Chiaki Murata

／

1965 電気掃除機

ハイクリーン
松下電器産業株式会社

MC-1000C

D インターナショナル工業デザイン

D

アメリカ流のレンダリング手法を導

入したスタイリングデザインと日本

家屋での使用を前提とし、敷居をま

たぐ工夫が調和して生みだされた掃

除機。同商品の成功は、商品デザイ

ン開発手法の一つの源流となった。

先端︑アメリカから日系デザイナーを招

ーナショナル工業デザインによって︑新

致し設立したデザインスタジオ︑インタ

しい掃除機のデザインが始まったのであ

る︒問題解決への答えは ABS 樹脂だ

っ た︒ABS 樹 脂 は 剛 性 強 度 に 優 れ て

いる︒リブ構造をつければ︑内部ステー

は不要になり強度と軽量化をはかれる︒

また︑構造が簡単になることから︑作業

もしやすくなり︑ビスも最低部品点数で

済むようになる︒焼付け塗装などの金属

の多色化によって︑コストダウンだけで

表面処理工程を省き︑樹脂の成形色自体

なく︑家電のカラーバリエーションの楽

しさや自由なフォルムの可能性を引き出

すことに成功した︒そしてこの掃除機は

販売台数六十三万台という新記録を打ち

立てることとなった︒

デザインがカタチや色だけでなく︑未

来へのシナリオなのだということ︑そし

て︑デザインと技術が一体となるエンジ

ること︑この掃除機はそんなことを改め

ニアリングデザインにひとつの答えがあ

て教えてくれる︒

024

125のデザイン、
125の物語

客席にいました︒数々あったイベントの

東京オリンピック開会式の聖火台脇の観

一九六四年︑この年の十月十日︑私は

コになるアルミ鍋とは一線を画し︑台所

のないフォルム︒それまでのすぐベコベ

手︑様々な使い勝手を考察し余分な装飾

も高級ブランド時代です︒従って︑キッ

今︑ファッションと同じく︑鍋の市場

の表情と質を変えてくれた鍋でした︒

を目指し︑真白なランニングウエアに身

チン用品売場は︑海外ブランドの重く立

の目が一点に吸い込まれました︒聖火台

あと︑歓喜のざわめきが静まり︑大群衆

を包み︑真っ直ぐにトーチを掲げ︑一気

派な鍋の競演です︒

ンクリートと吊構造で象徴的に表現した

ピックのポスター︒日本民家の形体をコ

亀倉雄策の明快で豪放な一連のオリン

すことがコツですし︑季節の青菜を手早

ためには︑火の上で︑こまめに鍋を動か

味醂を煮切ったり︑魚や野菜を煮含める

鍋が基本です︒焦げ付き易い醤油・酒・

和の料理には︑軽い素材のアルミの片手

しかし︑プロの厨房も家庭の台所でも︑

丹下健三の国立競技場︒この国のクリエ

く湯がき︑さっと水に放すためにも︑湯

肝心︒女性が片手で軽やかに扱えるアル

時でありました︒時代は大きな転換点に
それまで︑物不足という環境の中︑無

ミの片手鍋は︑日本の味を守り続ける極

を張った鍋ごと流しへ移動できることが

秩序に大量生産され︑家庭の中にものが

意の道具なのです︒

のづくりが始まった時代です︒
この鍋は︑その頃では数少ない︑女性
のデザイナーの手から一貫して生まれ続
けた︑働きもののシリーズです︒女性の

しまれた。

使っても飽きのこない商品として親

が、台所に明るさをもたらし、長く

本を押さえたベーシックなデザイン

されている。料理の道具としての基

れ、耐久性と美しい仕上げ面が実現

高純度のアルミ厚板を用いて成型さ

氾濫していった状況に対し︑日本的なも

差し掛かっていました︒

イティブに未来が予感され︑魅了された

明に記憶しています︒

に駆け上がる坂井青年の劇的な姿を︑鮮

山田節子

Setsuko Yamada

1965 鍋シリーズ

エバーウェア
東新 プレス工業株式会社

D 谷口貴美子

Gマーク大全
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手の力とサイズにしっくりと馴染む持ち

012

013

武田 徹
Toru Takeda

1966 一眼レフカメラ

ニコンF
株式会社ニコン
︵日本光学工業株式会社︶

D 同社 カメラ設計部 ┼亀倉雄策

日本製品の優秀性を示す数々の神話

試作品のデザインに意見を述べたという︒

月に一度︑日本光学の大井町工場を訪ね︑

モデルだった︒日本光学のスタッフは高

ライカを上回るカメラを目指す志の高い

が当時の世界最高峰の小型カメラだった

としての亀倉のアイディアは生きている︒

全てのレンズで統一して色分けするなど

っているが︑他にも被写界深度目盛りを

った︒
一眼レフ化はその意味で必然だった︒

ファインダーカメラではさすがに困難だ

広角︑より望遠レンズへの対応はレンジ

ンダーを作り上げてしまう︒しかしより

﹂でデザインの

までのデザイン的統一があった︒膨大な

ジの箱︑ポスター︑カタログにも見事な

たちは無名の技術者達の集合的美意識の

るレンジファインダーニコンの精緻なか

方向は既に決まっていた︒
﹁

とはいえ﹁ニコン

ニコンシステムの組み合わせをダイナミ

産物だった︒それを最大限に生かす演出

﹂に至

ックに披露したカタログに﹁いつかはニ

だが亀倉が活躍できたのも︑カメラの

品は︑技術とデザインの最良の融合の結

ことは留意すべきだろう︒

けを切り出して設計されたのでなかった
﹂から

果として生まれたのであり︑デザインだ

日本工業デザイン史上に燦然と輝く逸

S
P

基本がしっかりしていたからに他ならな
ンダーカメラだった﹁ニコン

S
P

い︒
﹁ ﹂
は基本的な機構をレンジファイ

た持っている︒

家として亀倉は力量を発揮した︒

S
P

コンを﹂と恋い焦がれた記憶を筆者もま

そしてカメラだけではない︒パッケー

の細かい部分でグラフィックデザイナー

F

026

125のデザイン、
125の物語

を生みだした一眼レフ。直線を基本

とした外観形状、明解な操作部のレ

イアウトは、グラフィックデザイナ

ーの亀倉雄策氏のデザインによる。

手法で作られた︒その意味で一種の改良

込み︑大口径のレンズマウントを与える

引き継ぎ︑そこにミラーボックスを組み

イナー亀倉雄策の貢献があったことは

﹂

そのアドバイスもあって採用されたとさ

い技術をもって二八ミリから一三五ミリ

機である︒しかし︑そもそもこの﹁

れる鋭角のペンタプリズムカバー形状は︑

のレンズに対応する超弩級の光学ファイ

S
P

確 か に 印 象 的 な﹁ ﹂の シ ン ボ ル に な

ケージ箱のデザインを行っていた亀倉は

周知の事実だ︒ニコンのポスターやパッ

﹁ ﹂の デ ザ イ ン に グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ
F

F

ンではなく︑北欧のデザインは人の生活

デンマークのデザインが続々と紹介され

た一九六一年頃︑日本にフィンランドや

剣持勇のこの籐の椅子がデザインされ

われ︑ホテルニュージャパンでこのデザ

京王プラザホテルにも剣持勇の家具が使

とんど最初のものと言っても良いだろう︒

われる︒日本のデザインが認められたほ

ン界ではずいぶん自信になったものと思

インのバリエーションが使われるなど︑

た︒アメリカ型の欲望を喚起するデザイ
を包み込み︑人生にやさしく寄り添うも

ホテルのロビーやラウンジによくこの椅

このシリーズは海外にも輸出され︑ま

のだった︒いっぽう︑マーシャル・B・
改良を重ねてつくったロイドルームの椅

たその後フィリピンやインドネシアやタ

子が見られた︒

子の情報が入ってきたのもこの頃と思わ

イのラタン家具製造技術のお手本にもな

った︒人件費が高騰し︑日本製では高く

のデザインやオーガニックなモダンデザ

そんな時代に︑卓越した見識のデザイ

川ラタンが当時世に問うた日本のデザイ

インに人気があるが︑このリビングチェ

なりすぎてしまってからもあこがれの籐

ンの傑作である︒剣持勇はこのデザイン

アを生み出した剣持をはじめとする当時

椅子として存在し続けている︒最近北欧

にあたって︑ラタンのもつ素材の感触と︑

の日本のデザイナーの情熱はマーク・ニ

て編み出されたこのラタンチェアは︑山

かなり面倒な手加工によってのみ得られ

ューソンなどの海外の若いデザイナーに

自らが名付けた﹁ジャパニーズ・モダ

る作り手の存在感や気持ちといったもの
一九六四年︑マルセル・ブロイヤーの

ン﹂を追い求め︑時代を駆け抜けた剣持

も改めてリスペクトされてもいる︒

推薦によりニューヨーク近代美術館に二

ョン」にも選定される。

20

められたことは︑黎明期の日本のデザイ

代美術館「 世紀デザインコレクシ

の上に表現された。ニューヨーク近

性を通じ、あますところなくこの形

タン素材の可塑性は、剣持勇氏の感

曲面で構成したリビングチェア。ラ

形を籐の丸芯編み上げのまろやかな

勇︒その見識を改めて尊敬したい︒

に最も惹かれたという︒

ナーと手先の器用な日本人の手技によっ

れる︒

ロイドが籐家具の伝統的な枝編み製法に

黒崎輝男

Teruo Kurosaki

1966 リビングチェア

ラタンチェア C-3150

株式会社ワイ・エム・ケー
︵山川ラタン株式会社︶

D 剣持 勇

Gマーク大全
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十世紀のデザイン史に残るものとして認

014

奥山清行
Ken Okuyama

1966 スツール

バタフライスツール
株式会社天童木工

高周波成型による合板が、二個のボ

地場産業などと一括りにされるはるか

代表されるように︑十四世紀頃から世界

成型合板の技術自体は︑日本の茶筒に

世代に引き継がれていく︒たかがモノ︑

ら︑日本のものづくりはこうしてまた次

いる︒先人達の残した名作に囲まれなが

028

125のデザイン、
125の物語

ルトと一本のステーによって組み立

てられている。単純明快な構造の中

に、日本らしい曲線を生かした柔ら

かい造形美が生まれた。この造形美

ゆえに、今日でも人々に親しまれ、

販売され続けている。

ら世界の巨匠によって造られた家具が︑

D 柳 宗理

一九五六年にデザインされてから︑な

に加え︑オブジェとして鑑賞に堪えるこ

対し︑このバタフライスツールは機能美

たしている︒特に︑柳宗理さんが当時開

とだ︒今でもポピュラーなこのスツール

その家具本来の機能美自体が目的なのに

発を共にした天童木工の︑その同じ場所

を購入した人は︑座ることもあるだろう

んと五十年も経つこの成型合板の椅子を︑

で仕事をしていると︑自意識過剰と分か

が︑みな床の間に飾ってしまうのではな

いだろうか︒ミニマムなパーツで構成さ

れたそれは︑いつまでも飽きられること

んは汗水たらしながら三次元に曲げてい

向け自らの仕事を直接発信していた︒い

以前から︑職人さんと作家達は︑世界に

なくそこに居続けるだろう︒

に︑ひとは彼らの汗と情熱を感じ︑かつ

ま僕は︑柳さんと仕事をした職人さんの

中にあったものだ︒それが二度の大戦の

されどモノ︒モノは人を動かし︑人を造

その次の世代の人たちと共同作業をして

間に航空機に応用されるようになり接着

るのだ︒

でも︑僕が特に注目したいのは︑これ

されるに至った︒

ームズ夫妻らによってモダン家具に応用

ブロイヤーや︑アルネ・ヤコブセン︑イ

剤の進化などもあり︑その後マルセル・

のだろう︒

シンプルに昇華された結果に魅せられる

ったに違いない︒優雅なカーブのその陰

合板を︑あの工房で柳宗理さんと職人さ

本来二次元のカーブしか描かない成型

しまうのだ︒

っていても背中にプレッシャーを感じて

未だに僕は超えることが出来ずにじたば

015

のブランドを持つ小林工業株式会社は︑

地である︒中でも︑
﹁ラッキーウッド﹂

新潟県燕市は︑世界に誇る洋食器の産

も磨き工程に対し︑自動研磨機の自社開

り︑見事な仕上がりとなっている︒他に

の工程で試行錯誤を繰り返した成果であ

品に生かされていることなど新しい試み

い仕上げをさらに高め︑職人技が量産製

ンを企業経営に戦略的に取り入れ成功し

がある︒この﹁デラックス﹂シリーズの

発によって︑細いフォーク間の難度の高

た企業といえる︒戦後日本の金属洋食器

デザインには︑いくつかの挑戦を解決す

数々の G マーク受賞実績を誇るメーカ

デザインは︑欧米の装飾的デザインを模

ることにより生まれた新しいデザインが

ーであり︑産地の中でもいち早くデザイ

倣するケースが多かったが︑この﹁デラ

さらに高いクオリティを生んでゆくとい

このデザインが︑まさしく小林工業の

ックス﹂シリーズはそのシンプルで日本
各地の地域産業に大きな影響を与えた︒

であるが︑この製品開発に生かされた技

﹁ラッキーウッド﹂ブランドを生んだの

術はいま︑日本の洋食器やキッチンツー

商品開発のデザインプロセスも当時と
よるハンドリングテストを行っている︒

む大量生産型の企業があまりにも多い現

ルメーカーの基本技術として生き続けて

在︑デザインを企業戦略として生かすと

当時としては非常に大胆なデザインを採

この﹁デラックス﹂シリーズにはいく

いうことと︑低価格競争だけではない新

いる︒国内量販店のコスト競争にあえぎ︑

つかの新技術が導入されているが︑その

しいステージに挑戦することの大切さを

用するためにそのプロセスが必要であっ

一つは︑ナイフのグリップ部に中空成形

この﹁デラックス﹂シリーズは四十年以

さらにアジア諸国からの追い上げに苦し

が取り入れられていることだ︒現在では︑

上にわたり語り続けている︒

礎となった。

「ラッキーウッド」の製品開発の基

後の金属洋食器を代表するブランド

デザイン。この経験と実績が、その

徹底的な機能性の追求から生まれた

人を対象にテストを行うなどして、

理想的なハンドルの形を求めて五百

時としては成形︑溶接︑仕上げ等すべて

たことがうかがい知れる︒

しては画期的で︑五百人ものモニターに

う哲学が感じられる︒

Shinichi Yamamura

刀のように研ぎ澄まされたデザインで︑

山村真一

1966 金属洋食器

No.1100
小林工業株式会社

D 産業工芸試験所

Gマーク大全
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頻繁に取り入れている構造であるが︑当
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五十嵐久枝
Hisae Igarashi

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

オフィスでの作業、環境にも関心が

ものと勝手に思い込んでいたのだが︑発

030

125のデザイン、
125の物語

向け始められたことを背景に開発さ

れたステープラー。見やすい針残数、

底部に施したリムーバなど、耐久性、

操作性を重点にデザインされている。

このステープラーの成功により、ホ

ッチキスというブランド名が、この

商品の代名詞となった。

ど︑商品の向上に努め続けている︒学生

D 同社 開発本部デザイン課

親指と人差し指で挟んで綴じる︒紙の

たくさんの布を留めて装飾物をつくった

の頃︑ホッチキスを一八〇度開き︑壁に

ことがあった︒翌日指が痛くなるほど何

端を手で軽く握るような感覚︑そんな何
行為がデザインのかたちを作る︒ハンデ

度も打ち付けたのだが︑壊れることなく

品を使った時は︑日本製では問題なく綴

その後も使い続けられた︒また外国の製

今では誰でも使えて誰でも知っている

じられる枚数でも壊れることがあり︑品

優れた道具とは︑必ずしもいつも光り

文房具の代表的なアイテムとなったのだ
﹁目立つと同時にあまり目立ち過ぎても

輝き目立っているわけではなく︑目立た

質の良さを再認識した︒

いけない商品だけに︑眼を刺激し過ぎな

され︑便利なものも多々あるのだが︑こ

綴じる新しい商品はその後︑次々と発売

自分専用のホッチキスを買った時は︑鮮

のホッチキスは今でも変わらずデスクの

ず寄り添うようなものも多くある︒紙を

やかなオレンジ色を選んだ︒どこか外国

ペン立てに入っている︒

いカラフルな色彩選択﹂
︒確かに当初の

の製品を思わせる香りが残っていて︑デ

﹁ホッチキス﹂という商標名は︑綴じる

これほど日常的な道具になってしまう

明者︵B・B・ホッチキス︶の名前から

時の音や針の動きのイメージから付いた

と︑その存在は当たり前のものになる︒

きたとのこと︒小さな驚きだった︒

耐久性・安全性・低価格・使いやすさな

も例外ではなく数々の改良を繰り返し︑

とは並大抵のことではない︒ホッチキス

ひとつの商品がその域に達するというこ

いて欲しいと思った︒

スクの上や引き出しの中で目立つ存在で

製品は︑くすんだ色ばかり︒私が最初に

が︑開発当初の色彩の考え方が面白い︒

商品だ︒

ィホッチキスは実にシンプルで画期的な

気ない動作が綴じる行為に直結している︒
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デザインの原形になった︒これを超える

う素材と人類に手があるうちはこのコッ

このコップを食堂などで今までどれだ

プはなくならないだろう︒こんなデザイ

量産グラスはないと思う︒これをデザイ

となど覚えてもいない︒たぶん学食かラ

ンにかかわれたら本当に幸せだと思う︒

け使ったことか︒誰にとってもあたりま

ーメン屋か︑その辺りのところだったと

特別なものは︑誰かが必ず大切にして

ンとして認識している人がどれだけ居る

思う︒学食で学友達とはしゃぎながら焼

くれるが︑こういうものは誰も大切に扱

えのもの︒どこがいいのか︑気が付かな

きそばを食べて水を飲む︒ラーメン屋で

ってくれない︒特別なデザインはこのよ

る匿名のデザイン︒これからガラスとい

端に油の染み込んだマンガを読みながら

うなあたりまえのデザインがあってこそ

ことだろう︒生活に完全に溶け込んでい

ラーメンと餃子を食べて︑セルフサービ

生きてくる︒なんでもない日常にちょっ

いほどふつうにどこにでも存在するもの︒

スの水をグビッと飲む︒そこに居る自分

と目を向けると︑そこにひっそりとデザ

私もこのコップに初めて出会った時のこ

になっているはずである︒

日常によく似合う︒ここに改めて記すま

このコップは︑このようなあたりまえの

ほど意識せずに接している
﹁はずである﹂
︒

ックがデザインした﹁グルシック﹂とい

九年発売されたコンスタンチン・グルシ

段差をコップの内側に付けたのが一九九

ちなみに︑このスタッキングのための

インが存在していることがある︒

でもないが︑スタッキングするとコップ

う名のグラスである︒

の上方向にやや開き気味のコップでは︑
重ねた時に重量が加わると力が外側に逃
ひとつの搾りでそれを解決した︒まさに

使い続けられている。

ンプルなフォルムゆえに、今日でも

使用の場を考え、個性化を避けたシ

用途性を第一義にデザインされた。

ッキングによる収納性など、機能性、

洗浄しやすいプロポーション、スタ

は重力で下方向に力が加わる︒それまで

﹁はずである﹂と記さなければならない

の光景が目に浮かぶ︒今でも度々お世話

佐藤 卓

Taku Satoh

1974 強化グラス・スタックタンブラー

00345-HS, 000346-HS, 00349-HS
東洋佐々木ガラス株式会社︵佐々木硝子株式会社︶

D 同社 商品開発部 佐藤信泰

Gマーク大全
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げて広がるように割れる︒このコップは
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和田達也
Tatsuya Wada

1974 カッター

万能L 型
オルファ株式会社

ハーシーのチョコレートをヒントと

ング︑色と形の良さに外国製と信じてい

なんと五十年！ 子供の頃︑そのネーミ

誕生は奇遇にも私と同じ歳で︑今年で

なか厄介なものだが︑この感触も精度感

良い︒普通︑刃を折るという行為はなか

くなった時はパキンと折る︒この潔さが

出来ない︒複雑な作業の中で切れ味が鈍

モックアップ等の制作には欠かすことが

質︑機能はもちろん︑安全性という観点

フ賞も 受 賞し て い る︒こ れ は 外 観︑品

上の販売実績を持つというロングライ

G マークを受賞︒うち十七点は十年以

そのオルファは現在までに五十点が

たらしい︒またそのネーミングの由来

ルドな黄色は実は卵の黄身から発想され

かわらず︑なぜか親近感のあるこのマイ

あるが︑刃物を使った危険な道具にもか

目立ち易く分かり易いというのは納得で

ィカラーである︒どこに置いてあっても

032

125のデザイン、
125の物語

し て 発 想 さ れ た と 言 わ れ る「折 る

刃」式のカッターナイフシリーズの

一つ。今では日常の生活に欠かせな

い道具であり、日本発の国際スタン

ダード商品となった。

常である大学には必要不可欠な手道具で︑

D 同 社 企画部

今や日本中︑いや世界中︑どの家庭や

紙︑プラスチックそれぞれの材料に合っ

た刃が用意され︑また様々な使い勝手に

﹁切る﹂という為だけの道具であっても︑

中で機能的にもデザイン的にも優れてい

応じたデザインが揃っているのはありが

オフィスの引き出しの中にも必ず一本や

るのがこのオルファカッターだろう︒こ

たい︒

た道具は︑なんと日本が世界に誇るトッ

があり心地よい︒

私自身も仕事柄︑オルファの愛用者で︑

プシェアプロダクトだったのだ︒今では

からも高く評価されている証である︒確

﹁折る刃﹂からも創業者の温かいマイン

またオルファといえばその黄色のボデ

かに私が教鞭をとっている大学でも各研

ドと発想力の豊かさに感心させられる︒

まり聞いたことがない︒モノづくりが日

使っているが︑道具による事故の話はあ

究室やほとんどの学生がこのオルファを

準となっているから驚きである︒

刃のサイズ︑折れ線の角度までが世界標

である︒

れは間違いなく日本が生んだ世界の逸品

二本はあるというカッターナイフ︒その
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筆記用具は︑
手の延長である︒
文字を手

に書き味がまったく違う︑
﹁ボールぺん

そこに︑ボールペンのような名前なの

も新しさがあった︒それまで︑この手の

書きにする機会が以前より減ったとはい

ーにとっては︑頭に浮かんだアイデアを

カートリッジ式でないペンは︑インキの

てる﹂が登場した︒先端が樹脂チップ︑

初めて目に見えるものにする︑かけがえ

色と本体の色が一致しているのが普通で

え︑メモをとったり︑ノートにスケジュ

のない道具でもある︒そうなると︑頭と

あったのに︑本体はみなグリーンで︑イ

などというスペックは知らなかったが︑

直結していると言えなくもない︒しかも︑

ンキの色をキャップ上部に表示している

スムーズな書き味で︑まっすぐな形状に

紙と筆記用具が触れるときの
﹁書き味﹂
は

点も画期的︒すでにデザイナーを目指し︑

用具が欠かせない︒私のようなデザイナ

触覚につながるし︑書き方によっては音

新しいもの好きの子どもだった私にとっ

ールを書き込むときなどは︑やはり筆記

も出るので︑筆記用具と書く人の五感を

が紙にあたる固い感じになじめなかった

ず万年筆だ︒ボールペンは︑金属チップ

インをひくのに使っていた︒手紙には必

サインペンは︑定規をあててアンダーラ

消しゴムで消せるシャープペンシルで︑

頃からだったと思う︒ノートをとるのは︑

けられるが︑私の場合︑それは中学生の

にも︑ロングライフデザインが時代を超

ロジーカラーだ︒きっと︑そんなところ

て見てみると︑昨今の風潮にも合うエコ

も反映しているという︒いま︑あらため

の疲れが出始めた︑七〇年代前半の世相

るという意図のほかに︑高度経済成長期

示し︑カラーリングで他との差別化を図

このグリーンは︑さわやかな書き味を

の中に入って来た︒

て︑
﹁ボールぺんてる﹂は速やかに生活

のと︑下敷きを敷かないと紙が凹んで裏

いない︒

えて生き続ける生命力が潜んでいるに違

った。

られ、世界中で使われる商品へと育

によって、あらゆる用途に受け入れ

なストレートラインと書き味の良さ

来の筆記具とは明らかに異なる明快

用による滑らかな書き味が特徴。従

クとボールを保持する樹脂チップ使

世界初の水性ボールペン。水性イン

ていなかったと記憶している︒

筆記用具はまた︑用途によって使い分

通した関係は︑なかなか深いものがある︒

左合ひとみ

Hitomi Sago

1974 水性ボールペン

ボールぺんてる
ぺんてる株式会社

D 同社 デザイン研究室

Gマーク大全
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面にひびくという理由で︑ほとんど使っ

020

島田一郎
Ichiro Shimada

1974 事務鋏

アレックスシリーズ
林刃物株式会社

ステンレス鋼板をプレスしてつくる

小さな地場産業に成功と経済力をもたら

034

125のデザイン、
125の物語

という、合理的で画期的な生産方法

により開発・デザインされた事務用

鋏（はさみ）シリーズ。産地メーカ

ーとデザイン事務所の共同作業が結

実した代表例である。この商品が事

務用の身辺商品にデザインが導入さ

れるきっかけになった。

生み出し︑新しい市場を創りだした︒だ

D ユニデザイン 渡辺篤治

この﹁アレックス﹂のハサミシリーズ

れ︑デザインの効用を理解し︑人々にそ

の意味と役割を啓蒙した︒それまでのハ

れもがこのハサミの放つ魅力に取り憑か

ードプロダクトは少ないだろう︒登場以

サミをとりまくライフシーンを一変し︑

ほどだれの目にも解りやすく魅力的で︑

来三十年以上もの長い間︑色褪せること

また造形の魅力とそれを実現する技術革

このシリーズが誕生した一九七三年頃

したのである︒そしてこの事例は多くの

新が新しい価値創造をインスパイアし︑

は︑我が国の産業界やデザイン界にとっ

今日のデザインの時代を予感させる前

地場産業や中小メーカーに勇気と希望を

兆として︑またデザインプロダクツの市

て大きな変節期だった︒一九七〇年の万

代の渦中であった︒折しも一九七三年に

たなデザインによる価値創造の模索の時

場開拓者として︑これからも永く記録に

与えるものとなった︒

京都で開かれた世界インダストリアルデ

一九七五年にレニングラードへ向かう

とどめられるだろう︒

インのもたらす様々なビジョンと可能性

のことのように蘇る︒

み交わし薫陶を得た懐かしい記憶が昨日

手がけた今は亡き︑渡辺篤治氏と酒を酌

夜汽車の中でこのシリーズのデザインを

合し︑今までにない全く新しいハサミを

産・デザイン・経営の三つの最適解を統

優れたデザイン戦略への英断﹂という生

能﹂
﹁生産技術と素材の革新﹂
﹁経営者の

たこのシリーズは︑
﹁魅力的な造形と機

このような時代背景からデビューし

駆けを担った︒

を多面的に描きだし︑来るべき時代の先

ザイン会議は︑二十一世紀へ向けてデザ

博以降高まる経済成長を受けて世界は新

る︒

なく存在し続けるデザイン力の好例であ

デザインがもたらす効用を示すスタンダ

021

米国セスナ社の双発ジェット機と同名

ンとは使い易いことだ ﹂であった︒新

ら生まれた美しさだ ﹂
︑
﹁グ ッ ド デ ザ イ

た︑ソフト・プッシュ方式によるコント

けられ正面上部に斜めにレイアウトされ

え見えてくる︒ジェットセンサーと名付

今でも見劣りしない︒かえって新鮮にさ

発売されたモデルであるにもかかわらず︑

にしたポータブルテレビ︒約三十年前に

﹁召喚状﹂という意味もあり︑まさしく

﹁ CITATION
﹂のネーミングは小型ジ
ェット機の名前に由来したのであろうが︑

貢献したことは疑いない︒

て︑ソニー製品のブランド戦略に大きく

デザインに新しい風を吹き込んだ︒そし

﹁ CITATION
﹂の発売は︑一九七七年当
時大反響となり︑その後の世界のテレビ

技術とユニークでシンプルなデザインの

﹁ CITATION
﹂のネーミングを持つこの
ポータブルカラーテレビは︑その小型ジ

ロールキーは︑インターフェイスとして

ソニーブランドデザインの召喚者であっ

ェット機と同様︑小型で高性能をテーマ

も優れて使いやすく︑最近のなんとなく

部にビルトインするという︑一体化のア

アンテナを縮めてグリップハンドルの内

機能的で美しく︑トップに伸びるロッド

トなスペースに便利な縦形のフォルムは

を支える重要な役目が求められているの

インターフェイスとなり︑企業ブランド

デザインに︑ユーザーとテクノロジーの

ーに感心させられる︒あらためて今こそ

しい技術を見事に昇華したデザインパワ

この三十年前のデザインをみると︑新

たのかもしれない︒

イデアも楽しい︒
﹁一三インチポータブ

ではないだろうか？

ジアの国々がデザイン戦略に力を入れ︑

かつては︑低価格を売りにしていたア

三十年前の発売時︑このポータブルテ

。感度の良いプッ

T
V

によるものという。

はソニー会長まで務めた大賀典雄氏

ンが衝撃的であった。なおデザイン

アンテナなど先進的な機能とデザイ

シュスイッチや、取手と一体化する

パーソナル

ットをイメージしてデザインされた

当時の米国のジェット機のコックピ

が気になるこの頃である︒

強力な国策を背景に活発に動き始めたの

れたコンパクトデザインである︒

ル﹂という意味において︑こころ配りさ

にも優れ︑安心感がある︒またコンパク

曖昧なフィルムスイッチに比べて操作感

山村真一

Shinichi Yamamura

1977 ポータブルカラーテレビ

CITATION
ソニー株式会社

D 同社 デザイン室

Gマーク大全
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レビ﹁ CITATION
﹂の コ マ ー シ ャ ル キ
ャッチフレーズは﹁デザインとは機能か
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森田昌嗣
Yoshitsugu Morita

1977 ラジオ

ラジオ R-012
／
ペッパー
National

松下電器産業株式会社

小型、軽量、高性能を追求し、厚さ

036

125のデザイン、
125の物語

七ミリという、当時としては画期的

な薄さを実現したもの。
「より薄く

より小さく」の象徴であると同時に、

ピンクレディーが広告宣伝に登場す

るというイメージ戦略づくりも話題

となった。

が進んで携帯情報端末︵PDA︶にまで

D 同社 ラジオ事業部門 企画部 デザイン室

一九五五年︑日本初のソニーのトラン

から︑パーソナルに編集した多様な情報

報を場所を選ばず受信できる携帯ラジオ

点となった︒その後一九五九年に松下電

を自由に持ち歩く PDA に至る進化のプ

進化したと言える︒しかし配信される情

器産業が世界最小のポケットラジオを発

ロセスは︑情報を持ち歩く携帯ラジオが

ジスタラジオ発売が小型・軽量化による

表するなど携帯ラジオの世界では小型

人と情報を結びつける情報端末のデザ

生みだしたライフスタイルの革新に端を

インには︑洗練された道具としてのハー

化が競われた︒松下が一九七七年に発
ッとした﹁ pepper
﹂と 紙 の よ う に 薄 い

ドウェアの魅力と情報を操るソフトウェ

発している︒

﹁ paper
﹂を 掛 け 合 わ せ︑ 前 年﹁ペ ッ パ
ー警部﹂でデビューしたピンクレディを

提供を担う地上波ラジオに代わり︑遠い

域に密着したニュースや交通などの情報

品となった︒ポケットに入れたままで使

出先でも無数の地域情報を受け取れるネ

アの魅力の融合が求められる︒現在︑地

える上部操作や大きなスピーカーを備え

ットワーク型の衛星ラジオが新たな情報

のパーソナル情報端末としてのヒット商

たシンプルで明快なデザインは︑現在で

インターフェイスを複雑にし過ぎた傾向

サービスとして注目を集め始めている︒

情報のパーソナル化に伴う小型・軽

がある︒人のライフスタイルに素直に向

も古さを感じさせず︑オークションなど

量・携帯化は︑二年後の携帯式ヘッドホ

き合うよう潔くデザインされたペッパー

技術主導の多機能化は︑マン・マシン・

ンステレオ﹁ウォークマン﹂へと結実し︑

ネットワーク型情報端末のあるべき姿の

ラジオが︑ひょっとすると次世代の高度

一つを映し出しているのかもしれない︒

さらに記憶媒体の技術革新によって情報
量の飛躍的増加と処理スピードの高速化

ラジオ受信や録音編集機能が付加され︑

でも多くのファンを魅了している︒

広告塔に起用し︑通勤時や出張時などで

表したこの﹁ペッパー﹂は︑小粒でピリ

日本のエレクトロニクス産業発展の出発
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それにスカート姿で足を揃えて乗る八千

られたバイクという新鮮な驚きと︑かつ

が正直信じられない︒女性のためにつく

シャルが懐かしい︒約三十年前というの

女優八千草薫を起用したテレビコマー

を抱き︑女性の日常の姿勢に焦点をあて

らつくられていくバイクデザインに疑問

それに対し﹁
﹂のデザインコン
Passol
セプトは﹁走るスツール﹂
︒男の視点か

でスカートで乗るには不向きであった︒

たデザイナーの感性が︑スマートでクリ

そのイメージは三十年の時を経て︑エ

草薫があまりにかわいく上品であったこ
由だろう︒暴走族全盛期でガニ股オトコ

ーンな女性バイクを誕生させた︒

の世界であった油臭いバイクと一線を画
ヤマハ発動機によるこの﹁ Passol
﹂の
誕生は一九七七年︒その少し前にホンダ

失しているが⁝⁝︒

男女共通で︑女性のためという視座は消

遂げている︒むろん今の世の中︑何でも

て受け継がれ︑さらにクリーンに進化を

から︑これまた懐かしい﹁ラッタッタ﹂

﹂というひとつのバイクが二十世紀
ssol
後半以後の女性の生活意識を変えたこと

ともかくベビーカーと並び︑この﹁ Pa

クーターブーム﹂の原点はこの二台の名

は︑紛れもない事実である︒

﹁ロードパル﹂も女性をターゲットにし
たバイクであったが︑形態を見るかぎり︑
そのデザインイメージは小さなエンジン︑
細いフレームによる自転車感覚のライト
ームの真ん中にパイプが通る従来の構成

しみ易い。

ラスチックでカバーされており、親

ンを含むほとんどのメカニズムがプ

ンパクトさが強調され、またエンジ

優しさが追求されたミニバイク。コ

易しさと、抵抗なく乗れる感覚的な

女性でも簡単に運転できる操作上の

品から始まった︒

ミリーバイクブーム﹂
︑八〇年代の﹁ス

発売されている︒七〇年代後半の﹁ファ

の愛称で大ヒットした﹁ロードパル﹂が

す名演出だった︒

レクトリックコミューター﹁ Passol
﹂
︵二
〇〇四年度グッドデザイン賞金賞︶とし

とが︑今なお鮮明に記憶に残っている理

長濱雅彦

Masahiko Nagahama

1977 スクーター
／
ZEQ
Passol
ヤマハ発動機株式会社

D 株式会社ヤック 坂 紘一郎︑川嶋恒美

Gマーク大全
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バイクであったと見て取れる︒実際フレ
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柴田文江
Fumie Shibata

1978 灰皿

GOMシリーズ
富双ゴム工業株式会社

全くの異素材である艶消しした黒ゴ

ロックの洗礼を受け︑改めてそのサウン

トルズの音楽でしたが︑思春期になって

子供の頃から聞き慣れていたのはビー

値は︑それが灰皿のデザインとして秀逸

てくれた﹁ゴムの魅力﹂という新しい価

があります︒この灰皿のデザインが見せ

に無かった新しい価値を作るという使命

円からなっています︒やわらかでしっと

成されたフォルムと︑それに包まれた正

形は︑ゴムならではのテーパーの無い完

で削ぎ落とされたクールでシンプルな造

素材の魅力を表現するために︑極限ま

そういった取り組みによる成功例として︑

いるからというのがその理由でしょう︒

し︑企画︑製造︑販売にまでかかわって

印象です︒デザイナー自らが製造元を探

顔がはっきり見えるプロダクトだという

は︑この GOM シリーズはデザイナーの

038
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ムとヘアラインステンレスを組み合

わせた灰皿等のシリーズ。この組合

せの斬新さや質の高い造形は、発売

開始以来今日に至るまで色褪せない。

灰皿としての機能性と素材の特性を無理

D 黒川雅之

デザインに興味を持つずっと前から︑

今でこそ︑デザインの素材として確立

している﹁ゴム﹂ですが︑この灰皿が生

なく活かしているデザインでもあります︒

インを︑灰皿の原型のように思っていた

まれる以前は︑工業的で薄汚れた裏方の

私はその灰皿を知っていました︒一九七

のです︒それくらいポピュラーでよく目

素材というイメージがあったのではない

ドの素晴らしさに身震いしたように︑美

です︒

である以上の意味を持っていると思うの

かと想像します︒デザインにはこれまで

った時︑その﹁必然のデザイン﹂に感動

りとした黒の中にあるステンレスヘアラ

このデザインはその後のデザイナー達に

もう一つ︑私が覚えていることとして

イン︑それが対比の関係性を持って︑強

大きな勇気と希望をも与えてくれました︒

片手でタバコを消しても滑らないという︑

な重量とゴムの素材によって︑使用時に

いインパクトを放っています︒また適度

したことをよく覚えています︒

大の授業の教材で再びこの灰皿と向き会

ノでした︒

にしていましたし︑とても印象の強いモ

三年︑私が八歳の頃に生まれたそのデザ

025

よりも︑終わらせてしまったというべき

競争は事実上終わった︒終わったという

ズをカシオ計算機が発売して電卓の開発

されている最大素数とは言わないまでも︑

れぬ美しさも披露してくれないし︑発見

に収束するフィボナッチ数列の得も言わ

同時に電卓は︑隣り合う二項が黄金比

うことなく計算ができ︑別名を日本語記

だろう︒派生した生産技術やノウハウは︑

表示された数がたまたま素数だったらそ

この電卓が︑厚さ一・六ミリを最薄と

パソコンやテレビなどに受け継がれて︑

の偶然を言祝いでくれもしない︒ついで

法と言われるのにその痛快さを堪能する

電卓は技術開発の表舞台から姿を消した︒

に︑その素数がどのように素因数分解で

謳歌できたのは四年間だった︒八三年四

電気電子学会︵IEEE︶がシャープの

きるか見せてくれたなら︑電卓はまるき

こともできない︒

電卓事業をマイルストーン認定したのは

り違った立ち位置を社会に占めていたよ

月に〇・八ミリのクレジットカードサイ

二〇〇五年十二月のことだが︑世界初の

この電卓は︑ニューヨーク近代美術館

うな気がする︒

月が経っていた︒

いちいち途中の結果を書き留めなければ

思い出せない︒加減乗除が続く計算は︑

といったメモリ機能の使い方がすぐには

客をもてなす心だと思うが︑電卓にはそ

ば千両役者にはなれない︒演者の要諦は

足だ︒演じることへの深い愛情がなけれ

算しかできないというのはいかにも役不

事である︒
しかし数を扱う機械が︑四則計

の永久コレクションにも選定された︒慶

答えを出せない︒ほとんどの人は僕と同

れが抜け落ちている︒開発競争を終わら

﹄

じだと思う︒メモリ機能はこの三十年以

せてしまったと書いたのは︑数の奥深さ

┼﹄ と か﹃

上というものまったく進歩していない︒

をついぞ教えてくれなかった日本の電卓

僕 は い ま だ に﹃

一方で︑計算機にうってつけの逆ポーラ

メーカーへの皮肉であり︑恨み言である︒

の象徴的商品と言える。

小さく」を目指した当時のデザイン

ータ機能付。なにより「軽く、薄く、

チキーの採用とストレージコンピュ

ザインにまとめた。ステンレスタッ

用し、薄さ一・六ミリの個性的なデ

表面テクスチャーにステンレスを採

れない︒どんな数式でもメモリ機能を使

026

ンド記法を採用した電卓にはお目にかか

M
R

電卓を同社が発売してから四十二年の歳

戸島國雄

Kunio Toshima

1979 電子式卓上計算機

EL-8152
シャープ株式会社

D 同社 総合デザインセンター

Gマーク大全

039

M

Koh Kitayama

ビデオやレーザーディスクなどの新

て訪ねるのは楽しい︒風景が目新しい

旅をしていた︒初めての国を旅行者とし

ヨーロッパを巡るバックパッカーの一人

る前の春から半年ほど︑私はインドから

その年︑
﹁ウォークマン﹂が発売され

えてしまうという集団的な無意識の移行

﹁家具調テレビ﹂という存在が滑稽にみ

気づかせてくれた︒そして︑それまでの

の﹂なのだという︑あたりまえのことに

に 要 求さ れ て い る も の は﹁映 像 そ の も

ル﹂が発売される︒それはテレビ受像器

040

125のデザイン、
125の物語

しいメディアの登場を前提に、木製

キャビネットに収められたテレビ受

像機の概念を越えた新たなメディア

機器として開発された。この機種の

成功によって、家庭用テレビのあり

方は大きく変わり、そのコンセプト

は今日においても継承されている。

というだけでなく︑人々の立ち振る舞い

を経験した︒
﹁プロフィール﹂の登場と

北山 恒
1980 カラーモニターテレビ
／
プロフィール
KX-20HF1

ソニー株式会社

や作法の違いに驚く︒食事の注文の仕方

共に日本の都市空間も変容し始める︒デ

D 同社 PP センター

その次の年︑一九八〇年にブラウン管

や︑支払いの方法︑交通機関の利用方法︑

コレーションではなくモノの存在の関係

だけのようなテレビ︑この﹁プロフィー

建築や都市のしつらえまでが実はそんな

えば︑当時︑都市のスペクタクルのよう

ザインが一気に東京に展開された︒たと

ニーから戻って体験する日本はとても新

に出現した倉俣史朗によるショップやシ

だけで空間を表記するようなショップデ

鮮だった︒当時の東京は世界の中でも最

ョーケースは﹁プロフィール﹂の意図と

に思えてしまう︒そんなグレートジャー

も変化の早いスピード感のある都市だっ

さらに映像だけを表象するこのモニタ

も呼応しているようにみえ︑それは次の

街の交差点でもヘッドフォンをしている

ーの存在はナム・ジュン・パイクのビデ

た︒その街の中で︑何故かヘッドフォン

日本人がカッコイイ︒YMO のテクノポ

オアートを完成させたのではないかと︑

時代の空間を予告していた︒

ップのワールドツアーもこのころだった

える﹂という現場を体験させてもらった︒

私は思っている︒
﹁モノが人の意識を変

その時のソニーはカッコよかった︒

う商品が生活の作法を変えてしまう︑と
いうか︑街の風景を変えてしまっていた︒

ような気がする︒
﹁ウォークマン﹂とい

をしている人が沢山いた︒電車の中でも

人々の生活の作法で決められているよう

ン﹂が発売されたのは一九七九年だ︒

ソニーの伝説的な商品︑
﹁ウォークマ

027

そしてオーディオ装置で自分の音づくり

年代︑当時︑音楽そのものを楽しむ人達︑

LP レコードが最も愛された一九七〇

経緯がある︒しかし︑インテリアとの融

り︑さまざまなよりどころを求めてきた

タファーをデザインに持ち込もうとした

ネットに収められたり︑また︑楽器のメ

ず︑ひたすら使い易さと性能を追求して

合や音楽性の表現をプロダクトには求め

は築かれた︒私もそのひとりであった︒

を愛する人々によって﹁レコード文化﹂
手に入れた輸入 LP のジャケットをワク

いくことに徹した﹁ SL‒﹂
10のデザイン
には︑情緒性に流されない姿勢と高い技

を楽しむオーディオファン︑これら音楽

ワクしながら眺め︑そっと封を切る︒黒

術力による合理的精神の魅力が凝縮して

デザインの核心は︑三一・五センチメ

光りする円盤を取り出し︑傷や埃を気遣
羽根のように軽いアームの下でゆっくり

ートル角のレコードジャケットサイズに

いる︒

と回りはじめた盤を見つめながら︑音の

などの記録メディアに

今日︑

凝縮させた超コンパクト化の発想にある︒

や

的な作法の中に私は音楽世界に没する儀

M
D

う思い入れが強い時代であった︒輸入文

オーディオもまた輸入製品で︑聴くとい

その頃は︑ほとんどが輸入音楽であり

へと進化してきているが︑はからずも

カニズムは極小化・ブラックボックス化

つのデザインの基準となり︑ハードのメ

気に浸っていた者にとって︑
﹁ SL‒﹂
10
の登場は新しいオーディオ時代を予感さ

りではあるまい︒そういう情緒的な雰囲

化に対する憧れを抱いていたのは私ひと

ハードのサイズを合わせ込むことがひと

C
D

時代の最後に登場した﹁ SL‒﹂
10はこ
のコンパクトデザインのパイオニアであ

式のようなものを感じたものである︒

出る瞬間をじっと待つ︒この一連の魅惑

いながら丁寧にターンテーブルにのせる︒

山本建太郎

Kentaro Yamamoto

それまで︑オーディオは家具調キャビ

1980 レコードプレーヤー

SL-10

松下電器産業株式会社

D 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

L

の後のオーディオ機器のあり方に影

術とサイズがもたらす自由度は、こ

たが、この機種の外部振動の抑制技

うメディアはCDへと変わっていっ

ドプレーヤー。その後レコードとい

レコードジャケットサイズのレコー

示した歴史的なデザインである︒

り︑レコードプレーヤーの究極の姿を提

P

響を与えた。

Gマーク大全

041

せる驚きであった︒

028

Fumikazu Masuda

操作頻度が高い各種メインスイッチ

感を感じていた︒この状況から抜け出す

ーブルといったオーディオデザインの華

の極致であったトーンアームやターンテ

レーヤーが誕生し︑メカニカルな美しさ

リニアトラッキング方式のレコードプ

チューナーと積み重ねると︑精緻であり

宿っており︑カセットデッキ︑アンプ︑

いる︒そのズレに微妙なダイナミズムが

垂直に積み上げられたスイッチとなって

た面の一部が重ね合わされ︑きっちりと

042

125のデザイン、
125の物語

類をプレート化し、且つ積み重ねた

時には視覚的に縦に三分割したレイ

アウトとし、それぞれの操作機能に

応じた配列にしている。当時のシス

テムコンポーネントステレオのデザ

ため︑コントロールパネルのレイアウト

インの代表例である。

ちょうど︑一九八〇年頃を境に日本の

について集合論や認知科学をよりどころ

益田文和
1981 システムコンポ

F-780, A-980, CT-970

パイオニア株式会社

オーディオ業界はカセットテープを軸に

に理論武装したり︑プロダクトセマンテ

D 同社 デザイン室

向はオーディオ機器のデザインにおいて

ィクス︵意味論的製品デザイン︶の手法

このパイオニアのシステムコンポは︑

も歯止めの利かないガジェット化となっ

の箱か︑さもなければ逆に︑持って回っ

古典的なモダンデザインの造形言語を用

を取り入れたりと︑大いに勉強したのも

たような情緒的な造形が幅を利かせてお

いて︑いわば建築的な秩序が与えられて

て表れた︒一方︑高級オーディオの世界

り︑その間でいわゆる中級オーディオ機

いる︒中央部分にブラックアウトした表

一九八〇年代だった︒

器のデザインは何とか理性を失わずにモ

までが︑LP ジャケットサイズの箱に納

ながら色気さえ感じさせるコンポジショ

る構成ながら︑機能に応じて三等分され

示面を配し︑一見シンメトリカルに見え

まってしまうと︑デザインの見せ場は操

しかし今思えば︑パネル一枚の構成に

ンが生まれる︒

こうなると工業製品とはいってもほとん

デザイナーにとっては幸せな時代だった

プロとしての全てを傾注できたあの頃は︑

のかもしれない︒

リアルグラフィックスという言葉が生ま
れたほどに︑当時のデザイン職能は危機

ど二次元のデザインであり︑インダスト

作パネルのレイアウトを残すのみとなる︒

していた︒

ダンデザインの範疇に踏みとどまろうと

は相変わらず保守的で退屈な操作盤付き

一気に大衆化へと向かうのだが︑その傾

029

今︑デジタル携帯音楽プレーヤーは街

須の条件は小さく︑軽いこと︑そして操

歩く時代になった︒
﹁ iPod
﹂に代表され
るようにデジタルの進化によってプレー

中高年の方も何の抵抗もなく音楽を持ち

インされた操作ボタンの使い勝手の良さ

の良さだった︒フェイスに集中的にデザ

私が使って感じたことは直感的に操作

作性だ︒

ヤーはもうこれ以上小さくできないほど

もそのヒットを作った理由の一つであっ

じゅうにあふれている︒若者だけでなく

小型化が進み︑携帯電話との融合も始ま

たであろうと私は思っている︒

た﹁ WM﹂
‒2は︑当時ではとても信じら
れないコンパクトな大きさとそのデザイ

一九八一年にグッドデザイン賞を受賞し

ォークマン﹂がしるしたものだ︒とくに

の持ち歩きだが︑その第一歩はこの﹁ウ

このように今は当たり前になった音楽

したすばらしいネーミングだ︒この名前

マン﹂というネーミング︒それはその商

ーをあらわすネーミングだ︒
﹁ウォーク

の︑それはその商品のアイデンティティ

ン性や機能性の完成度とともに大切なも

そして︑ヒットといえば商品のデザイ

発的な人気を博すきっかけとなった。

場した二世代目。ウォークマンが爆

生みだした。本機は外観も新しく登

ることによって、新たな若者文化を

楽をつれて歩けること」を可能にす

音楽を聴いていたことが発端。
「音

ダーを改造し、ヘッドホンを付けて

一人のエンジニアがカセットレコー

っていいだろう︒

導き︑そして文化に浸透した立役者とい

品とそれを使う人︑使い方もすべて包含

ン性から当時の若者たちのおしゃれの象

が商品を育て︑それを使う若者の生活を

り︑バッグのポケットにいれて︑いつで

れている︒そして︑腰のベルトに着けた

その機能は今も携帯音楽文化に引き継が

られなかったヘッドホンの軽さだった︒

まず驚いたのは︑これも当時では考え

ぐに購入した︒

当時︑私もそのムードに影響され︑す

徴的なアイテムとなった︒

できるそのインターフェイスのデザイン

っている︒

中谷日出

Hide Nakaya

WM-2

1981 テーププレーヤー

ウォークマン
ソニー株式会社

D 同社 PP センター

Gマーク大全

043

もどこにも持ち歩ける携帯機器として必

030

猥雑な作品を嬉嬉として発表していく︒

このカメラの本性を自分なりに解釈した

得て妙のキャッチコピーとともに︑彼は

レンズが隠れていてすぐに写せる︒言い

包茎・早漏カメラと喝破した︒小さくて

そのあたりの手触りを荒木経惟は短小・

べそうなある種の隠微性だったと思う︒

逆に露見したのは︑工業的色気とでも呼

はないだろう︒機械っぽさを覆うことで

カニカルということを感じさせるカメラ

しかし一目瞭然なのだが︑これほどメ

うである︒その狙いは見事に的中した︒

ラの開発テーマとは思えない気の配りよ

生地を傷めないように気をつけた︒カメ

滑らかにし︑ポケットに入れた時に服の

ズムを前面に出さず︑出っ張りを削って

いカメラを開発の目標に掲げた︒メカニ

パスは︑女性でも持てるカメラらしくな

の原型となった﹁XA﹂である︒オリン

惟が愛用していたのは︑確かこのカメラ

で︑アラーキーへと脱皮していく荒木経

創刊され八八年に廃刊となったこの雑誌

という雑誌とつながっている︒八一年に

このカメラは︑僕の中で﹃写真時代﹄

031

戸島國雄
Kunio Toshima

1981
ミリカメラ︑
エレクトロニックフラッシュ

D 同社 カメラ事業部開発グループ 米谷美久

オリンパス株式会社︵オリンパス光学工業株式会社︶

XA2, A11

35

アタッシュケースから取り出しても

様になるカメラを意識してデザイン

されたコンパクトカメラ。レンズキ

ャップやケースを不要とし、カメラ

全面を覆うカバーをスライドさせる

ことで、撮影体勢に入れる。操作性、

携帯性、高機能性を満足させるコン

パクトカメラの先駆け的な商品。

赤瀬川原平や南伸坊が面白半分に始め

するのも写真時代の連載である︒入り口

た建物観察がトマソンと命名されて登場

がふさがれて上れなくなった階段や︑構

えは立派なのにこれもまたふさがれて通

り抜けられない門などを捉えた写真は︑

都市変遷の紆余曲折が図らずも覆い隠せ

なかったほころびを︑滑稽味という香辛

料をまぶして見せてくれた︒散歩の退屈

しのぎのような連載は︑のちに路上観察

学会へと日本の文化らしい擬態をとげて

人々が散歩がてらに探し回る都市のほ

いく︒

ころびと︑そのポケットに入っていただ

ろうこのカメラは︑
﹁図らずも露見﹂つ

ながりとして僕の連想ゲームに刻まれて

いる︒それにしても︑カバーを開けた時

のこのカメラの全体と部位のバランスの

悪さは隠しようもない︒中に見えるレン

ズがなかったら︑入り口をふさがれた階

段なみのほころびデザインかもしれない︒

この後︑日本のカメラのデザインは混迷

の一途をたどり︑脈々と続く血筋を生む

ことなく現在にいたっている︒

044
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与え︑トップの表情が親しみをもたらす︒

幾筋もの柔らかな彫り溝が柔和な印象を

る︑その吐出口︒サイドにほどこされた

せる︑そのボディ︒動物の鼻を連想させ

パルテノン神殿のドリス式円柱を思わ

空間の中でも人間の視点を最も重く見て︑

性を問うものであった︒言い換えれば︑

うに︑彼のデザインは常に環境との関係

ドを語る自身のコトバであるが︑そのよ

る﹁東京デザインセンター﹂のファサー

グの主役としても通用する暮らしの道具

でしかなかったエアーポットを︑リビン

くる重層的な地中海の文化エレメントだ︒

ているのが︑彼の体内から湧き上がって

そしてそれをさらに魅力的なものとし

そこから最適解を引き出すヒューマンな

とさせることに成功した︑デザイン家電

私たち日本人が伊勢や奈良︑京都で感じ

この﹁ミニ・デカ﹂と愛称される電気ポ

の走りとも言える逸品である︒

るのと同じように︑彼もまた数千年に及

デザインだと言うことができる︒

﹁ミニ・デカ﹂は︑イタリアのアーキテ

だ︒その表象として現れてくる彼のデザ

インは︑その歴史的時間の長さ故か︑遠

ぶ地中海の歴史を肌に焼き付けているの

一九八四年当時︑日本でもイタリアのコ

く極東の地に生を受けた私たちにも︑不

よる︒このポットが G マークを受賞した
ンテンポラリーデザインが輸入され︑成

思議と既視感を伴って伝わってくる︒

﹁いろいろな形態︑色彩︑光︑そして看

とは多少趣を異にしている︒

かし︑ベリーニ氏のデザインは︑それら

ら熱い湯を吐き出すハイテク・テディベ

さな目で微笑み︑後ろ手しながら︑口か

とした︒親しみのあるキャラクター︑小

﹁私は単なる機能だけの器械は避けよう

ベリーニ氏は︑今回の選奨にあたって︑

板の類に圧倒されている︑東京という都
方法は沈黙である﹂とは︑彼の設計によ

ホテル等でよく使用されている。

庭用品らしさを導いた。今もなお、

ボディの波状のパターンは新しい家

当時、花柄のポットが多かった中で、

ンドルも倒せばボディと一体化する。

気ポット。ヒンジも凹凸がなく、ハ

ンセプトに基づきデザインされた電

「シンプル＆コンパクト」というコ

アを試みたのだ﹂と寄せてくれた︒

な意匠が街を席捲し始めていた頃だ︒し

功を収めていた︒ヴィヴィッドで刺激的

クト︑マリオ・ベリーニ氏のデザインに

ットは︑それまでマホービンの延長線上

船曳鴻紅

Coco Funabiki

1984 電気エアーポット
／
ミニ
・デカ
CAN-1801, 2201
象印マホービン株式会社

D マリオ・ベリーニ

Gマーク大全
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市空間では︑注意を引くもっとも有効な

032

百二十年もの歴史をもつ自動車産業は︑
ずっと〝トラック屋〟に牛耳られてきた︒
創始者のメルセデスしかり︑フォーディ
ズムを実践したフォード︑そしてボルボ
やルノーなど︒トヨタ︑日産︑マツダな
ども︑トラックづくりが得意な会社だっ
た︒そこに果敢に切り込んだのが︑
やジャガー︑そしてホンダなどの〝バ

ンは︑なぜか野暮ったい︒ガンコな設計
デザイナーの思い描く夢を摘んでしまっ

屋たちが先祖代々引き継いだ教えを守り︑
たのだろうか︒それに対してバイク屋た
ちのデザインは︑粋で︑カッコよくて︑
洗練されていた︒
一九七二年に発表︑
発売された初代﹁シ
ビック﹂は︑米・欧・日のカー・オブ・
ザ・イヤーを総ナメにし︑ホンダはそれ
を機に一躍世界の自動車メーカーとして
位置づけられるようになった︒この頃の
ホンダ車は︑軽自動車の〝 っころ〟
︵ N
︶も含めて︑どれも時代を超越した
360
先進的なデザインをまとっていた︒最も

N

蓮見 孝
Takashi Hasumi

1984 小型乗用車

ホンダ シビック
本田技研工業株式会社

D 株式会社本田技術研究所

25i ドアハッチバッグ

アメリカ車でもヨーロッパ車でもな

046
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い「日本の車」をめざして意欲的に

デザインされたコンパクトカー。室

内空間は広く、エンジン・サスペン

ションなどのメカニズム部分は小型

化・高密度化を図る。この結果、台

形のかたちをもつ居住性に富んだ車

が生みだされた。

納得できる理由は︑それがスタイリング

の流行を追いかけるのではなく︑
﹁

本のカーデザイナーとして誇りに思う︒

たしは︑この頃のホンダデザインを︑日

学と設計哲学が象眼されていた時代︒わ

人の感性をひそませていた︒かたちに美

ゆるディテールに︑スタイリッシュな大

ねのインスツルメントパネルなど︑あら

く延びるベルトライン︑機能的な二段重

ポイラー︑低く短いフッドから切れ味良

ラスのハッチや空力を考慮したルーフス

ム︵台形︶の断面形状を強調する一枚ガ

アハッチバックは︑タンブラー・フォー

は︑
﹁ CR‒﹂
Xや﹁シ ャ ト ル ﹂ な ど 四 タ
イプがそろっていたが︑とくにスリード

﹁シビック ﹂も︑ホンダイズムが継承
25i
されたデザインだった︒
﹁シビック﹂に

異 の ︶シ ビ ッ ク ﹂と 呼 ば れ る 三 代 目 の

一九八三年に登場した﹁ワンダー︵驚

されていたからだろう︒

アウト・パッケージに基づいてデザイン

機械部分を最小に︶という先進的なレイ

カ・ミニマム﹈
︵人の居住空間を最大に︑

思想﹂
︑つまり︑
﹇マン・マキシマム ┼メ

M
M

033
B
M

私見ではあるが︑トラック屋のデザイ

イク屋〟たちだったのである︒

W

3

大事そうに見せてくれた︒濃いグレーの

らかな黄色に輝くケースをある日︑姉が

帰りに駅ビルかどこかで買ったのか︑柔

ない︒バイト先でもらったのか︑学校の

それをどこから入手したのかはわから

ちに︑いつのまにかあの小ささが手に馴

ホチキスで製本のまねごとをしているう

りを巻き尺で測ったり︑画用紙を束ねて

ていた︒わけもなく家中の机の足のまわ

﹁使いたいから用事を探す﹂ようになっ

したくて︑姉に﹁一日だけ貸して﹂と頼

うしても学校に持って行って友達に自慢

具にすっかり心を奪われてしまった︒ど

ようにぴったりと収まっている小さな文

はもったいなくて使うことのできなかっ

て現役で活躍中だ︒もはや元のケースに

実家の食卓の横や︑工具箱などに収まっ

メンバー﹂はそれぞれの居場所を見つけ︑

時が経った今も︑いくつかの﹁チーム

染んでいった︒

んだが︑これだけは絶対に部屋から持ち

た水のりとテープしか残っていない︒も

たり︑持ち歩くことを想定してデザイン

出させてもらえなかった︒

たのかもしれない︒ずっと溯れば︑幼少

されたものかもしれないが︑文具とはも

ともと救急セットや裁縫セットのように︑

期に﹁ママレンジ﹂という本当にホット

っと日常的に活躍してこそ本望ではない

いざというときのためにセットで保管し

ケーキの焼けるミニチュアキッチン玩具

か︒そういう意味でも︑それぞれが﹁ソ

ある種コンプレックスに近い憧れがあっ

があり︑ねだってもすねても︑結局買っ

ロ活動﹂もしっかりできる実力派だった

それにしても︑全員があのケースに集

てもらえることはなかった︒
﹁小さいも
えないよ﹂
︒そう教え込まれていたのに︑

結した姿は感動的だった︒今度実家に帰

のだと改めて思う︒

この文具たちはどれも﹁本当に使える﹂

ったら︑たまにはあのケースの中に﹁再

さがデザインされている。

れはもちろん、セットとしての楽し

により決められた。アイテムそれぞ

などの役割を果たすものの使用頻度

主な機能である、切る、貼る、綴る

組み合わせは、ステーショナリーの

七点を小ケースに納めたアイテムの

結成﹂させてみようか︒

ではないか︒それも︑文具というものは

のは︑どうせおもちゃだからちゃんと使

﹁小さいくせに本当に使える﹂ものに︑

ウレタンのベッドに︑パズルのピースの

佐々木千穂

Chiho Sasaki

1985 文具セット

チームデミ
プラス株式会社

D 同社 商品開発本部 玉村浩美

Gマーク大全
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﹁用事があるから使う﹂ものだったのに︑

034

Manabu Akaike

カメラではなく、
「レンズ付のフィ

048
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ルム 」
。発想は十年以上前にさかの

ぼるが、高感度フィルム開発、プラ

スチック技術の進展、ラボラトリシ

ステムの確立によって実現された。

当初からエコロジーを意識したリサ

インは︑緑と金の地に赤のラインを施し

イクルシステムを採用している。

たものでカラーリングが︑同社のフィル

赤池 学
1986 レンズ付きフィルム

フジカラー 写ルンです
富士フイルム株式会社︵富士写真フイルム株式会社︶

レンズ︑ファインダー︑シャッターさ

ムのパッケージそのものなのである︒富

D 同社 デザイン室

え機能すれば︑撮影はできる︒この極め

士フイルムが培ってきた品質へのこだわ

りを︑
﹁直球勝負﹂でアピールするとい

ルンです﹂である︒フィルムにレンズを
付けるという逆転の発想は︑当時の新領

技術とは︑
﹁手業﹂を意味する﹁技﹂

うこの潔さも心地良かった︒

ザインとしても画期的なものだった︒コ

と︑
﹁道筋﹂
﹁手段﹂
﹁段取り﹂を意味す

る﹁術﹂という文字の組み合わせである︒

﹁写ルンです﹂
から学ぶべきことは︑もの

で成立している︒それぞれの装置限界︑

その原型は︑一九七三年に意匠登録出

のことである︒ポイントは時間帯や天候

物理限界を追いかける開発も大切だが︑

づくりにおける﹁術のデザイン﹂の大切

など︑撮影条件に左右されないフィルム

その根元機能に改めて着目するシステム

願された﹁固定焦点ボックスカメラ﹂だ

の開発に成功したことだ︒また︑使用済

化の術を︑多くのデザイナーたちが改め

さである︒言うまでもなく︑あらゆるプ

みカメラ部品のリサイクル体制の検討も

て﹁写ルンです﹂から学ぶべきである︒

ロダクトは︑機能ユニットの組み合わせ

この時期︑同社によって進められていた︒

そして︑デジタルカメラが普及したフィ

のは︑それから十三年を経た一九八六年

画期的なデザインの背景には︑同社のコ

っても求められているように思う︒

着目することが︑富士フイルム自身にと

いった︑さらに﹁根っ子のコア技術﹂に

ルム氷河時代の今︑感光︑感熱︑印刷と

しても優れていた︒そのハウジングデザ

ランド︑コミュニケーションデザインと

もう一つ︑この﹁写ルンです﹂は︑ブ

である︒

アコンピタンスが明確に息づいていたの

が︑初代﹁写ルンです﹂が実用化された

は発明の母﹂のお手本である︒

ア技術へ究極回帰して成功した︑
﹁単純

域デザインとして︑ビジネスモデルのデ

て合理的な発想で開発されたのが︑
﹁写

035

ときちんと向き合っているものではない

いるもの︒それは︑つくり手がユーザー

伝統工芸の中で︑いま追い風が吹いて

考えることなく︑ごく自然にしかるべき

生まれた︒意図して﹁和をモダンに﹂と

が加わり︑純和風とは異なった美しさが

果︑木目の流れと形状にシャープな印象

らの二枚重ねになっているのだ︒その結

姿になったところが清々しい︒耐水性も

リーに加え︑時代のニーズに耳を傾ける
真摯な姿勢が顧客の心をつかむのだろう︒

あるので︑フルーツ以外になにを盛りつ

だろうか︒伝統的なモノづくりのストー

自然素材でつくられた曲げわっぱには︑

けてみようかと︑考えをめぐらせるのも

伝統を継続させるために︑革新を行っ

機能性はもちろん︑木の手触りと香り︑
に訴える魅力がもともと豊富なのだが︑

ているケースは多々あるが︑大切なのは

楽しい︒

この大館曲げわっぱはそこにとどまって

どこに向かう革新なのかである︒
﹁大館

術上の根本的な変革を必要としたようだ︒

な解決法のように見えるが︑実際は︑技

とで解決している︒これは一見シンプル

冷たさをやわらげる手触りで︑口あたり

げわっぱのビアカップがある︒飲み物の

左手には︑氷とアイスティーを入れた曲

題解決のための革新なのだ︒いま︑私の

しっかりと見つめており︑そこにある問

そんな試行錯誤を経て︑重ねて収納で

もやさしく︑ほどよい軽さ︒媚びること

曲げわっぱ﹂は︑つくり手がユーザーを

きるそば猪口やサラダボウル︑お椀など

なくこちらと向き合うモノづくりが︑さ

円筒形のためスタッキングができない

が誕生したわけだが︑それらよりサイズ

りげなくここにある︒

し違う表情を持っている︒円錐形に巻い
たときの材料の無駄をできるだけ抑える

つ点がロングライフに繋がっている。

つつも使用者への細やかな配慮を持

グ可能となった。伝統技術を堅持し

錐形にすることにより、スタッキン

の製品。曲げを円筒形ではなく、円

秋田杉の柾目を生かした曲げわっぱ

の大きなフルーツボウルだけは︑他と少

という市場の問題点を︑円錐形にするこ

はいない︒

木目のグラフィカルな美しさなど︑五感

左合ひとみ

Hitomi Sago

1986 フルーツボール

大館曲げわっぱ
有限会社栗久

D 山下三郎 ┼時松辰夫

Gマーク大全
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ために︑一枚による巻きでなく双方向か

036

川上元美
Motomi Kawakami

1986 肘付椅子

ニーチェアーX
有限会社ニーファニチア

金属パイプとキャンバス地の特徴を

一貫してキャンバス・チェアのデザイ

とはデザインに関わる者の共通の問題で

製品が出回り︑対処に苦慮されているこ

050
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十二分に生かしたシンプルなチェア。

本業が剣道の道具屋であったという

デザイナーの新居氏は、日本の住居

に椅子を合致させるべくひたすら改

良を続け、日本発のユニークな製品

を完成させた。

時を経て︑新居さんに苦労話など聞く

D 新居 猛

﹁ニーチェアー﹂に初めて触れたのは学

剣道着の生地で試みたこと︑安くて丈夫

代目で︑当時良質なキャンバス地がなく︑

ダに並べ︑テーブルを自分で製作して悦

で座りやすく︑どこにでも置けて折り畳

機会があった︒剣道具を製作する家の三

に入っていた光景を︑そして私は象嵌の

みもできる︑食べ物でいうならライスカ

生の時︒夏休みで実家に戻ると父親がキ

ように貫に勘合された四角いナットを分

レーのような椅子を作りたかったという

ンを追求し︑キャンバスをキルティング

もある︒インターナショナルな意匠権が

ことなど印象深い︒特に外国からコピー

にしたり︑アルミ鋳物の貫で折り畳む機

切れて以来それは頻発するようになり︑

を地裁に申請︑そして高裁に上告したが

その対策に氏はデザインの学術的著作権

が生まれたのは一九七二年とのこと︒座

却下された︒デザインの倫理が問われる

造の折り畳み椅子︑
﹁ニーチェアー X﹂
り心地の良さは︑適度な座と背の角度や

由々しき問題の提訴であると同時に︑こ

二〇〇四年には︑
﹁ニーチェアー メ

キャンバス地の適度な柔らかさが身体に

ッシュ﹂が発表された︒キャンバスの座

の現況は我国のデザイン行政の後進性の

バスにテンションを与え︑引っぱりにバ

部に新しい素材のテンションファブリッ

よく馴染むことと︑体重がかかるとステ

ランスがとれるという︑実に合理的な解

クが使用されている︑弾力性のあるメッ

表出でもある︒

決方法が採られていることによるものだ︒

シュの座を得て︑また異なった表情を醸

し出している︒

普通︑剛構造フレームにキャンバス地を
なってくるのである︒

張ると除々に布が伸びて掛け心地が悪く

ンレスパイプの X 脚が開きそれがキャン

構など︑いろいろ工夫を経てこの X 脚構

つい先日のように思い出す︒

解してその構成や軽量さに納得したのを

ャンバスのイージーチェアを二脚ベラン
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た二〇〇二年︑
﹁この光景には既視感が

グッドデザイン賞に八幡ねじが登場し

うひとつは︑ずらりと並んだ自前の黒と

どの違いがあり企業の進化を感じた︒も

といまは思いつつも︑こんな実感を初取

白と緑の製品群が心臓のようにも関節の

のに対し︑同じ愛知県が本社の CKD は

材で抱けたことはさいわいだった︒

ある﹂と書いた︒そのわけは CKD の空

四万点の生産財の基幹製品のデザインを

﹁セレックスシリーズ﹂の授賞理由が︑

きて社会を支えている⁝⁝なんと素朴な︑

平野拓夫氏率いる平野デザイン設計に委

﹁技術とデザインの融合が感じられる︒

ようにも感じられたこと︒機能部品が生

ねていた︒のちに八幡ねじを訪れた折も

機能︑メンテナンス︑それにユーザーの

気圧制御機器群︒愛知県にある八幡ねじ

CKD の取材のことを思いだした︒分野

視点がある︒この種の製品の中では群を

が起用したデザイナーが平野湟太郎氏な

や時期こそ違え︑デザイン導入が共通の

抜いていた﹂だったことも記憶にとどめ

説明されても︑本当はよくわからないの

ルブリケーターが一体となったものだと

とはエアフィルター︑レギュレーター︑

取材は難物だった︒
﹁FRL ユニット﹂

とて一九六四年米国より輸入販売︑一九

その代名詞である﹁ウォシュレット﹂だ

注目されるものに温水洗浄便座があるが︑

﹁生活を変える可能性がある﹂と米国で

ン導入から十年目だった︒

ていい︒この一九八六年は同社のデザイ

だ︒従来製品と比べ半分に軽量化︑四倍

マは一日にしてならずである︒デザイン

六九年国産化︑一九八〇年自社開発製品

が未開拓の分野はまだまだ多い︒そうし

に長寿命化︑製造コスト大幅減︑といっ
しかし強く印象に残ったことがふたつ

た分野にとって︑優れたデザイン導入の

完成︑といった歴史をもっている︒ロー

あった︒ひとつは米国からのライセンス

ケーススタディーはまだまだ有効だろう︒

た記念碑的事例である。

た分野へのデザインの導入役となっ

ば「見えない機器」である。こうし

の機器に組み込まれる機器は、いわ

エアコントロールユニット。この種

ため、モデュール思想を取り入れた

空気圧システムの多様化に対応する

化するさま︒両者の精緻さには天と地ほ

た成果についても実感がわかない︒

新米のデザイン記者にとって生産財の

テーマだったからだ︒

森山明子

Akiko Moriyama

1986 空気圧制御機器

セレックスシリーズ
CKD 株式会社
D 同社 デザイングループ ┼株式会社平野デザイン設計

Gマーク大全
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商品にデザイン導入が図られ︑劇的に変
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和田達也
Tatsuya Wada

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

息の強弱、舌の圧力を感知する二つ

い︒その存在感は二十年の歳月も全く感

ザイナーとのコラボレーションを手掛け

店でこの﹁WX7﹂にひとめぼれし︑衝

にスマートな管楽器に憧れがあり︑楽器

きな金管楽器を担当していた僕は︑密か

中学時代︑ブラスバンドに所属し︑大

を越え︑つねに挑戦する姿勢を持ち続け

がちであるがヤマハのデザインはその壁

新的な進化に対し︑保守的な傾向にあり

楽器と言えば伝統的なものでなかなか革

これらのデザインに触発されただろうか︒
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125のデザイン、
125の物語

のセンサーを内蔵し音源モジュール

やシンセサイザーをリモートコント

ロールするデジタル楽器。人間の感

性とデジタル的な領域をいかに調和

させるかという難しい課題に取り組

んだ高度なデザインがなされている。

な衝動にかられた︒頭の中では聴衆の前

D 同社 デザイン研究室

一九七〇年代から一九八〇年にかけ︑

期は熱心に練習したものだが︑いまでは

大学の研究室で学生たちの貴重なデザイ

で颯爽と演奏する自分の姿が浮び︑一時

見られた︒その中で︑ヤマハは独自の技

ンサンプルになっている︒ディテールの

楽器の世界ではアコースティックからデ

術革新と革新的なデザインアプローチで

完成度や質感の良さは︑もはや楽器の域

そんな中︑ひときわ異彩を放ち︑注目

じさせることがなく︑いまだにプロダク

を越え︑芸術作品といっても過言ではな

を浴びたのがこの﹁WX7﹂である︒
﹁W

トデザインを学ぶ学生たちの憧れの的に

ヤマハと言えば︑マリオ・ベリーニの

X7﹂は管楽器の形状をもつ MIDI コ

デザインしたカセットデッキやポルシェ

なっている︒

使いはもちろん息づかい︑歯圧によって

アルミ︑ABS 樹脂︑カーボン︑セラ

オーディオ︑楽器界には歴史に残る逸品

デザインのヘッドフォンなど︑様々なデ

ミックなど様々な新素材を組み合わせ︑

を多く生み出している︒その頃︑自分も

動買いしてしまった︒演奏してみたいと

ているのが素晴らしいと思う︒

インハウスデザイナーであり︑どれだけ

いう衝動より持ってみたいという直感的

ボディは衝撃的ですらあった︒

楽器の光沢感をすべて払拭したマットな

ショナルなプロダクトであった︒

変化するという既成概念を覆すイノベー

ントローラでその音色はプレーヤーの指

誕生させた︒

本格的なデジタル技術搭載機器を続々と

ジタルへとテクノロジーの大きな進化が
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会社のデザインセンターから独立してス

シャープペンシルに出会ったのは自動車

ンの輝きを充分に放っている︒私がこの

このシャープペンシル︑いまだにデザイ

もうすぐ生産から二十年の歳月が経つ

く︑軸カバーと一体化させ︑本体中央に

クリュー的にねじ込むという構造ではな

常のシャープペンのように芯先近くでス

ャープペンシルは︑芯を支える部分が通

しっかりしていないといけない︒このシ

また芯先を支えるスチールの軸カバー

近い部分で本体につながる構造になって

製品の機能的なところに時代を感じさ

は︑指に触れる部分にラバーの突起がで

タジオをスタートさせた時期で︑まだラ

せない訳ではないが︑モノを創造する場

ているグリップ形状になっているため︑

いる︒このため︑少々乱暴に扱ってもぐ

面の道具に期待する﹁しっくりくる﹂と

手の中でシャープペンシルが踊ることが

フスケッチや図面制作にマーカー類と共

いう表現に値するシャープペンシルであ

状のラバーノックまでゆるやかな減衰で

細身になっている︒これが手の重さと書

ない︒さらに中央部から大型のジャバラ

だけが優れているのではなく︑大事な

く力が紙へと向かうとき機能してくる︒

る︒鉛筆の感覚をそのままシャープペン

﹁基本的感覚﹂を有していて欲しいと思

長い間かわらず愛されていることが何

一本のシャープペンシルにそうした細や

この製品は︑シャープペンシルという

より完成された筆記具である証だろう︒

う︒このシャープペンシルの滑らかな感

部品の少ないプロダクトのなかで︑さら

そしてある時代の﹁G マークらしさ﹂を

かな配慮が溢れている︒

にその構成を考慮することで完成度を高

今に感じさせるプロダクトでもある︒

というものは︑ペン先というか芯先とい

を高め、ロングライフを導いた。

図られている。商品としての熟成度

グリップ部の組み立て方法の改善が

ャープペンシル。部品点数の削減や、

グリップにラバーと金属を用いたシ

めている︒というのもシャープペンシル

触はそんな質の良さに溢れている︒

シルに求めるのではないが︑物理的機能

らついてくることはない︒

Katsushi Kunimoto

に鉛筆を使っての作業が多い頃であった︒

國本桂史

1987 シャープペンシル

SMASH
ぺんてる株式会社

D 同社 デザイン研究室

Gマーク大全
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うのか︑紙に接し最も力のかかる部分が
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高尾茂行
Shigeyuki Takao

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

テレビが完全にパーソナル化したこ

私の想像ではあるが︑商品名の﹁ピエ

いが︑自由な使い方や楽しみ方が提案さ

ーで見るのが一般化しているかもしれな

大画面テレビは壁面近くに置かれソファ

054

125のデザイン、
125の物語

とを背景に生まれた、好きな場所で

楽しむ小画面テレビ。左右非対称フ

ォルムに三本の指跡、操作ボタンの

配置、ツヤ消塗装などカジュアルな

表情が自由な使い方を訴求する。従

来の「据置型」に対する新しい提案

である。

ごろ﹂的に寝そべりながら自由な所にワ

D 九州松下電器株式会社 意匠部

大型画面液晶︑大型画面プラズマテレ

見るフロアーライフ感覚を表現していた

ていた︶
﹁ピエドラ﹂をおいてテレビを

たテレビは存在しない︒一九八〇年代後

ところが優れていた︒ひとつの小型テレ

ンコード︵アンテナと電源が一本化され

半のいわゆるバブル家電全盛期において︑

ビであったが︑生活における新しい魅力

ビなどが大勢を占めている今日︑この

この製品は新しい生活スタイルを明確に

的な作法を提案していた︒

ドラ︵ PIEDRA
︶
﹂はイタリア語のピエ

周辺機器やケーブルが接続されているの

れているのだろうか？ 確かにそれぞれ

今の生活空間では PC はいすに座って︑

をしており表面も石目調の艶消し塗装を

最近︑日本電化製品デザインもどこか

で移動できないのが現状であるかもしれ

フト感を醸し出す三本のくぼみなど独創

他のアジア諸国メーカーの品とデザイン

コーティングされた﹁石ころ﹂をモチー

的なディテールにも一度見たら忘れられ

コンセプトに差異がなくなってきている

ないが︑徐々に居住空間がワイヤレス化

ない個性が感じられた︒確かにオブジェ

ように感じられる︒近い将来︑あらため

フにデザインされていた︒さらに上面い

感覚的商品と言ってしまえばそれまでな

て日本独自のピエドラ的思考の斬新な商

していくことだろう︒

のだが︑しっかりとしたデザインコンセ

品が出現することを期待したい︒

ビ視聴スタイルを日本特有の﹁畳でごろ

若い世代のワンルーム生活空間でのテレ

プトが具現化されていた︒それは当時︑

っぱいにレイアウトされたキー配列やソ

ト ラ︵ PIETRA
＝ 石 の 意 ︶を 連 想 さ せ
られるように︑筐体は非対称有機的形状

デザインであった︒

提案しマーケットにインパクトを与えた

﹁ピエドラ﹂のようなコンセプトを持っ
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﹁あかり﹂の出現は︑画期的であった︒

このイサム・ノグチの和紙照明器具

放しの空間にも︑ピタリと納まり過不足

タタミの空間にも︑コンクリート打ち

語りすぎず︑かといって何も語らない

がない︒

のではなく︑まさにガシュトン・バシュ

それまでに海外から様々な照明器具が
並んでインテリアの雰囲気を決定する大

日本に輸入され︑照明器具は家具などと

のいう﹁闇の中の白薔薇﹂のように﹁あ

ラール︵
﹃空間の詩学﹄の著者・哲学者︶

中でもコードペンダントランプは︑デ

時を経て和紙を使った照明器具はたく

かり﹂というものの美しさを浮かび上が

照明器具を使用することは﹁デザインが

さん出現したが︑これを超えるものは出

ンマークやスウェーデンなど北欧のすぐ

判るひと﹂というステータスになってい

なかったというより︑イサム・ノグチの

らせる︒

た感があった︒一方︑日本の照明器具は︑

いまだに出現当時と変わらない魅力を

ないか︒

﹁あかり﹂の亜流ばかりであったのでは

讃の伝統があった日本としては︑お寒い

持ち続け︑世界に通用する﹁日本のあか

サム・ノグチの﹁あかり﹂は︑ロングラ

限りの照明器具デザイン事情であったと
そ こ に こ の イ サ ム・ ノ グ チ の﹁あ か

イフであり︑今やまさに﹁現代の古典﹂

りのあり方﹂の一つの典型を表現したイ

り﹂の出現である︒これ以上はシンプル

になったといえよう︒

漉きの和紙と竹で構成され︑空間におぼ
ろに浮かび上がる︒まさに日本のカタチ

あかり」が生まれた。

によって、空間を演出する「日本の

らかな光と紙のしわによる光の陰影

インされた。和紙を透かしてのやわ

的な「提灯」の技法を応用してデザ

（一九五〇年）を機に、岐阜の伝統

彫 刻 家、 イ サ ム・ ノ グ チ 氏 の 来 日

にはなりえない満月のような円形が︑手

いえる︒

海外デザインの類似のものかで︑陰影礼

いわゆる﹁和室用﹂のものか︑ないしは

れたデザインのものが多く︑このような

きな要素となってきていた︒

黒川 玲

Rei Kurokawa

1988 照明器具

あかり
株式会社オゼキ

D イサム・ノグチ

Gマーク大全
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であり日本のニオイであり日本のあかり
である︒
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Kohei Nishiyama

で一世を風靡したビデオカメラ。多

﹁欲しかった物を安く手に入れたい﹂
︒こ

に買っておいた方が良いに決まっている︒

躇していた海外の製品は︑安く買える時

ろ︑円が強い︒以前は高くて買うのに躊

出掛ける良い口実をもたらした︒なにし

を気前よく買える時に持っていたい機種

所有欲もくすぐられる︒ブランドの洋服

何しろ︑使っている姿もカッコいいし︑

を消費者に提供したからに他ならない︒

成できたのは︑ひとえに元が取れる効能

シリーズの中でも︑倍以上の売上を達

この時期に海外旅行の醍醐味を伝え

きたい病﹂はさらに伝染することとなる︒

えられた︒かくして日本人の﹁海外に行

って︑海外へまだ行っていない人々に伝

ち帰られる大量の記念写真と︑映像によ

いる先々でアピールできる︒ここにウォ

カッコいいブランド﹁ソニー﹂を使って

う︒持ち運べる大きさにこだわることで︑

商品最大の成功の鍵といっても良いだろ

来るサイズまで実現できたことが︑この

小型化・多機能化を明らかなウリに出
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125のデザイン、
125の物語

「パスポートサイズ」というコピー

彩な撮影機能を充実させながら、超

小型化を実現した。小型化・携帯化

によって起こりがちな弊害を操作レ

イアウトのデザインで解決する。ビ

デオカメラのファミリー化、パーソ

ナ ル 化 の 方 向 を 定 め る、 あ る 種 の

「原形」となった。

の気持ちが高じていくと︑直接海外で自

としてはピッタリである︒十六万円の高

西山浩平
1989 ビデオ付テレビカメラ

SONY HANDYCAM CCD-TR55

ソニー株式会社

ら買った方が良いということになる︒円

額商品を所有しているということ︒世界

D 同社 クリエイティブ本部 デザインセンター

ったこのモデルは︑旅行に対する欲求を

高はショッピング以外にも人々に︑泊ま

でもっとも進んだ機能の商品を持ってい

たくみにデザインに取り込んだ︒

る ホ テ ル︑ 訪 れ る カ フ ェ︑ そ し て﹁高

るということ︒そして海外でも自慢でき

るブランド﹁ソニー﹂のロゴがついてい

るということ︒この三点が︑旅行者へさ

るのに一役買ったのが︑
﹁パスポートサ

ークマンに見られるソニーのサイジング

らなる満足を与える効果を高めた︒

イ ズ ﹂で人 気を 博し た﹁ハ ン デ ィ カ ム

ンが見えてくる︒

そのものをデザインとした成功のパター

﹂である︒海外旅行に出掛ける鞄
TR55
の中に︑パスポートと共に行儀よく収ま

熱っぽい興奮は︑海外みやげと一緒に持

海外旅行の虜となってしまった人々の

利用させた︒

級﹂と称されるサービスも破格の値段で

いた円高は︑多くの日本人に海外旅行に

八〇年代後半から九〇年代前半まで続
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マとする連続対談の驚きが大きかった︒

ットに収録された﹁身体と機能﹂をテー

そのためか︑デザイン以上に︑ブックレ

子﹁ CARNA
﹂が初出品された
ギャラリー名古屋には足を運ばなかった︒

ン﹂展
︵一九八九年︶
のときである︒車椅

は﹁ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン へ の デ ザ イ

川崎和男氏の言語に最初に注目したの

は展開可能でテーストは不変︒この不変

形の等質性とはこのことだ︒思考と造形

彩をがらりと変えたのだった︒言語と造

と決めた途端︑他の素材や全体形状︑色

国ローホー社製のクッション材の発見が

によれば︑ふたつのデザインの間には米

がある︒製造元のシグ・ワークショップ

が生来もつ硬質なテーストに近づいた観

自己同一性ではなく︿かけがえのなさ﹀

中村雄二郎氏は﹁アイデンティティーは︑

に最適化が図れるよう設計された車椅子︒

累積生産台数百台ほどの︑使用者ごと

﹁文体﹂に近いのかもしれない︒

はデザイナーの限界ではなくむしろ条件︑

あった︒最適なクッション材を使用する

相手は多木浩二︑𠮷川弘之︑柏木博の三
氏︒
﹁ CARNA
﹂開 発 を 通 し て 湧 い た 疑
問を対談相手の専門性に向けてぶつけ︑
思考を再編集するさまが知のドラマと映
ところがすぐに︑川崎氏においては言

ったからだ︒
語と造形のドラマは等質だとわかる出来

いものが発表されたのだ︒両者の見えや

デザイナー自身が現在使用する製品に近

いる︒ローマ神話の生活を守護する女神

る人を想像できないほどに﹁ CARNA
﹂
は川崎氏のアイデンティティーと化して

と訳すべき﹂と発言した︒本人以外に乗

すい違いはシート︑ヘッドレスト︑フッ

が﹁ CARNA
﹂だから︑デザイナーはか
けがえのない女神を創造し︑その女神に

事が起こった︒ギャラリーで発表され

トレストの素材と形状︒プロトタイプは

守護されることを望んだことになる︒そ

マークにも選定された試作機に次いで︑

確かに﹁スニーカーのような車椅子﹂だ

というべきだろうか︒

れも川崎氏の変わらない生きるスタイル

なった。

ものとは全く異なる軽快な車椅子と

ートとカラーリングにより、従来の

アルミのホイール、折り畳み式のシ

た軽量車椅子。チタンのフレームに

うコンセプトのもとにデザインされ

「スニーカーのような車椅子」とい

椅子に近いインパクトが備わり︑作り手

G
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った︒それに対し︑完成品には競技用車

森山明子

Akiko Moriyama

1989 車椅子

CARNA

株式会社シグ・ワークショップ

D 川崎和男

Gマーク大全
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大月ヒロ子
Hiroko Otsuki

1990 玩具家電

ROBOシリーズ
三洋電機株式会社

が初めて触る家電として企画された

れてから二十年近くも経っているが︑い

ンする人も出てきている︒すでに発売さ

製品をバブル家電と名付けてコレクショ

この時代のデザインの特徴をよく表した

ーソンズといったところだろう︒最近は︑

ションでいえば︑さしずめベネトンやパ

タッチセンサーライト︑掃除機︑鉛筆削

ク﹁ともだちとけい﹂のほか︑充電器や

い﹂
︑電話機﹁でんわくん﹂
︑音声クロッ

﹁ ROBO
シリーズ﹂は全部で十九機
種︒カ セ ッ ト レ コ ー ダ ー﹁お ん が く た

が確かにあるのだ︒

に伝えたくなる︑そんなデザインの領域

シリーズ﹂は︑ツールそのものに対
BO
する関心を育てることに焦点を絞ってい

るツールだったが︑この三洋電機の﹁ RO

達のクリエイティビティーをサポートす

ファースト・ソニー﹂シリーズは子ども

同じ頃に発売されたソニーの﹁マイ・

きく︑機能はシンプル！ 使う楽しさを

ールなのではないだろうか︒ボタンが大

高齢者にとってもこのうえなく嬉しいツ

っている︒いや︑ひょっとするとこれは︑

が使う家電にとってもうれしい要素にな

性︑材料の安全性などは︑一般的な大人

することから生まれた角のアール︑堅牢
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125のデザイン、
125の物語

「楽しいホンモノ」をテーマに子供

商品シリーズ。ブランド戦略の一環

という見方もできるが、楽しさと知

育性を重視したデザインが好評を博

けでもないのだが︑そのちょっとゆるい

した。

デザインに︑使う楽しさを感じるのは子

D 同社 オーディオ事業部 デザイン開発課

バブルまっただ中の一九八八年に生ま

る︑笑顔が似合う︑うれしい気持ちを人

まだに大切に使っている人もあるという︒

りまでラインナップされたというから︑

たように思う︒知育玩具ばりにパネルを

堪能できるおおらかなデザインの家電︒

すごい︒玩具としての安全基準をクリア

外したり付けたりすることは出来るけれ

えつつある今︑あらためて思うのだ︒

復活してほしいな⁝⁝と︑二十年を超

なく︑こういう色でなければならないわ

ない︒機能そのものを形にしたわけでも

ど︑カスタマイズまで踏み込むわけでは

から︒

それはなぜか？ 答えは明快︒楽しい

どもだけではない︒使うとハッピーにな

さに﹁あの時代﹂を表している︒ファッ

れた玩具家電﹁ ROBO
シリーズ﹂
︒赤・
黄・水色・緑・黒という多色使いが︑ま
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山をうっかり壊してしまい︑ねじが外せ

ドライバーでねじを緩めるときにねじ

の製品と比較してもこの三角柱の握り具

六角形︑八角形などのほかの多角形断面

時してもしっかりと回すことができる︒

合は抜群のフィット感である︒その断面

ていき︑素人ではお手上げの状態になる︒

優れた特徴は︑グリップの差し替えで

なくなってしまったことはないだろう

買ったばかりの自転車や家具の組み立て

L 字ドライバーとしても使えることであ

ょうどいいのだろう︒分厚い手袋を装着

などでこの状況に陥ると︑それはもう悲

る︒これは一種の隠し技だ︒グリップ後

形状と太さとのバランスが日本人にはち

惨である︒世の中には多くの種類の工具

部の三角の穴にドライバーが接続でき︑

遅れで︑あせるほどに山がどんどん崩れ

が存在するが︑どんな家でも必ず一セッ

L 字型のドライバーとして使うことで︑

か？ ﹁あっ！﹂と思ったときはもう手

トは常備しているのがドライバーセット

握力の弱い人でも十分なトルクをかけら

い安いドライバーほど︑ねじに対して滑

インという概念は一般的ではなかったが︑

クを受賞した頃はまだユニバーサルデザ

と回っていく︒このドライバーが G マー

りやすく︑ねじ山がつぶれる事故がおき

兼古製作所のこのセットは誰にでも失敗

れる︒とにかく︑わずかな力でぐいぐい

やすい︒あとあと取り返しのつかなくな

なく使えるデザインを当時から実践して

今でこそ百円ショップでも手に入るア

る状況を考えれば︑ドライバーのような

いる︒三角柱というシンプルだが大胆な

していった︒そしてこのコンセプトはそ

工具はクオリティーの高いものを常備し
この新潟の燕・三条で生まれたドライ

のまま︑
﹁アネックス﹂というブランド

造形でさまざまな機能的な問題点を解決

バーセットは︑その点︑安心して常備で

後の現在にも受け継がれている︒

の A という字のシルエットとして十六年

欲的な試みがみられる。

域のデザインマインドを象徴する意

や工具の産地である新潟県の県央地

ザインを展開。日本を代表する刃物

「日常的な道具」へと切り替えるデ

なセットにパッケージすることで

るいカラーリングを施し、必要十分

用途性のみが問われていた工具に明

シンプルな三角柱のグリップ形状である︒

ておきたい︒

イテムになってしまったが︑実は質の悪

である︒

澄川伸一

Shinichi Sumikawa

No.6800

1990 ドライバーセット

アネックス
株式会社兼古製作所

D 同 社 企画部

Gマーク大全
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きる高品質の工具だ︒最大の特徴はこの

046

廣田尚子
Naoko Hirota

1990 バス︑トイレ雑貨

ナクサスシリーズ
株式会社マーナ

機能的で空間をコーディネートでき

回りのプロダクトに︑品質感のある良い

ックとユニークなカラーリング︒ブラシ

ンドルを上げると軸とブラシ全体がブラ

すぎない外観でいて︑ブラシ使用時にハ

ているシンプルな佇まい︒存在を主張し

の円筒にアクセントの斜めの小窓が開い

は︑ 誰 し も﹁素 ﹂ の 状 態︑ 最 も﹁無 防

くならないデザイン︒トイレやお風呂場

す︒このシリーズはどれも時を経ても古

人の素手を受け入れるカタチをしていま

面器も機能性へのこだわりと︑やさしく

同シリーズのバス用イス︑片手桶︑洗
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125のデザイン、
125の物語

るバス・トイレ雑貨シリーズ。材質

から陶器の質感に近づけるように考

慮されており、トイレ空間のアイテ

ムでは汚れを考慮した鏡面的な仕上

げとなっている。

ンが数多く出ていますが︑十六年前のこ

D 同社 商品開発室 ┼FLEX 吉澤 弘

狭い空間であるトイレの個室では︑ト

めた最初の商品だと思います︒

の商品が外観と機能の両立で完成度を高

九〇年頃のバブル期に︑人々の生活や

イレブラシは空間を決める重要なアクセ
な赤い色や無機質なタイプなど︑いろい

身の回り商品への意識が変わり始めまし

私の家ではトイレ内壁の一つが珪藻土

デザインが求められたことは大きな時代

た︒とりわけ︑トイレ・バスといった水

のため︑落ち着いていて柔らかいデザイ

の変化でした︒

そんな中で生まれたこのシリーズは︑

作り手の丁寧な眼差しが伝わってくる商

品︒ロングライフデザインであり続ける

の植毛には老舗ブラシ会社のこだわりを

備﹂な状態でいる場所︒単なる新しさや

訳がわかります︒

感じます︒メインと先端が長さの異なる

たこのシリーズには愛着が湧きます︒

も︑温もりのある眼差しでデザインされ

おもしろさ︑理詰めだけでできた形より

シの機能に特化した商品のバリエーショ

最近ではスタイリッシュなものやブラ

配慮が一目瞭然︒

二種植毛︒洗い難いところに届きやすい

器のようなオフホワイト︑やや末広がり

このトイレブラシは立っている姿は陶

シ﹂でした︒

に し た の が こ の﹁ナ ク サ ス ト イ レ ブ ラ

ンが良いと思い︑精力的に歩き回って手

い空間に変化をつけてきました︒

ろなトイレブラシを選び︑その時々で狭

ントになります︒私はこれまで︑鮮やか
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いいな︒よく見ていいな︒先見性に溢れ

感は知識と体験の総動員だ︒パっと見て︑

﹁アー綺麗だな〜﹂と直感的に思う︒直

の前を通り過ぎていきます︒こんなこと

いほど凄いスピードでデザインされ︑目

最近いろいろな道具が記憶にも残らな

を持って長く付き合える優れたデザイン

で良いのだろうかと考えてしまう︒愛着

の開発が︑世界の製品開発にとって今日

使っていると確かに使いやすい︒バラ

ている︒
ンスがいい︑洗いやすい︑柄が一体なの

きわめて重要です︒

ながら長くこの道具を世の中に存在させ

で絶対ぐらつきが来ない︒これはほんと
いう構造を生かした﹁ GLOBAL
﹂は そ
んなデザインの力を感じます︒

ていく製造システムが内包されています︒

いい道具です︒オールステンレス一体と

誰でも︑良いデザインには自ずと愛着

また︑ジャンルを超えた製造業の未来を

す︒目先だけの安直なデザイン開発︑デ

を感じるものです︒そのような道具は自

ザイン消費をしている製造業には︑この

見据えた開発姿勢が感じられ︑これから

る道具ってなかなか見つからないもので

ような製品開発姿勢が実に大切な時代で

のものづくりに示唆を与えてくれていま

す︒山田耕民さんのデザインによるこの

あることを︑あらためて考えてほしいと

日︑残念なことに長く大切に使いたくな

﹁ GLOBAL
﹂は一九九〇年にグッドデザ
イン賞を受賞し︑十六年たった今もなお

思います︒

の定番といった趣も感じさせます︒
美しくデザインされたものを身の回り
に置くとそれに調和した美しい生活空間
はそのような力があります︒

により、力を入れずに良く切れる。

い刃物用素材を使用し、入念な刃付

続部に雑菌がたまらない。さびにく

ルムの包丁。刀身とハンドル部の接

テンレス一体構造とした新しいフォ

刀身とハンドルを溶接し、オールス

新鮮で︑ステンレス一体型包丁の定番中

然と大切に長く使うことになります︒今

この﹁ GLOBAL
﹂の製品デザイン開発
には︑これから先もより良い微調整をし

佐藤康三

Kozo Sato

1990 包丁

GLOBAL
吉田金属工業株式会社

D ZAC 山田耕民

Gマーク大全
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を作りたいと思ってしまう︑デザインに

048

舘内 端
Tadashi Tateuchi

1990 普通乗用車

トヨタ エスティマ
トヨタ自動車株式会社

を合わせ持ったクルマ」をコンセプ

初代﹁エスティマ﹂は︑日本の乗用車

ストレッチされたリムジンともまた違う

目の回転式シートによって︑これまでの

062

125のデザイン、
125の物語

「優れた運動性能と快適な室内空間

トに、インテリアのあり方から外観

へ、内から外へとデザイン。床面を

フラットにするためにエンジン自体

も新しく設計されている。こうした

デザイン手法によって、いわゆるバ

ンではない、新しい車種が生みださ

れた。

った︒目を前席から後方に転じると︑後

D 同社 デザイン部

ク ラ イ ス ラ ー の 商 標で あ る〝ミ ニ バ

な床を発見できる︒ウォークスルーを可

能にしたこのフラットデッキと三列シー

二列のシートと︑そこに広がるフラット

れも予想し得なかったのではないだろう

トの空間創造こそ︑
﹁エスティマ﹂の最

ン〟が︑日本で普通名詞のように使われ

か︒日本のマーケットでミニバンは︑セ

大の特長ともいえる︒

変革の原動力といってよい︒エンジニア

新しい空間をユーザーは手に入れること

また︑後ろに向けることが可能な二列

リング的にも︑デザイン的にも︑夢や理

ができた︒それは︑ユーザーにとって新

のこの新空間デザインは︑折りしも家族

想を追ったもので︑トヨタの新しい乗用

デザインもさることながら︑
﹁エスティ

の崩壊が叫ばれた九〇年代全般︑一時の

態の発見につながった︒
﹁エスティマ﹂

マ﹂のデザインの圧巻は︑やはりインテ

夢ではあったが︑ユーザーに家族幻想を

鮮であると同時に︑家族の新しい移動形

リアである︒まず目につくのが︑後方に

夢見させたのだった︒そして︑その幻想

った︒エッグフォルムのエクステリア・

ぐっと張り出したセンターコンソールだ︒

明けて二十一世紀︒私たちは︑幻想で

こそ︑その後のミニバン・ブームを支え

はない家族の新しい形を求める運動を始

オーディオ︑エアコン等の操作の容易さ
なっている︒そこから左右に広がるイン

めている︒果たしてミニバンがそれを可

た正体だったのだ︒

パネと︑フロントウインドの下端をはる

能にするのか︒じっと目を凝らして見つ

めていたい︒

作ったダッシュボードは︑ミニバンなら
ではの新しいインテリア・デザインであ

か前方に押しやって︑ここに広い空間を

を追求しつつ︑斬新な室内空間の演出に

車創造の意気込みが感じられるものであ

しりと根を下ろしている︒

ダンに代わる乗用車として︑いまやどっ

るようになるとは︑九〇年代の初めにだ
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グッドデザインとは必ずしも﹁素晴ら
しいデザイン﹂ではない︒
﹁ Good
﹂とい
えば﹁良い﹂という価値観の周辺が連想

ける元凶のような部分もあり︑それは必

ずしも﹁ Good
﹂と い う 形 容 に は あ た ら

近いのかもしれない︒そんなことを思っ

た記憶がある︒

ない︒英語の﹁ Good
﹂の 本 質 は そ う い
う﹁良さ﹂よりも﹁まあいいか﹂の方に

てくると日常が息苦しくなる︒むしろ空

されるが︑
﹁素晴らしい﹂とか﹁秀逸﹂

気のように馴染み︑機能はしっかり果た
しながら︑控えめに存在する謙虚さの方
が﹁ Good
﹂に近い︒
大英博物館が主催する会議に呼ばれ

る﹂のではなく︑筆記すべき内容を眉一

つ動かさず集中して記していくような︑

く︑まことに簡素︒招かれた全てのゲス

るが︑ラグジュアリーな要素は微塵もな

﹁ Good enough
﹂は﹁良い﹂というより
﹁まあいいか﹂という程度︒宿泊はでき

もいえる平穏さである︒大学ノートのな

りのピッチなど︑ほとんどアノニマスと

紙質︑程よい罫線の幅と色︑そして目盛

ートは静かに迷いなく選ばれているはず

切実な筆記や記録の現場で︑これらのノ

トは老若男女︑実績のあるなしに関わら

ることは﹁宿泊﹂ではない贅沢な部分が

確かに星がたくさんあるホテルに泊ま

の英文字だけはない方がすっきりすると

絶妙に掘り当てた結果だろう︒ただ︑こ

見えるような日本人の美意識の平均値を

だ︒ペンの引っかかりや滑りを考慮した

ずこの﹁まあいいかホテル﹂に泊まらさ

多い︒会議への参加というシンプルな滞
の滞在は人間によけいな高慢さを植え付

している。

べきメッセージをデザイン的に解決

配慮が見られる。ユーザーに伝える

び方やブランドネームの出し方にも

下部にレイアウト。表紙カラーの選

罫幅や行数、枚数等のデータも正面

店頭で選びやすいように、実物大の

僕は思うのだが︒

れる︒この潔癖さに僕は感心した︒

ごりか︑
﹁ Campus
﹂と い う 英 語 が 表 紙
に大きく配されている︒これがしゃれて

た際︑宿泊に﹁ Good enough Hotel
﹂と
いうホテルをあてがわれたことがある︒

体現している︒勉強や仕事に﹁形から入

そういう意味で︑コクヨの﹁ Campus
﹂
ノートは見事に﹁まあいいか﹂の境地を

とか﹁抜群﹂というような主張があふれ

原 研哉

Kenya Hara

1991 ノート

Campus
コクヨ株式会社

D 同社 パーソナル製品部 井上恭史

Gマーク大全

063

在に贅沢はいらない︒星の多いホテルへ

050

武田 徹
Toru Takeda

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

シャープ株式会社

女性が撮影するシーンを研究するこ

いま見ると操作系を含めて全体が実に
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とによって生まれたビデオカメラ。

カメラ部分と液晶を備えた本体部と

を回転できるようにレイアウトする

事で、姿勢はそのままに様々な角度

から撮影することができる。

位置が自由になるのだから︑ぐるりと反

D 同社 電子機器事業本部 デザインセンター

物理学の最先端では光も電気も同じ理

どうか︒そう考えると︑眼から離しても

ネルで見ながら撮影できるようにしたら

にしろ光は曲がってくれない︵光ファイ

映像が確認できる大型液晶の採用が必要

転させてカメラマンが自分の姿を液晶パ

バーという発明品の登場でこの﹁常識﹂

となる︒大型になれば液晶は再生用にも

論で説明できるらしいが︑物作りの現場

は覆されるが⁝⁝︶
︒撮影レンズから貰

当時としては大型の液晶を民生品に採

使える︒

一眼レフカメラは︑鏡と五角形プリズム

用可能な価格で提供することは困難だっ

た︒だが電卓に初めて液晶を採用して以

踏み出した勇気ある一歩が︑後に﹁亀山

シャープはそれに挑戦︒ここで大型化に

来︑その開発にノウハウを蓄積してきた

換︑その電気を表示装置で光に再変換し

品の良いデザインにまとめられているこ

モデル﹂の称号を得るシャープお家芸の

そんな﹁電気のメリット﹂をカメラの

とに改めて気づく︒このモデルに勝負を

てファインダーで確認する︒電気は回路

かたちに生かせないか？ 液晶付ビデオ

賭けようとした作り手たちの思いが伝わ

高品質液晶パネル製造にまで繋がってい

カメラ﹁ VL‒HL1
﹂は︑そんな命題と真
摯に向かい合って設計された︒単にファ

ってくる︒日進月歩の技術のせいでスペ

さえ繋がっていれば流れるので︑レンズ

インダーに液晶を使うだけなら光学ファ

ないという好例だろう︒

ックは当然古くなったが︑志は古くなら

ることは言うまでもない︒

晶を置いて覗き込むビューファインダー
でも良かった︒しかしせっかく取り付け

インダーのピントスクリーンの位置に液

とファインダーの位置関係は自由になる︒

レンズを通った光を撮画素子で電気に変

ところが電気を使えば事情が激変する︒

るアクロバットを要した︒

を複数組み合わせて何度も光を反射させ

い受けた光をファインダーに送るために

ではずいぶん違うというのが実感だ︒な

051

カウンターに置かれている赤と金の容器︒

器だ ﹂と呟いた記憶がある︒蕎麦屋の

このマシンを見た時︑
﹁あ︑七味の容

工事現場で長い建築部材を担いでいる作

ある︒似たようなシーンをコミカルなテ

最悪の場合には人を危険にさらすことも

塀などを壊してしまうことが頻繁にある︒

業員に︑
﹁気をつけな﹂と声をかけると︑

レビ番組で見たことが誰でもあると思う︒

七味容器デザインの効用は︑狭い路地な

﹁あいよ﹂と振り向きざまに︑忠告して

中から七味が出せる仕掛けの筒だ︒実際︑
どの工事現場で威力を発揮した︒従来機

くれた現場監督をなぎ倒し︑ それを合

蓋を回転させ身との穴を一致させると︑

での乗り降りはドアを路地の限界まで開

七味の筒をちょっと切欠いてショベル

図に大ドタバタ劇が始まるというベタな

もない︑このマシンはドアをスルリとス

を取り付け︑掘削能力とカウンターウエ

け︑できた隙間に身体を捻るように潜り

ライドさせて︑悠々と乗降できるスライ

らはみ出さないようにエンジンと錘をレ

イトのバランスを取り︑キャタピラ幅か

シナリオだ︒

た良い仕事だと思う︒
油圧ショベルの技術が進化し︑どんな

イアウトすると﹁ PC50UU
﹂の基本形に
なる︒後は都市生活に調和する紫色を施

しっかりしたコンセプト︵ご利益︶の

にモダンなデザインになろうとも変わら

ことだ︒この方法は原始的であるものの

実現に向け︑何時の時代も色褪せない七

すと︑みんなのお手本になった都市型デ

曲げられない約束事なのだ︒しかし！

味唐辛子容器のように︑シンプルに美し

ない約束事がある︒それはショベルです

ここには大きな問題がある︒前方ばかり

くまとめたデザイナーの情熱と力量は︑

ザイン建機が完成する︒

見て作業をしていると後ろに神経が回り

と今更ながら感心する︒

ピリッと時代を刺激した良い仕事である

現場に明るさをもたらしている。

を図ることに成功した。土木工事の

で、作業性の向上と職場環境の改善

環境をも考慮してデザインすること

ワーショベルは、通行者などの周辺

環境への配慮が求められる。このパ

器の性能・機能だけではなく、使用

した都市内で使用されるために、機

小型のパワーショベルは建物の密集

きらず︑狭い路地での工事では旋回時に

くう重量につりあう錘を後ろに配置する

ドドアを備えている︒デザインが解決し

込ませ乗降していた︒もう解説するまで

馬場 了

Satoru Baba

PC50UU-2A

1992 超小旋回式パワーショベル

コマツパワーショベル
株式会社小松製作所

D コマツ建機 事業本部 技術本部 デザイン部

Gマーク大全
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車体から飛び出している錘で︑ブロック

052

澄川伸一
Shinichi Sumikawa

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

マラソンやトライアスロンなど苛酷

そんな軽さが一番シビアに求められる

らないカタログギフトに軍配が上がる︒

くて大きいものではなく︑軽くてかさば

が増えてきている︒引き出物ですら︑重

うに軽いほど高性能︑高価格である商品

構造体でもあり︑素材が非常に高レベル

所にある︒グラス部がフレームとしての

装着しても痛くならないような工夫も随

りと顔に張り付いている︒また︑長時間

ると︑かなり激しい動きをしても︑ぴた

このスポーツグラスを実際に装着してみ

り︑一般商品にも展開される︒機能的に
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な状況下で使用するスポーツグラス。

レンズ自体をフレームの一部として

機能させることも軽量化に貢献して

いる。

着するようになる︒そして︑女子マラソ

D 同 社 浮船博志

今は軽さに価値を求める時代である︒

のが︑実はスポーツの世界である︒この

で組み合わさっている無駄な要素がない

での記録が今日まで更新され続けている︒

ンに代表されるように世界トップレベル

場合の軽さとは単に重量の問題だけでは

スポーツの世界では結果が良ければ︑

デザインである︒存在としては︑道具と

そのマラソンレースのスタートが︑実は

結果的にすべての要素がかっこよくなる︒

なく︑風や水の抵抗に対しての軽さの追

西日に向かって走るコースとなっていた

そしてかっこいいとされたものは急激に

いうよりは︑皮膜というような感覚に近

ことから︑まぶしさと紫外線対策として

広まるという現象がある︒軽さや装着感

い︒

使用できる今までにない軽量スポーツグ

などの純粋な機能からのアプローチとし

である︒一九九二年のバルセロナ五輪︒

ラスの開発の要請があり︑それがこの

て優れたデザインが生み出されれば︑そ

当時の結果として︑有森裕子さんの銀

化してきているような気がする︒

優れたものがかっこいいという時代に変

れが次世代のかっこいいものの本流とな

メダル獲得というすばらしい快挙に貢献
アスリートが一様にスポーツグラスを装

した︒その影響は極めて大きく︑以降の

のルーツになっている︒

﹁ガルウイング﹂というスポーツグラス

求など︑いろいろな意味での軽さの追求

ビジネスバッグ︑軽量シューズというよ

身の回りを見渡しても︑軽量

︑軽量

053
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にも持ってきて醤油差しとしても使える

は一九六一年︒保存容器をそのまま食卓

この卓上しょうゆびんが発売されたの

容量とともに生活スタイルを限定しない

い﹂というその曖昧な存在感が︑手頃な

にあってもいいし︑食卓にあってもい

陶器の白い﹁G 型しょうゆさし﹂がデザ

くも︑あの森正洋のデザインによる白山

関係性を反映したものでもあった︒奇し

出現に象徴される︑調理と食事の新しい

グ・キッチンという機能をもった部屋の

ぐに使える利便性︑適度な容量や気軽に

にも見え︑どこでも簡単に手に入ってす

クのフタも今では使い捨ての容器の記号

てみると︑かつて新鮮だったプラスチッ

かし︑あらためてその存在を見つめ直し

便利な商品であることは疑いがない︒し

発売から四十五年たった今でもなお︑

多様な使い方を許容してきたのだ︒

インされたのもちょうどこの時代︒当時

買える価格など︑すぐれてコンビニ的な

い方の提案であった︒それはダイニン

という︑それまでにない新しい容器と使

は醤油の一升瓶からこういった醤油差し

コンビニエンスストアが日本に初めて

商品であることに気づかされる︒

い素材であったプラスチックのフタとガ

しないキレのいい注ぎ口︒当時まだ新し

機能的で簡潔で清潔なカタチ︒液垂れ

けてきた卓上しょうゆびんと﹁G 型しょ

にわたって︑ともに我々の食生活を見続

商品だったのではなかろうか︒約半世紀

けライフスタイルを真っ先に先取りした

登場したのは一九七四年のこと︒この卓

ラスの容器という組み合わせは︑洗練さ

うゆさし﹂
︒この対極に位置する二つの

広げてみせたのがこのキッコーマンの卓

れたものであったに違いない︒その後︑

醤油の容れ物の存在は︑私たちが生活の

上しょうゆびんは︑そういう便利な小分

人々の食生活がライフスタイルとともに

二つの考え方を象徴しているかのようだ︒

質というものに対して同時に抱えている

ロングセラーデザインの代表例。

活になじむデザインを実現した。超

た生産方法を解決しつつ、日本の生

チックの併用など、当時は難しかっ

とを意図した商品。ガラスとプラス

元の商品を直接食卓に登場させるこ

しょうゆの流通改革を前提に、醸造

激しく変化していく中にあっても︑この

上しょうゆびんである︒

った︒そこにもう一つ合理的な選択肢を

に移し替えて食卓で使うのが一般的であ

岩崎一郎

1993 卓上しょうゆびん

キッコーマンしょうゆ 卓上150 びん
キッコーマン株式会社

D GK インダストリアルデザイン研究所

Gマーク大全
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Ichiro Iwasaki

ml

商品は受け入れられ続けている︒
﹁台所

054

Makoto Koizumi

紙とアルミフレームという素材によ

の座り方を見かける事も少なくなった︒

のデザインも数多くの先輩デザイナーの
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って椅子に求められる強度を満たす

ため、差し込みによる接合構造とし、

これが意匠上のポイントとなるとと

それと同時にゆるゆるがたがたの椅子も

もに“しなやかさ”を実現した。

﹁椅子﹂が日本に生活道具として浸透し

見かけなくなってきた︒これはきっと椅

小泉 誠
1993 椅子

OLIO

株式会社カッシーナ・イクスシー
︵株式会社インターデコール︶

てきたのは明治以降︑そして戦後の劇的

子作りの技術が成熟してきたことも一つ

D 同社 R ＆D

の中に日常化していった︒つまり日本人

の理由だが︑椅子に対する作法や心得も

僕自身も椅子との関わりは小学校の木

おかげで急激に成熟をしてデザインの幅

成熟してきたからだろう︒もちろん椅子

製椅子が最初だった︒そして我が家に椅

も広がった︒

り方で構造としても成り立たせている︒

子が訪れたのは僕が中学生の頃︒両親が

ていた︒たしか小学校の木製椅子もゆら

いわゆる作品的椅子とは違う実用的椅子

近くの家具屋さんで買ってきた濃い茶色

ゆらしていた︒そんな経験から僕らの記

として︑新しい考えのもと道具と成り得

そんな時代に現れた﹁ OLIO
﹂は︑紙
という今まで椅子に使われなかった素材

憶のなかには椅子はいつもゆらゆらがた

たかなりの秀作だと思う︒この機会にじ

にウレタン塗装された木製の椅子だった︒

がたと壊れそうな印象が残っている︒た

形をしている︒そして二つの素材の関わ

だこれも椅子のせいばかりではない︒僕

っくり﹁ OLIO
﹂に座ってみると︑紙と
アルミで出来た柔構造の椅子だからゆら

とアルミ棒を組み合わせただけで椅子の

らも椅子への作法も知らずに背に思いっ

ゆらとする︒そしてこのゆらゆら感にな

ただそれも二︑三年すると前脚からのび

きりもたれ︑前脚を持ち上げて後ろ脚だ

ぜか懐かしさを感じる⁝⁝︒

それから三十年近くが経ち最近ではこ

座り方なのだ︒

うこの座り方︑椅子にとっては超過酷な

けで座ってゆらりゆらりとしていた︒そ

る貫と後脚との接合部がゆるゆるになっ

のことなのだ︒

と椅子の本格的な関わりはまだまだ最近

な生活の変化によって椅子が日本の生活

055

皆さんもよくご存知のように日本はテ

に﹁プレイステーション﹂というネーミ

そして︑このプレイステーションは日

ングはピッタリとマッチした︒

本の 3DCG の進化にも大きな影響をあ

レビゲーム大国だ︒その大国を築いた一
つがこのプレイステーションである︒当

たえた︒アメリカではハリウッドの映画

文化が 3DCG の進化を支え︑日本では

庭でのテレビゲームシーンに 3DCG を
持ち込み人気を博した︒そして︑ソフト

採用した︒それは︑3DCG の表現に必

んな家庭にも合うシンプルなもので︑ゲ

その高性能を包む筐体のデザインはど

て大げさではないだろう︒

このゲーム文化が支えたといっても決し

ROM を

要な大容量を実現し︑さらに低価格︑制

ーム機でありながら子供っぽいものでな

見ることがなかったコンピューターグラ

3D 化によってこれまで映画などでしか

ているという感じはなかった︒しかし︑

メージとしてはコンピューターを使っ

ビゲームはあくまでゲーム機であり︑イ

ーション﹂にしたと聞く︒それまでテレ

遊びで使うコンピューター﹁プレイステ

ーターは﹁ワークステーション﹂だから

そのネーミングも仕事に使うコンピュ

プレイステーションなしには築かれるこ

となったテレビゲーム産業の土台もこの

にあった︒そして︑いまや日本のお家芸

継機の進化を支えるすべての土台がここ

ピューター技術の進化とともに︑その後

一つの要因であろう︒時代の変化︑コン

台を超えた超ヒット商品となった大きな

台数が千八百万台を超え︑全世界で一億

ハードウェアのデザインも日本での出荷

させないグレーのカラーリングであった︒

く︑かつ︑家庭にあっても冷たさを感じ

フィックスがより身近になりコンピュー

とはなかったであろう︒

商品だったように思う︒そのような商品

により演算速度を飛躍

C
P
U

すことに成功している。

って、ゲームの楽しさを一層引き出

置。操作する躍動感を導くことによ

上下左右の四つのボタンを全面に配

トローラーは左右にグリップを付け、

的に向上させたゲーム機。特にコン

専用の

ターをも身近に感じるきっかけになった

にまで影響を与えた︒

作納期の短期化を実現し︑表現から流通

ROM カセットではなく CD

ウェア媒体には︑当時用いられていた

時二次元画像のゲーム機が全盛だった家

中谷日出

Hide Nakaya

1994 テレビゲーム機

プレイステーション
ソニー株式会社

D 同社 コーポレートデザインセンター 後藤禎祐

Gマーク大全
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廣田尚子
Naoko Hirota

1994 ティッシュパッケージ

スコッティティシュー
日本製紙クレシア株式会社︵株式会社クレシア︶

花柄などいかにも家庭向けといった

生で︑偶然にもこのパッケージのデザイ

このデザインが生まれた頃︑私は大学

ンが気に入らないと︑つい家の中で目に

ないものだけれど︑パッケージのデザイ

ノ︒見えない場所に仕舞うわけにはいか

パッケージも増えました︒今でも古さを

存在を主張しないティッシュペーパーの

増えました︒スコッティに触発されて︑

五メートルにある物にも良いデザインが

あれから二十年︑生活の身の回り半径

070
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パッケージが多かった中で、明快な

ストライプのみで登場。生活の脇役

のデザインに、
「わきまえる」こと

長い間︑ティッシュペーパーのパッケー

の大切さを気づかせた好例である。

初めて見た時︑ストライプとロゴだけ

堂々としていました︒どこに置いてもピ

ジがリビングの見えるところに置かれて

D 松永 真

でデザインされたスコッティのティッシ

す︒当時のティッシュペーパーのパッケ

ナーである松永真氏の授業を受けていま

タッと決まる︒とても小さなことだけれ

ージといえば︑花柄や曲線で︑ただ何と

した︒その中で松永氏は︑
﹁生活の身の

﹁主張しない﹂という強い主張︒
﹁これな

なく彩られていました︒どこに置いても

回り半径五メートルを見渡せば︑デザイ

ど︑新鮮で︑生活の空気が変わったよう

おかしくないような配慮が︑実は余計な

ンがやるべきことはまだまだたくさんあ

ら自分の部屋に置きたいな﹂と初めてポ

華やかさだったのです︒食品や化粧品の

る︒
﹂と話していました︒その言葉はと

に思ったと記憶しています︒

スにはそれまで︑時代の感性を読んだ表

ても強く心に残り︑今もよく覚えていま

す︒
﹁当たり前のことがまだまだできて

いない﹂ということに気付かされた時で

つきにくい場所を探して置いてしまいま

感じさせない︑強いデザインです︒

した︒

を煩う こ と に な り ま す︒と こ ろ が︑こ
のスコッティが出てからは︑我が家では

す︒こうなると家の中でしょっちゅう気

など家の中で何個か点在して使われるモ

ティッシュペーパーはリビングや洗面

思います︒

現のパッケージの提案はなかったように

パッケージと違って︑ティッシュボック

ジティブに選べたティッシュペーパーで

ュボックスはとても斬新な存在感でした︒

057

る︒開発のきっかけは東京ヘレン・ケラ

ンが日本に生まれたのは一九九三年であ

﹁ヘレン・ケラー﹂の名前を冠したミシ

態では作動しないなど︑本当によく考え

る︒針廻りの押さえレバーが上がった状

より四〇％低く毎分八十回転に抑えてあ

だったという︒そこから完成までの経緯

ンクッションという単純なモノである︒

クトを最終的に完成させているのは︑ピ

さまざまな配慮があるが︑このプロダ

抜かれたミシンである︒

は︑ユニバーサルデザインというコトバ

視覚障害者が布を扱う時に健常者と決定

障害者の家庭科授業用ミシンの制作依頼

ー協会から︑メーカーに寄せられた視覚

も生まれていない当時︑真摯に人に向き

イッチであれボタンであれ︑またレバー

的に違うことは︑一度落としたり見失っ

視覚障害者へ向けた商品で私たちがす

でも触覚で探せるのだが︑細いマチバリ

合うものづくりの新たな経験になったと

ぐに思い浮かべる﹁点字﹂というものが︑

している部分近くに︑マチバリのための

は触覚では探しだせない︒だから作業を

たりしたマチバリを探せないことだ︒ス

このミシンの外形形状にはまったく無い︒

そこからデザインされたという︒刻まれ

字で本体に添える必要は無いと判断し︑

くりの視点の結晶のようなものである︒

そ︑ミシン﹁ヘレン・ケラー﹂のモノづ

この小さなピン・クッションの存在こ

ピン・クッションが必要になる︒

た溝や切り込み︑そして凸凹部から状態

与えた。

部門の役割に対しても大きな影響を

企業の社会的責任、企業内デザイン

夫をこらしている。製品のみならず

作表示、操作システム等に様々な工

願いから生まれたミシン。色彩、操

グの楽しさを実感してほしい、との

身体に障害を持つ人にこそソーイン

ない外形形状に込められている︒

も用意されている︒凄いと素敵が︑何気

その上︑取り付け場所がミシンに二か所

れはまるでクラフトの世界だ︒スピード

要な部品は切削して作られたという︒こ

ヤル選択方式のものが採用されたが︑必

各操作部分は直接に触知覚できるダイ

を理解できるようになっている︒

瞬時に理解し覚えるので︑操作表示を点

視覚障害の人たちはモノの形状や関係を︑

のことだ︒

國本桂史

Katsushi Kunimoto

／
HELEN KELLER
ZZ3-B571

1994 家庭用ミシン

盲人用ミシン
ブラザー工業株式会社

D 同社 研究開発センター デザイングループ

Gマーク大全
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コントロールも最低回転数が通常の回転
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森田昌嗣
Yoshitsugu Morita

1994 誘導灯

コンパクトスクエア
松下電工株式会社

D 同社 設備A ＆I デザイン室 ┼明治ナショナル工業株式会社 ┼クロイ電機株式会社

非常照明器具の規格改正に伴い、表

非常口サインやトイレ︑エスカレータ

効果を高めたことが評価された︒
﹁コン

輝度をアップさせて視認性を確保し誘導

への対応と︑小型化であっても表示面の

072
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示面積を縮小し、特に狭い空間での

取り付けの困難さを解消した。懸念

された小型化による視認性の低下は、

表示面輝度のアップを図ることで解

決されている。

は︑的確に案内誘導するためのデザイン

いる︒わが国では︑非常口サインのピク

成されたものだ︒この非常口サインは︑

であり︑サインのピクトグラムはあらゆ

非常口サインのピクトグラムは︑二十

ISO︵国際標準化機構︶の国際基準に

る人々が直感で理解できるものを厳選し

トグラムを契機に︑一九八〇年代以降︑

指定され日本発信の世界標準となった︒

なければならない︒また︑サインシステ

サインデザインに多様なピクトグラムが

そもそもピクトグラムとは︑何らかの

ムを構築し案内誘導の経路を連続的に視

数年前に約三千点を超える全国公募の中

情報や注意を示すために表示されるマー

覚化する必要もある︒そのためサインに

採用されることになる︒サインデザイン

クの一つで︑文字や言葉の代わりに︑絵

は︑インテリアなどの空間デザインと調

じめとする専門家グループによって作

文字ともいわれる言語に制約されない視

この﹁コンパクトスクエア﹂は︑照明

められる︒

非常口サインは︑出口から逃げる人をピ

器具の規格改正に伴い︑インテリア性を

和しつつ識別のしやすさのデザインが求

クトグラムに表し︑色相環で赤の反対側

考慮して非常口サインのサイズを表示面

覚的なマークやイラストで直感的に情報

﹁補色﹂にあたる緑色を用い︑火災時の

比率三対一から一対一の正方形に変更し︑

サインなど︑外国人を含め子どもからお

パクトスクエア﹂は︑まさに空間とサイ

これまで取り付けが困難だった狭い空間

年寄りまでさまざまな人々が利用する空

ンとの共存を可能にする優れたデザイン

であるといえよう︒

標準化されたピクトグラムは︑安全・安
心のわかりやすいメッセージを提供して

港や駅などの公共空間において国際的に

あるといわれている︒

視認性を高めながら落ち着かせる効果が

内容を伝達する目的で使用されている︒

から選ばれた作品を基に太田幸夫氏をは

059

また住宅はいくらプレファブであると言

というイメージがあったことは否めない︒

安っぽく︑大衆迎合的なデザインの商品

レファブ住宅︶には︑どちらかと言うと

初期の時代の工業化住宅︵いわゆるプ

リッドの外観︑あか抜けた内装デザイン

のサッシや﹁偽物感﹂を排した細かいグ

メートルモデュールを廃し︑フルハイト

のであり︑敷地の制約に対応するため一

どの都市狭小敷地をターゲットとしたも

この住宅も︑その後は同社の規格に合

など︑従前の住宅から大きく飛躍したデ

多量に生産される他分野と比較して︑デ

わせて一メートルモデュールに修正され

っても︑個々の条件に合わせてプランニ

ザインの再現性が成立するかは疑問視さ

たり︑勾配屋根を加えるなど︑本来のデ

られ︑設計チーム自体も解散されたと噂

れ︑とうていグッドデザイン商品の対象
しかし︑こうしたいわゆるプレファブ

して時期尚早であったかと︑やや残念な

に聞く︒やはり工業化住宅のデザインと

ザインポリシーにそぐわない変更が加え

住宅も︑デザイン的にも成熟し︑個別設

ンから脱却した︑洒落たデザインの住宅

かにも平均的で大衆受けしそうなデザイ

られることになった︒その後︑従前のい

度からグッドデザイン商品の対象に加え

景もあって︑工業化住宅は︑一九九一年

が提案されるようになった︒こうした背

その G マークの歴史が始まって定着する

住宅に長く関わってきている筆者として︑

に達したと言って良いであろう︒工業化

宅が G マークの対象として十分なレベル

の大賞に選出された︒これで︑工業化住

ある家﹂がついにグッドデザイン賞全体

しかしその翌年︑ミサワホーム﹁蔵の

気持ちであった︒

も︑各社から出てくるようになった︒そ

実現している。

っても質の高いデザインの再現性を

応力を高め、設置場所の条件が変わ

材をシステム化することで、個別対

により、構造材から各内装材、設備

工業化住宅。独自のモデュール構成

都市内に建てられることを考慮した

まさに感無量である︒

までの時期に審査を担当できたことは︑

た商品群ごとに一定のデザインテイスト

計という条件であっても商品名の付され

とは成り得ないと考えられていた︒

ザインであり︑部門賞に選定された︒

URBIS-3 PRIVATE

ングされるから︑同じデザインの製品が

真鍋恒博

Tsunehiro Manabe

1995 工業化住宅

都市型 階建住宅
積水ハウス株式会社

3

D 同 社 中層設計部

Gマーク大全
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の好例が︑この﹁ URBIS-3 PRIVATE
﹂
である︒この住宅は︑例えば東京東部な

060

戸谷毅史
Takeshi Toya

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

携帯電話がビジネスユースからパー

が︑電話機そのものは車載型のままであ

国に広がったのは一九八四年三月だった

する必要があった︒サービスエリアが全

グラムもの無線機を車のトランクに設置

エリアに限りがあったのに加え︑七キロ

された自動車電話サービス︒移動できる

うため︑デジタル方式を採用したデジタ

契約者数の増加で不足した無線帯域を補

︵九三年二月に百万台︶
︒一九九三年には

ビジネス用途を中心に飛躍的に増加した

ム︶ムーバ四機種を発表︒契約者数は︑

の 超 小 型 携 帯 端 末︵重 量 約 二 三 〇 グ ラ

さらに一九九一年四月︑当時世界最小

し︵八七年五月で契約台数十万台／以下

帯﹂できることから次第に契約者を増や

な か っ た が︑鞄 の 中 な ど に 入 れ て﹁携

七年四月の﹁携帯電話 TZ-802B
﹂の 登
場だった︒九〇〇グラムと決して軽くは

この状況に変化を与えたのが︑一九八

くの販売店で品薄になるなど︑携帯電話

て設定されたシャンパンゴールドは︑多

ールド感をもたらした︒また限定色とし

あったと同時に︑手に馴染む心地よいホ

クは︑衣服のポケットに収まるサイズで

六ミリ︑重量一五五グラムというスペッ

高さ一四〇ミリ︑幅四二ミリ︑厚さ二

074
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ソナルユースなものへと拡大した時

期に登場。サイズも衣服のポケット

に入るまでに小型化し、カラーリン

グもそれまでのモノトーンのものだ

けでなく、シャンパンゴールドとい

った色が用意され、特に女性の人気

を集めた。

り︑社用車などでの利用がそのほとんど

ルムーバが登場し︑高速なデータ通信を

D 松下通信工業株式会社 デザインセンター テレコムデザイン室

を占めていた︒やがて自動車から持ち出

に弾みがついた︒

すことのできる電話機として︑翌年九月
にショルダーホンが登場した︒使用の自
ログラムもあり︑移動可能な無線電話機

由度が増したとはいえ︑その重量は三キ

全て契約台数︶
︑新通信方式に対応した

台︶に拍車をかけた機種だったと言える

記憶に残る機種である︒

﹁ TZ-803B
﹂
︵八九年二月重量六四〇グラ
ム︶の発売で利用者の増加︵八九年九月

だろう︒

の パ ー ソ ナ ル化︵九 六 年 九 月 に 七 百 万

に三十万台︑九〇年十二月に五十万台︶

の域を越えてはいなかった︒

も︑この﹁ P101 HYPER
﹂は︑ターゲッ
トをパーソナルユーザにまで広げた点で

可能にした﹁ 101 HYPER
﹂シリーズが
一九九五年十二月に登場した︒その中で

一九七九年の十一月に東京地区で開始
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ラ市場の起爆剤としての期待を背負い︑

一九九六年︑低迷するコンパクトカメ

いく上で︑この明快でわくわくするよう

となって徹底的な小型化への挑戦をして

しいことだ︒技術者とデザイナーが一丸

残念ながら APS カメラはその後のデ

APS カメラが各社から一斉に発売され

ィルムカートリッジも小さいためカメラ

ジタルカメラの驚異的な進歩と普及に押

て働いたことであろう︒

本体がより小型にできる︑というのが A

され︑コンパクトカメラの主役で居続け

なコンセプトは︑きっと強い求心力とし

PS の謳い文句であった︒しかし単に本

ることはなかった︒しかし︑このカメラ

た︒三五ミリフィルムのカメラに比べて

体サイズが小さくできるというだけでな

が初めて提示したカメラのあり方は︑現

フィルムの取り扱いが格段に容易で︑フ

く︑そこには人とカメラの新しい関係性

つくった記念碑的なものと言って良いだ

在のコンパクトデジタルカメラの流れを

そこにいち早く目をつけ︑具現化し

のはどうにも特別なことといった感があ

ろう︒かつてはカメラを持って街を歩く

ったが︑今では街行く人が手に手にカメ

に発売された他社の APS カメラに比べ︑
圧倒的なコンパクトさと明快なコンセプ

ラを持って思い思いに写真を撮るのはご

潔くまとめられた金属製のボディ︒四

トで︑APS カメラ＝﹁IXY﹂と言わ

ら下げて持ち歩くというスタイル︒常に

角に円という実にカメラらしい単純明快

く当たり前の光景だ︒その開拓者となっ

身につけていて︑好きなときにさっと撮

な記号性︒首から下げて持ち歩くスタイ

れる程の成功を収めた︒このカメラが提

ることができる︒それは誰もがなんとな

ルから発想された縦型のレイアウト︒こ

たのがこのカメラと言えるだろう︒

く想像していたカメラの理想形の一つで

メラに誇らしげに受け継がれている︒

フィルムの特性を生

A
P
S

ジタルカメラに影響を与えた。

画したデザインで、後に登場するデ

五ミリコンパクトカメラとは一線を

のものとしては世界最小サイズ。三

感を持たせている。二倍ズーム搭載

ンレスを採用し、剛性と適度な重量

しながら、ボディには特殊合金ステ

かしたカメラ。コンパクトさを表現

新規格の

の明快なコンセプトは同社のデジタルカ

1996

技術的な裏付けを伴って実現するのは難

案したのは︑アクセサリーのように首か

て見せたのが﹁IXY﹂であった︒同時

が生まれる可能性が秘められていた︒

岩崎一郎

Ichiro Iwasaki

レンズシャッターカメラ
IX240

Canon IXY
キヤノン株式会社

D 同社 総合デザインセンター 塩谷 康

Gマーク大全
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あろう︒だが︑誰もが思い描くカタチを

062

田中一雄
Kazuo Tanaka

1996 工業化住宅

蔵のある家
GENIUS

ミサワホーム株式会社

D 同社 商品開発一部

中二階部分に「蔵（納戸）
」を 配 置

た頃︑そんな疑問がよく投げかけられた︒

つリビングには三・二メートルの天井高

宅に広大な収納空間を生みだし︑なおか

リティと機能は注文建築を凌ぐものであ

ミ・オーダー商品であったが︑そのクオ

﹁蔵のある家﹂は工業化手法に則ったセ

界初の大賞受賞となった︒

り方﹂としての工業化建築は引き継がれ︑

成するには至らなかった︒しかし︑
﹁あ

のような建築の姿は︑ついに町並みを形

などである︒だが︑そのスペースシップ

提とした自由なオープンスペースの活用

﹁すまい﹂としてデザインの力を結集し︑

てメタボリズムを継承しつつ︑人の住む

見事な結実を示したのであった︒

おいて︑季節ごとの変化や行事に必要と
される﹁しつらい﹂を収納し︑自由な空

ンスペースを基本とする日本の住まいに

D
N
A
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して大きな収納スペースを確保した

住宅。三・二メートルの天井高、木

部のボリュームの大きいインテリア

とあいまって、
「ゆとりある生活」

を実現。インテリア部材、設備など

は、システムとして開発供給できる

体制が整えられ、豊かな空間デザイ

ンと品質管理、施工性を両立させて

いる。

間を確保した巧みなシステムであった︒

確かに当時の基準から考えても︑戸建注

を確保したのである︒また︑今日一般化

を二階床下収納部分に見出し︑都市型住

文建築は対象とはならなかった︒しかし︑

した再生合成木材を︑率先して建築部材

﹁蔵のある家﹂は︑こうした日本の知恵

工業化住宅はその生産プロセスから考え

かつて︑工業化建築はメタボリズム
︵新

に導入し︑リサイクルと美観の両立を図

や擬似欧風スタイルが多く︑決して工業

陳代謝論︶の夢を見た︒メタボリズムの

ると︑十分に工業デザインの対象であっ

デザインとは思えないものが多いことも

近似性を持つ︒増改築が自由な軸組み構

考え方は︑意外にも日本建築のあり方と

った点も特筆される︒

た議論の中︑工業化住宅がグッドデザイ

った︒何よりもその特徴は︑日本の優れ

今日の工業化建築の中に生きている︒﹁蔵

造やパーツによる空間構成︑
﹁蔵﹂を前

た住まい方の知恵である﹁蔵﹂を立体的

のある家﹂は製造プロセスの

とし

に展開したことである︒
﹁蔵﹂はオープ

ン賞の対象となってから六年目︑住宅業

事実であった︒
﹁蔵のある家﹂はそうし

た︒ただ︑その姿が在来木造建築の模倣

グッドデザイン賞が︑工業デザインのみ

マークの対象なのだ！﹂

063
を対象としたものであると考えられてい

﹁住宅がなぜ
G

れの形状によって理想的な角度が決まる

演奏時の弓の角度は︑この片側のくび

からである︒

は︑いつの時代も反対意見が出る︒その

という︒必然があるギリギリの選択は見

伝統的なものに新しく手を入れること
ような場合︑伝統を否定しているわけで

事であった︒最終的に判断したその勇気

イオリン﹂
を見た時には
﹁よくやったな﹂

術によって必然的に変化する様は︑気持

すでにある変えがたいものが新たな技

に拍手を送りたい︒

と正直思った︒見た瞬間に否定的意見が

ちの良いものである︒いつの時代も面白

なものが︑このような優れた仕事を際立

出たであろうこと︑そしてそれを乗り越
開発者の話を読むと︑やはりそのよう

たせてくれる︒このどちらも同居するの

い表現をすることが目的化しているよう

な難しい局面があったことがうかがわれ

ませてくれるものであることには違いな

いが︑必然的なものが結果として面白い

が現実で︑受け手とすればどちらも楽し

味を持ったのは︑誰の記憶にもあるバイ

というものが高く評価されるべきである

ちろん大変だったと思う︒しかし私が興
オリンのシルエットとの格闘部分である︒

と思う︒

囲の輪郭を取るべきか︒開発者は片側を
早い段階で主張していたようだが最後ま
で議論になったそうだ︒もしも全体の輪
郭を残すことを選択していたら︑ここま
でインパクトのあるものとはならなかっ
ない︑ただの記憶のトレースでしかない

ている。

した造形が、この楽器の全てを語っ

ら、本物のフォルムをさりげなく残

の融合を実現。電子楽器でありなが

ムな構造に設計し、伝統と最新技術

音、軽量化を図り、極限までミニマ

る。演奏感覚を損ねることなく、消

バイオリンは練習環境が限定され

片側だけのシルエットにするべきか︑周

る︒音や質感や体感等の研究と開発はも

えたことが想像できたからである︒

対意見は必ず出る︒この﹁サイレントバ

がれればいいからである︒それなのに反

SV-100

はないことが多い︒伝統は伝統で受け継

佐藤 卓

Taku Satoh

1997 電気バイオリン

サイレントバイオリン
ヤマハ株式会社

D 同社 デザイン研究所
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たであろう︒それは機能からの必然性が

064

安次富 隆
Takashi Ashitomi

1997 工具

工具シリーズ
ALUTOOL

新潟県作業工具協同組合

工具には一般的に材料として鉄が用

とに驚かされる︒わずか数パーセントの

紀元前三〇〇〇年頃に発明されていたこ

た︒特に青銅のような高度な合金技術が

り強度のある鉄の使用へと進化していっ

を混ぜ強度を増した青銅が発明され︑よ

属﹂を利用していたが︑製錬した銅に錫

来の工具は一般的に鉄を使ってきた︒工

ことは必然的と言うこともできるが︑従

られる道具である︒同じ素材が使われる

ン﹂を工具に採用したのが﹁ ALUTOOL
﹂
︒
航空機も工具も軽さと強度の両立が求め

加 工 に 適 し た﹁ A7001
超々ジュラルミ

その超々ジュラルミンの中から︑鍛造

法の違いに合わせて開発された多種多様

る︒作られるモノの用途や形状︑製造方

と同じように今でも無限に増え続けてい

は︑なぜかとても原初的で懐かしい印象

かしその手に馴染むたっぷりとした造形

姿を求めることができたに違いない︒し

﹁ ALUTOOL
﹂は︑軽量で硬質な素材を
使うことで本来あるべき工具の先進的な

078

125のデザイン、
125の物語

いられ、重量を削るために通常は材

料のボリュームを押さえ、結果的に

使用感のバランスを犠牲にすること

が多かった。本製品ではジュラルミ

ン素材の採用により使い勝手の良い

豊かなフォルムを持ちながら、最大

である︒ジュラルミンは一九〇六年にド

五五％の軽量化に成功した。

新石器時代︑青銅器時代︑鉄器時代と

ジュラルミンは日本で開発され︑零戦の

イツで発見されたが︑より高強度の超々

D 株式会社オープンハウス

言われるように︑道具に使われる金属の

金属の混ざり具合で合金の特性が大きく

らす︑穴を開ける︑グリップの幅を細く

具を軽くするためには︑工具の厚みを減

主翼などに採用されていたという︒

質な金属のイメージとは異なり︑合金は

するなど工夫していたが︑ある意味使い

な合金が︑文明の一翼を支えてきたと言

を与える︒長い時を経て進化してきた工

勝手を犠牲にしてきたとも言える︒

っても過言ではない︒例えば︑航空機が

ティブなカタチを取り戻したことは︑こ

具が︑ハイテク素材を使うことでプリミ

れからのデザインを考える上で示唆深い︒

も︑アルミニウムに銅やマグネシウムを
混ぜたジュラルミンが発明されたおかげ

百年程度の短期間で飛躍的に進歩したの

そのためか︑合金の種類は料理の種類

料理に似ているのかもしれない︒

調味料の微妙なさじ加減で味が変化する

変わるという話を聞いたことがある︒硬

器時代には︑自然界に存在する﹁天然金

進化が新しい時代をつくってきた︒新石

065

⁝⁝という感慨を与えてくれるものであ

と建築素材もここまで成熟してきたな

﹁ソイルセラミックス﹂の登場は︑やっ

ているという事実であろう︒呼吸するこ

させる最大の理由は︑この素材が呼吸し

た皮膚という感じなのである︒そう感じ

や鉄という骨の上で呼吸する本物の生き

ち合わせていたのである︒コンクリート

とで︑この素材は湿度を調整したり︑空

言えばコンクリートの上に貼り付ける
﹁お化粧﹂であった︒そしてその﹁お化

間に漂う有害物質を吸着したりする︒日

った︒戦後五十年の建築素材は︑一言で

粧﹂の動機は︑
﹁貧しい国﹂のさもしい

しかも︑それが新しいテクノロジーに

本建築の土壁や木の板のように︑この素

よって可能になったというところが面白

無いものねだりであった︒石づくりの街

に似せて作った薄いタイルをペタペタ貼

いし︑日本の建築の将来に対しても︑明

材は空間と対話し︑僕らの身体とも親し

ったりして︑建築を﹁お化粧﹂してきた

に憧れて︑石を薄くスライスしたペラペ

のである︒いくら﹁お化粧﹂しても︑そ

るく楽観的な見通しを与えてくれる︒日

く語り合う︒そういう対話可能な素材に

の裏側に潜むコンクリートという素材の

本の建築はコンクリートという便利な素

ラのパネルをコンクリートの上に貼りつ

持つどうしようもない︑重さ︑冷たさ︑

材を西洋から受け入れたことによって︑

久しぶりに出会ったような気がする︒

湿っぽさ︑臭さは変わらない︒変えよう

﹁強すぎる素材＝コンクリート﹂によっ

随分と長い寄り道をしたと僕は考えてい

と こ ろ が︑こ の﹁ソ イ ル セ ラ ミ ッ ク

て︑日本の都市は破壊された︒そこから

が な い︒そ う い う 類 い の 悲 し い﹁お 化

ス﹂はお化粧であるには違いないかもし

の回復がそれほど遠いことではないかも

る︒人間のか弱い身体とは対話不可能な

れないけれども︑お化粧というよりはむ

に出会ったような気がしたのである︒

しれないという希望を与えてくれる素材

ジーの代表例である。

わらかな発想」による日本的エコロ

和感の無い表情が形成できる。
「や

ともあって、人工物でありながら違

舗装用材。その土地の土を使えるこ

用いてレンガ並みの強度をもたせた

下で高圧をかけて蒸し上げる製法を

土、珪砂、石灰を調合し、二百度以

るような︑ソリッドなリアリティーを持

粧﹂であった︒

けたり︑レンガの建築に憧れて︑レンガ

隈 研吾

Kengo Kuma

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
D 同社 窯業技術研究室 建材商品開発室
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しろ皮膚そのものと呼んでしまいたくな

066

までの作業ヘルメットの多くは︑丸いキ

滴の侵入を防ぐ機構となっている︒それ

孔が設定されており︑かつ降雨時には水

部の空気循環を効果的に促す位置に通気

この作業ヘルメットは︑ヘルメット内

思考さえも停滞する︒

部の空間は思いのほか高温多湿になり︑

ことだ︒特に夏期は︑ヘルメットの頭頂

いないのに髪の毛が汗でベッタリとなる

着かない︒最悪なのは︑さほど動いても

ットは︑頭にのせると収まりが悪く落ち

場見学や防災訓練の時に渡されるヘルメ

したヘルメットと言って良いだろう︒工

ルメットは︑初めて作業者の要望を満た

そんな中︑九七年に発表されたこのヘ

あった︒

たデザインがなされていないのが実情で

ルメットは蔑ろにされ︑現場環境に則し

ら︑一番多くの人々が利用する作業用ヘ

など︑枚挙にいとまがない︒しかしなが

ライダーヘルメット︑野球のヘルメット

軍事用のヘルメットに始まり︑バイクの

応じた形が存在する商品はないだろう︒

人の頭を守るヘルメットほど︑目的に

067

大島礼治
Reiji Oshima

1997 作業用ヘルメット

SC 5Bシリーズ
ミドリ安全株式会社

D 株式会社クルー 馬場 了︑山崎信哉︑片桐英晃

-

ヘルメットという作業員に欠かせな

い道具に、本格的な安全性と快適性

を提供すべく開発されたもの。デザ

イン導入が遅れていた産業分野の機

器や道具において的確なデザインが

実現した代表例である。

ャップ型をしており︑落下物からの保護

於ける衝撃から︑側頭部や後頭部を保護

が目的とされていた︒それ故に転倒時に

できず︑ヘルメットを被っているにも関

わらず︑致命的な損傷を受ける事故が報

告されていた︒このスリップ転倒から少

しでも後頭部を保護するため従来品に比

べ後頭部の保護範囲を広げた設計となっ

ている︒

最近︑作業環境でのファッション意識

の高まりからかヘルメットのデザインは

豊富になってきたが︑基本機能を満たさ

ない製品が多いのに驚かされる︒頭にの

せ る ま で も な く 手 に 取 っ た瞬 間に〝違

う〟と呟いてしまう︒

ミドリ安全の作業ヘルメット︑十年前

の商品なのに今でも新鮮に感じるのはな

ぜだろう︒造形的にいろいろと挑戦した

くなる誘惑から︑一歩手前で抑える老練

なるデザイナーのなせる技と敬服する︒

080
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画期的な公共施設があると聞いて︑期待

市民の文化創造拠点として計画された

た︒この施設は︑演劇の練習や人材育成︑

沢市民芸術村﹂は特筆に値するものだっ

ープにより積極的に利用され続けている︒

活動拠点として市民が気軽に利用が出来

予想に反して落ちついた佇まいをみせ

グッドデザイン賞の施設部門は建築家

をしながら﹁金沢市民芸術村﹂を訪れた

ているのは︑大正時代からのレンガ造の

の技に与える建築賞とは一線を画し︑そ

るような場が用意され︑多くの活動グル

紡績工場をリノベーションしているため

の建築が施設としていかに環境︑社会︑

のはもう十年も前のことである︒

だろうか︑一目で先進のデザインを見つ

この﹁金沢市民芸術村﹂は︑ハード︑

人々に役立っているかを重視して審査を

ソフトにわたり総合的にデザインされた

けることは難しかった︒よく見てみると︑
され︑六棟をつなぐコロネードや消雪に

まったく新しい公共施設として︑施設部

行ってきた︒

も役立つ池と水路が新たな要素として付

門のグッドデザイン賞に相応しいもので

あった︒さらに並居る多くの応募作の中

することを絞った上で︑抑制されたデザ
インが隅々にまで行き渡っている点が何

に輝き︑建築が社会を巻き込んだ極めて

から一九九七年度のグッドデザイン大賞

運営プログラムやソフト部分に目を転

建築家として長年グッドデザイン賞の

総合的なデザインの結実であることを広

主管理運営を行い︑なんと二十四時間オ

審査に関わってきた私にとって︑印象的

じれば︑さらに驚かされてしまう︒民間

ープンの画期的な公共施設が実現されて

なデザインであったと共に今でも思い出

く社会に示してくれた︒

いた︒当時︑公共建築の箱物行政が批判
い中で︑地域の休眠資産を活かした﹁金

のデザインに大きな影響を与えた。

はかられており、その後の公共施設

から運営にいたるまで市民の参加が

間、低料金で利用できる。計画段階

まで、多彩な活動が可能。二十四時

劇や音楽活動の練習から制作、発表

使えるオープンスペースがあり、演

援する施設。四つの工房と、自由に

テーマに、市民の芸術文化活動を支

「いつでも、だれでも、自由に」を

深い作品である︒

からのディレクターのもとで利用者が自

かとても心地よい︒

加されていることが解ってきた︒大切に

耐震補強や新しい設備が各所に巧みに施

芦原太郎

Taro Ashihara

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

D 水野一郎 ┼株式会社金沢計画研究所
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され︑なかなかその改善の糸口が掴めな

068

長濱雅彦
Masahiko Nagahama

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

軽量と剛性を併せ持つカーボンモノ

ろ﹁自転車と生活﹂的な雑誌も数冊創刊

でタクシーに乗ることもある︒このとこ

折りたたみの場合は苦しくなったら途中

と︑何より後輪周りのスッキリとシンプ

による油汚れや脱落リスクを回避した点

式シャフトドライブを採用し︑チェーン

この自転車の特徴は︑世界初の片持ち

コンパクトな折りたたみ自転車として改

を転じると﹁ママチャリ﹂は日本固有の

会社がたくさんある︒しかし自転車に目

いが︑今日の日本人の自転車生活の新た

いうメーカーとデザイン開発者の強い思

儲けを度外視しても︑世に出したいと

082

125のデザイン、
125の物語

コックフレーム、オイル汚れがなく

メンテナンスフリーの片持ちシャフ

トドライブなどを採用。黒とシルバ

ーを基調とした大人にふさわしい精

悍なデザインになっている。

た中︑一九九八年のグッドデザイン大賞

D 同社 製品設計部 川端真澄／研究開発部 後町守昭

このところの自転車ブームにひそかに

性でデザイン設計された点が数々見受け

に輝いたこの自転車の誕生は︑日本的感

られ︑世界の自転車通にも誇れるものが

注目している︒実際︑自分もスポーツ車
購入︑時に大学や事務所までプチ輪行を

ようやく出来たと︑当時の マーク審査

され︑日本人もようやく欧米人に近い生

識に刺激を与えてくれたのが︑一九九八

良され︑市場での人気を博しているが︑

現在︑トランジットシリーズは︑軽量

今なお見られない︒

年に発売されたこのブリヂストンサイク

この自転車が発売された当初は十万円以

ルの﹁トランジット
だろうか︒

存在だが︑自転車で世界に誇れるものが

いない︒

な扉を開くきっかけになったことは間違

定品として発売された︒

なかなか見当たらなかった︒自転車はあ
ルをあらわす鏡と言えるだろう︒そうし

る意味︑クルマ以上にその国の文化レベ

日本には言わずもがなハイテク自動車

上の大人の自転車を売る市場がなく︑限

﹂ではない
T20SCX

突如生まれ︑自転車に対する日本人の意

こうしたブームを予感したかのように

ルな造形だ︒これ以上審美的な自転車は

委員をほっとさせたに違いない︒

G

活意識を見出したのかと思わせる︒

ビールを途中で飲めるのも楽しい︒また

楽しんでいる︒本当はいけないことだが

並と折りたたみ式︑二台のマイ自転車を

069

デザインとは何か﹂という問いに対して︑

くること﹂⁝⁝いまだに︑
﹁プロダクト

﹁エンジニアの作ったモノのカバーをつ

九ミリメートル︑質量一・三五キログラ

ったデザイン中心の戦略を︑薄さ二三・

った商品戦略だったように思う︒こうい

ルーメタリックのカラーリングも思い切

見慣れないが︑主張性のあるパープルブ

ム︑マグネシウム合金ボディに包んで実

手メーカーの商品企画においても︑デザ
イナーが伸び伸びと活躍できる機会は残

現させたことに︑ソニーのものづくりに

こんな悲しい答えがよく返ってくる︒大

念ながらそう多くはない︒一番ユーザー

対する意識の高さを感じさせる︒

った︒満を持してパソコンに挑んだソニ

一九九八年の夏︑ひとつの衝撃が起こ

パソ﹂ブームの先駆となった実績をみて

気も創っていったことは︑この後の﹁銀

なく︑
﹁VAIO﹂というシリーズの空

そしてその積み重ねが︑モノだけでは

ーは︑他のメーカーが取るようなステレ

いマーケットに向けて︑牽引思想とも言

旧来型のマーケティングでは発見できな

ていた市場とリアルなユーザー像があり︑

プロダクトが生まれてきた事実を︑ソニ

ンのある仕組みから︑このような啓蒙的

スーパーデザイナーといわれるポジショ

ナーの力を信じて︑育んでいくソニー︒

本人には不得手な領域を︑一人のデザイ

ブランドを生み︑育てていくという日

も明らかだ︒

えるブランドメッセージを放ったのだ︒

ーだけの方法論に留めておきたくない気

る事例となった。

ンによって成功しうることを実証す

シリーズは、後発メーカーがデザイ

タン等が高級感を演出。このバイオ

め効果のある塗装、金属処理したボ

ネシウム合金の頑丈な筐体や滑り止

きさながら薄型・軽量を実現。マグ

ボードのピッチは一七ミリという大

画面サイズは一〇・四インチ、キー

がする︒

それほどに当時の﹁ PCG-505
﹂のデビュ

凌駕していかなければできない︑美しく

ーをはじめ︑デザイナーがエンジニアを

ヒンジ部のシリンドリカルなバッテリ

ーは衝撃的だった︒

た︒そこには︑デザイナーの眼には見え

オタイプな商品企画の方法をとらなかっ

なぜ商品企画ができないのだろうか︒

の気持ちが見えるデザイナーの立場で︑

村田智明

Chiaki Murata

1998 ノートブックパソコン

VAIO PCG-505
ソニー株式会社

D 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
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も機能的なディテールが随所に見られた︒

070

喜多俊之
Toshiyuki Kita

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

ンテナンス」を目標に、電球形蛍光

素である︒デザインとは︑それに関わる

それは常にデザインにとって重要な要

技術は絶え間なく進化して現在に至って

発表されて以来︑この蛍光ランプという

一九八〇年に最初の﹁ネオボール﹂が

もデザインの力はますます重要となるに

るために︑人々の知恵が働く︒これから

資源︑その中でより心豊かな暮らしを得

たちのライフスタイルと︑限られた地球

少し未来への想いを︑いつも﹁かたち﹂

﹂は︑単に外観が新

というリアリティをもって語り続けた︒

この﹁ネオボール

じサイズまで小型化を達成︑どんな照明

与えるというデザインの役割の大切さを

人々の生活の中に︑うるおいや豊かさを

しいだけではなく︑多くの問題を解決し︑

器具にも使える蛍光灯として︑これまで
電力を実現︑私たちの暮らしの中で︑静
かな光の革命を実現したのである︒
﹁ネ
﹂は︑従来の白熱球に似た光

え間ないテクノロジーの研究開発や︑素

の色や︑昼光色と呼ばれるものなど︑絶

オボール
Z

084

125のデザイン、
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「環境配慮」
「省エネルギー」
「省メ

ランプの長所を追求。従来の白熱灯

と同じシンプルな外観を損なうこと

なく、白熱ソケットにそのまま使用

できる。あえて新しいかたちを求め

ず、技術とデザインの共同作業によ

り、使いやすい商品を作り上げた。

ある自然資源への配慮なくしては考えら

数知れない多くの要素をその時点におい

D 同社 デザインセンター

れない時代となっている︒省エネと省資

材の開発を続けている︒

源︑あまりにも急速に一般化したことば

てバランス良くまとめ上げて︑時代の最

いる︒
﹁ネオボール﹂は一本の蛍光管を

違いない︒

先端製品にすること︒刻々と変化する私

コンパクトにボール球大にまとめ︑白熱

﹁ マーク五十年の歩み﹂は︑私たちの

実現したものである︒
一九九八年︑電球形蛍光ランプ
﹁ネオボ
﹂は︑ついに普通の白熱電球と同

G

あらためて見せてくれた︒

ール

Z

ソケットでそのまま使えるという発想を

電球よりも少ないエネルギーながら電球

の大きなテーマとなっている︒

と︑現実のギャップを埋めることが現在

いま︑私たちの日常生活は︑その限り

071
の白熱球の六倍の寿命︑四分の一の消費

Z

せたものを︑うまく継承したとは言えな

﹂には︑
﹁人なつっこい

二十世紀の最後に私たちは︑近代以降

代の﹁

いものでした︒次々に商品化された新世

﹂という名のこの

のものづくりの常識を覆す何かを生み出
しました︒
﹁

にデザインされ︑留守番機能などの﹁役

製品が思いもよらぬ効果を生み出すこ

ひ弱さや扱いにくさが克服された結果︑

肉なことに︑近代産業の手法にのっとり︑

に立つ﹂機能までが搭載されました︒皮

とは︑しばしばあります︒しかし︑そう

﹁

﹂は︑急速に輝きを失ってい

した偶然の成果と少し違うのは︑人工知

ず確かに人々を魅了したのです︒

動作﹂などのペットらしい行動が計画的

Shunji Yamanaka

A
I
B
O

製品は︑ひ弱で︑全く役立たずで︑とて

A
I
B
O

も扱いにくいモノでした︒にもかかわら

山中俊治

能研究の成果としての﹁予測不可能性﹂

ったのです︒そして︑二〇〇五年には開

﹂の商品化は︑デ

発そのものが中止されてしまいました︒

それでも﹁

究者達はそこに︑新しい魅力が生まれた

ものを作りつつあります︒それは︑危険

人類はまさに自分たちの手に負えない

ザインという周到に計画するべきだと思

ことに気がつき︑様々な困難を乗り越え

なことなのかもしれませんが︑意外に魅

われている行為そのものに対する︑心躍

て︑
﹁計画できない魅力﹂の商品化にた

力的でした︒そのはかない魅力こそが︑

でしたが︑いや︑つたないからこそ見る

どり着いたのです︒ネットのみでの三千

𠮷川弘之氏が言うところの︑二十世紀型

出するオブジェ︒それは︑つたないもの

台の限定発売が二十分で完売するなど︑

賛された。

創造」は、優れたデザインとして賞

「人とモノとの新しい情緒的関係の

投じた事例であり、ここに見られる

かにあるべきか」について、一石を

よって実現。
「人と道具の関係はい

が、最先端の人工知能と機械技術に

「人に愛されるインタラクション」

れません︒

転換を導くパイロットランプなのかもし

近代産業の限界を示し︑次なる産業への

る挑戦だったと思います︒

A
I
B
O

人を︑はらはらドキドキさせました︒研

曲がりなりにも︑自ら判断し︑行動を創

がはじめから付与されていたことでした︒

A
I
B
O

﹂は人々を魅了し︑社会現象

072

﹁
にすらなりました︒
﹂は︑最初の研究者達が心を躍ら

残念ながらその後の商品としての﹁

1999 エンタテインメントロボット

AIBO
ソニー株式会社

D 空山 基 ┼ソニーデジタルデザイン株式会社 熊谷佳明︑土屋 務︑入部俊男
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大島礼治
Reiji Oshima

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

D 同 社 企画開発課

強靭な再生紙を折り畳み、緊急時の

レスキュー隊と同じ色鮮やかなオレン

再生紙素材によるこの﹁レスキューボ

ことは改めて報告することもないだろう︒

キューボード﹂が多くの被災者を救った

086
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125の物語

混乱状態でも間違うことなく使える

単純な構造とし、わかりやすいグラ

フィック処理がなされている。地域

のメーカーが自社の技術を基に、研

究機関との連携によって新しい商品

分野を開拓した好例である。

を一廻りするのを楽しみにしている私は︑

ジにホワイトで描かれた取扱いイラスト

訓練のされていない一般の人でも急な坂

目を奪われる紙の傑作に遭遇した︒安達

は︑とても簡潔に表現されており︑見た

阪神・淡路大震災から四年が経過した

紙器工業の﹁レスキューボード﹂である︒

だけで使用方法が理解できる︒パッケー

搬できる優れモノである︒

紙と言えば︑誰しも濡れてしまうと破

ジも単なる包装材ではなく︑一部を利用

道や瓦礫の中で︑転落させることなく運

け︑火には弱くすぐに燃えてしまうとい

して骨折時の副木として使用できる心憎

一九九九年の審査会場は︑今でもハッキ

うイメージを持っているものだ︒しかし

いデザインとなっている︒

阪神・淡路大震災の教訓により︑市民

発した安達紙器工業は新潟の長岡にあり︑

この商品の企画されたきっかけだが︑開

レベルでも使える簡易担架の必要性が︑

を研究していただけに︑一目見て思わず

先の新潟中越地震に見舞われるとは誰が

ード﹂は︑折畳むと車のトランクにも入

この﹁レスキューボード﹂
︑次は何処

予想しただろうか︒もちろんこの﹁レス

るサイズになり︑重さは僅か三・五キロ

に出動するかとても気になるところだ︒

膝の三点で確実にサポートできるため︑

のベルトは被災者の身体を脇の下︑腰︑

また︑体重分布と安全性を考慮した三本

荷重は二二〇キログラムを備えている︒

グラムと片手で持てる重量ながら︑最大

そんな思い出の一品でもある︒

〝この手があったのか〟と衝撃を受けた︑

私は当時︑新素材としての紙の可能性

始めている︒

でいてリサイクルが可能という素材が出

最近︑水に強く︑濡れても破けず︑それ

リと覚えている︒審査が始まる前に会場

073

れたものだ︒私がカモノハシ型を初めて

ンとくるかもしれない︒そのちょっと風

と呼ぶが︑
﹁カモノハシ型﹂のほうがピ

デザイナーは﹁エアロストリーム型﹂

面変化率を一定にする工夫だ︒

があるのも︑四角い客室断面に向けて断

モノハシ型︒左右に怒り肩のような斜面

させつつ︑変化率を一定にした結果がカ

体を延ばし︑それと運転台の立体を相関

系のカタチに違和感はない︒二階

しかしセオリーは同じなのに︑この

変わりな表情は︑空気との戦いから生ま
見たのは︑

東日本の
系﹁ Max
﹂
系に続くオール二階

建て新幹線の第二弾で︑九七年暮れに登

住性と微気圧波対策を両立させるという

建てか否かという違いはあるものの︑居

だった︒これは
場︒カ モ ノ ハ シ 型 が﹁ト ン ネ ル 微 気 圧

列車が高速でトンネルに入ると空気が

ったが︑それだけではなさそうだ︒

型も見慣れてきたなぁ﹂などと最初は思

一年余り後の九九年三月︒
﹁カモノハシ

ン﹂が強まるから︑新幹線には大問題︒

ル 微 気 圧 波 だ︒高 速 に な る ほ ど﹁ド ー

プが運転台の立体に埋め込まれ︑要素が

に突出感が目立った︒700 系ではラン

ん周囲を凹面に削り込んでいたから余計

E4 系ではランプが出っ張り︑そのぶ

の技術陣はコンピューターの流体解

ーン﹂という音を発する︒これがトンネ

ネルギーの一部が出口で放射されて﹁ド

7
0
0

急激に圧縮されて圧力波が生じ︑そのエ

E
4

E
4

系の営業開始は

系から

系に共通するのだが

コンセプトも

7
0
0

波﹂の対策だと聞いても︑いささか奇異

E
4

⁝⁝︒

E
1

J
R

なカタチに思えたことを今も覚えている︒

有元正存

Masatsugu Arimoto

析から︑
﹁前頭部の断面積変化率を一定

減ってスッキリ︒着実にデザインが進化

りな型に愛着が湧いてくる︒世界に高速

しているのだ︒そう気付くとこの風変わ

単純な対策のようだが︑運転席の視界

鉄道はいくつかあるが︑カモノハシ型は

にする﹂という対策を導き出した︒
を確保するために運転台が出っ張れば︑

ザイン力を︑日本人として誇らしく思う︒

他に類を見ない︒技術を活かしたそのデ

新幹線では初めて

東海と

西

J
R

徴である。

エアロストリーム形の先頭形状が特

いる。理想の空力設計から生まれた

ざまな要請をバランスよく実現して

スピードアップ、省エネ性などさま

日本の共同開発が行われた。快適性、

J
R

東海道・山陽新幹線直通車両として、

くてはいけない︒先端から楕円断面の立

074

その左右を削って所定の断面積に収めな

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

D 東海旅客鉄道株式会社 車両部 ┼西日本旅客鉄道株式会社 車両部
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Manabu Akaike

部品レベルのリサイクルを前提にデ

負荷の少ないバイオマス素材の開発︑プ

環境対応の基本である︒最近では︑環境

削減︑再使用︑再生を意味する 3R が︑

リデュース︑リユース︑リサイクル︒

製品と遜色のない︑れっきとした新製品

カー保証を含め︑すべての点で他社の新

なく︑省エネやセキュリティ対応︑メー

物であった︒しかも︑単なる中古機では

％以上がリユース部品という画期的な代

この困難なエコデザインを集大成し︑リ

れていなかった一九九七年︒リコーは︑

時は︑家電リサイクル法さえも施行さ

もののリデザインが不可欠なのである︒

のづくりシステムやビジネスモデルその

業や製品の開発設計段階から始まる︑も

浄性の高い表面シボのメーカーとの共同

すい紙製説明パネルの採用︑防汚性と洗

打ち︑規格ネジの採用と削減︑剥がしや

になること︒そうした課題に丹念に手を

匠性のためにネジを隠すと︑分解が困難

部品が取り外しに手間がかかること︒意

チが存在した︒ぱちんとはめ込むだけの

場の現場を丹念に視察︑分析するリサー

088

125のデザイン、
125の物語

ザインされた、業界初のリマニュフ

ァクチャ（再製造）複写機。一九九

三年発売された先行機種「 RICOPY

」シリーズの六〇％以上の
FT5500
パーツを再使用。エコロジーを前提

とした循環型の設計思想を実現した

ロダクトのロングライフ化︑修理を意味

として堂々と発売した部分に︑優れた新

先駆的事例である。

するリフォービッシュなどのエコデザイ

領域デザインとしての先見性と先進性が

赤池 学
1999 再製造アナログ複写機

・ Spirio 5000RM
RICOH

株式会社リコー

ンも︑徐々に普及の兆しを見せ始めた︒

感じられた︒当時は︑すでにデジタル複

D 同社 経営企画室 総合デザインセンター

とは言え︑こうしたエコデザインを︑経

写機が台頭していた時期である︒そんな

マーケットに︑再生アナログ機で打って

出た勇気こそ︑トップの頭脳に環境経営

コー再製造アナログ複写機﹁ Spirio 5000

トが実現したものだ︒記憶すべきエコプ

開発など︑総合的なデザインマネジメン

開発の背景には︑まず全国の再処理工

意識が宿った証である︒

ャリング﹂の訳語︒それは︑回収した同
機種を再生して作られた︑質量比で六〇

ロダクトの逸品として讃え続けたい︒

﹂を世に問うた︒冠された
とは︑
RM
﹁再製造﹂を意味する﹁リマニファクチ

企業経営者の頭の中身のリデザイン︑事

するには︑環境経営という︑直言すれば

エコデザインをサスティナブルに形に

難の業である︒

済合理性とともに形にするのは︑実に至

075
R
M

ン﹂のデザインが︑いかに革新的デザイ

％を獲得したのはこの﹁ファーストスキ

以上の選手が着用し︑メダル総数の八〇

泳競技において︑この水着を百三十か国

二〇〇〇年のシドニーオリンピック水

の間で実験とコミュニケーションが︑幾

異業種の研究者とトップアスリートたち

るまでには製品開発担当者だけでなく︑

スチャーを持たせたのだ︒製品化にいた

整えるという視点から表面に溝状のテク

ヒントを得ることは︑古くからレオナル

モノ作りの手法において︑自然界から

である︒人間一人の情報量では発想しき

ーネット情報だけがさまよっているだけ

デジタル化時代とはいえ膨大なインタ

度となく繰り返されたに違いない︒

ド・ダ・ヴィンチやライト兄弟もそうで

れないことでも︑人対人︑集団対集団︑

ンであったかを立証している︒

あったようにデザインの基本的発想法な

発明や創造︑そしてデザインが生まれる

しかも国籍を乗り越えた会話から新しい

ただ﹁ファーストスキン﹂がデザイン

ても﹁デザインの大革命は自然と人間か

時代であると考える︒二十一世紀になっ

ら生まれる﹂ことの証しといえるのでは

タル解析技術を駆使しサメの皮膚をヒン
トに新しい生地素材を開発するだけでな

ないだろうか︒

発を継続することにより着実に毎年進化
している点にある︒この事例は︑二十一
世紀に入った今でも我々の身近な商品に
おいても大革命が起こりうることを立証
したのではないだろうか︒
それまでは︑とにかくスイマーの動作
ルにデザインされていたものが︑水流を

に大きく貢献した。

水着を着用し、十二の世界記録樹立

輪でも全競泳選手の半数以上がこの

抵抗を低減させている。シドニー五

れたカッティングによって表面摩擦

プリント加工、動的な要素を取り入

レット）の加工や、うろこ状の撥水

サメの皮膚をヒントにした溝（リブ

く︑人間工学︑水流解析など常に研究開

的に秀逸なところは︑当時最先端のデジ

のかもしれない︒

高尾茂行

Shigeyuki Takao

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

D 同社 スイム企画生産部 砂古 宏︑藤枝 宏︑南一樹／ウエア生産技術課 辻中克弥／商品開発部ウエア開発課 森健次朗 ┼スピード インターナショナル リミテッド
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抵抗を軽減するために小さく薄くツルツ

076

ドコモが携帯

戸谷毅史
Takeshi Toya

2000 携帯電話機

デジタル・ムーバ N502i HYPER
日本電気株式会社

D 株式会社NEC デザイン 鈴木千秋

モードのサービススタート期に投

入された携帯電話。インパクトのあ

るエンブレムをワンポイントに添え、

ファッションアイテムとしても期待

される携帯電話のニーズに応えヒッ

トした。メタリック仕上げを採用し、

若年女性層以外の層にも提供できる

カラーを実現。

ボタンや︑立体感のあるキーを採用した

ていた︒オプションで﹁

ボード﹂と呼

ことなどが︑使い勝手の良さに結びつい

ばれる文字入力用の外付けキーボードが

モード﹂である︒

個人向けのインターネット接続サービス

用意されていたことも︑メールを重視し

た機種があったものの︑この機種は︑あ

また当時︑すでにカラー液晶を採用し

着メロ配信やチケット予約︑ニュース速

えて四諧調モノクロ液晶を採用していた︒

モード﹂は当初から︑

報︑株価情報︑モバイルバンキングなど

画面上でのフォントの見え方は︑カラー

出来事だった︒
﹁

多くのオンラインサービスを提供してい

メロディ﹂
︑動画を表示する﹁

ア

たメールへの引用返信が可能になったこ

字のメールが一覧できたこと︑受け取っ

大型の液晶表示部によって︑標準で百文

された﹁ N502i
﹂は︑その メールのハ
ンドリングの良さが特徴的な機種だった︒

めの﹁ケータイ﹂へと進化を遂げるマイ

や画像を介したコミュニケーションのた

通話のための﹁携帯電話﹂から︑文字

と︑メール機能を呼び出すためのメール

ル ス ト ー ン︒
﹁ N502i
﹂は そ ん な 役 割 を
持った名機だった︒

裾野の拡大を如実に示していた︒

ニメ﹂の採用は︑若者や女性ユーザへの

﹁

ーに設定したこと︑
﹁四和音着信音﹂や

クレセントシルバーの三色をボディカラ

チェリーブロッサム︑シンシアブルー︑

りだった︒

を閲覧するための情報機器という仕上が

よりも数段優れており︑まさに文字情報

モード﹂の利用価値を高め

たが︑中でも
存在が︑
﹁
たと言えるだろう︒携帯電話毎にメール
アドレスが割り当てられ︑時と場所を選
ばずにインターネット上での メール交
換が可能になったことで︑ユーザの利便
性は一気に向上した︒
サービス開始から一年後の二月に発売

i

E
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125のデザイン、
125の物語

i

が始まってわずか五年︑パーソナルな携

を開始した︒それが﹁

電話によるインターネット接続サービス

一九九九年二月︑

077

た姿勢の現れだったと言えるだろう︒

i

メール送受信サービスの

i

帯電話単体からのアクセスは︑画期的な

i

N
T
T
E

i

E

i

﹁宇宙創生の謎に挑む︑人類の最も鋭い

り始めている︒家庭内の

住宅設備メーカーだけの仕事ではなくな

システムを

眼﹂
︒それが︑ハワイ島マウナケア山頂に
誇り高くそびえ建つ︑
﹁すばる﹂文部省

検討している家電メーカー︑家庭用燃料

なり始めている︒
﹁すばる望遠鏡﹂の開

電池コジェネシステムを開発しているガ

プロジェクトは一九九八年十二月︑その

発は︑まさにこうしたユニバーサルリレ

ス事業者などとの連携が︑開発の前提に

記念すべきファーストライトの日を迎え

ーションデザインの︑突出した︑そして

の歳月と︑四百億円の費用を投じたこの

た︒そこに集ったのは︑計画から完成ま

世界的な成果である︒

マウナケア山頂に建つ︑機能美を全面

成功した︒しかし︑口径八・二メートル

電機をはじめとする大手メーカーの技術

ユニバーサルデザインの世界では今︑

という︑単一の鏡としては世界一大きな

に打ち出したシンボル性の高いドームの

﹁ユニバーサルリレーションデザイン﹂

主鏡と世界最新鋭の技術を駆使し︑宇宙

者︑宇宙航空観測の熟練した要素技術を

という考え方が台頭してきた︒商品やシ

からの可視光と赤外線を観測できる望遠

建築デザインは︑並び立つ各国の望遠鏡

ステムの開発︑設計の段階から多くの企

鏡設備こそ︑日本のものづくり技術の発

持つ日本の町工場の親父たち︑そして建

業︑あるいは技術者が︑いわゆる﹁コラ

信に大いに貢献している︒
﹁すばる望遠

のなかでもかなり目立ち︑日本の研究施

ボレーション﹂の形で参画し︑みんなが

鏡﹂が︑ものづくり技術立国日本のブラ

設の存在感を強くアピールすることにも

使いやすく︑各社が応分のメリットを供

ンディングに貢献する施設として太平洋

築家やデザイナーなどの数多くの関係者

与できる製品を開発する︑といった取り

たちは讃えるべきだと思う︒

の真ん中で機能し続けている事実を︑私

ートしている。

の新しい技術革新をデザインがサポ

的な観測性能を達成するため、数々

八・二メートルという大きさ。画期

望遠鏡。光を集める鏡の有効口径は

ウナケア山頂にある大型光学赤外線

標高四千二百メートルのハワイ島マ

組みである︒例えば︑次世代型のキッチ

たちだった︒

でに参画した︑国内外の天文学者︑三菱

国立天文台ハワイ観測所である︒十余年

赤池 学

Manabu Akaike

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
文部省国立天文台 ┼三菱電機株式会社

D 文部省国立天文台 ┼三菱電機株式会社 デザイン研究所
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ンを開発しようとする時︑それはもはや

078

西山浩平
Kohei Nishiyama

2000

無印良品
株式会社良品計画

スタートした無印良品は、海外へも

るコンセプトを表に出していた︒つまり︑

むしろ︑はじめからグローバルに通用す

さというコンセプトを体現していない︒

ある思想は︑正直さと誠実さである︒無

コンセプトを内包するブランドとともに

﹁無印﹂でも﹁良い﹂
﹁品﹂を︑という

かどうかが問われてきている︒

工業立国としての日本ブランドを語る言

化・多機能化をはじめとした形容詞は︑

という言葉によって表現できた︒小型

席巻した時︑日本のイメージはハイテク

求めやすい価格を両立し︑海外の市場を

らしさと同様に︑もしいくつかの企業ブ

ーラやマクドナルドが示唆するアメリカ

﹁らしさ﹂をもたらしている︒コカ・コ

品に結び付ける試みは︑日本に新しい

ウェブ 2.0
の先取りとも言えるこれら
ユーザーの﹁ほしい﹂をダイレクトに商

積極的に展開してきた︒

092

125のデザイン、
125の物語

「わけあって安い」で一九八〇年に

進出。日本を代表するデザインへと

成長した。グッドデザイン賞では二

〇〇〇年の時点で、そのデザイン思

想とマネージメントの視点から再評

サイクルが遅くなり︑機能に対する相対

価を行った。

無印良品は︑日本らしさを象徴するブ

る︒もはやハイテクと多機能だけで︑世

的な価値が落ちてくると︑様相は一変す

D 株式会社良品計画

ランドとなっているようだ︒米国で﹁例

界にプレゼンスを示せる時代は終わりつ

つある︒今となっては︑使い手である個

素材の選択︑工程の点検︑包装の簡略化︑

印良品はテクノロジーとこなれた価格を

人の欲しいと思う気持ちをくすぐられる

をコンセプトにしていったわけだが︑今

むしろ︑ブランドを表現する手段として

用い︑インターネット等を通じてユーザ

葉である︒このブランドイメージは︑良

ランドに日本らしさを語らせるとしたら︑

ーのほしいという声を大切にする活動を

い生活を求めて短い周期で﹁未来の生活

間違いなく無印良品はその一つとなりつ

つある︒

支えられてきた︒ところが︑このような
家電や自動車が生活に行き渡り︑消費の

への投資﹂をする世界の消費者によって

ソニーやトヨタがテクノロジーと買い

ンドに育ちつつある︒何故か？

では日本そのものをイメージづけるブラ

本来︑無印良品のブランドは日本らし

くなる一方だ︒

という発言を聞くにつれ︑この思いは強

えば︑無印良品のように日本人は⁝⁝﹂

079

ンと︑目をみはって確認したものだった︒

│﹁ A‒POC
﹂
の最近の展示会を訪れ︑やは
り世界で唯一無二のファッションデザイ

のすべてのパーツが織り込まれている│

ージ柄や皺の寄り具合も含め︑ジーンズ

一枚の布に︑独特の味わいを出すダメ

をもって︑一本の線で結ばれていること

先端技術とものづくりをつなぐ共通言語

一方で﹁ A‒POC
﹂の優れている点は︑
デザイナー︑技術者︑工場スタッフとが︑

ている︒

ザインの途を切り開いたことをも意味し

をも適正化していく︑まったく新しいデ

の発想から生まれたもの︒藤原大が加わ

に新しい息吹をもたらしてきた三宅一生

文 字 を と っ た﹁ A‒POC
﹂ は︑
﹁一 枚 の
布﹂という思想のもと︑デザイン界に常

やぐ気持ちや︑身に着けて歩く時に元気

れてくる︒だからこそ︑袖を通す時に華

ハイテク化されたシステムによって生ま

が︑相通ずる志を持った人間を介して︑

だ︒高度なクリエイションがなされた服

﹁ A Piece Of Cloth
︵一枚の布︶
﹂の頭

って九八年に世に登場して以来︑たゆま

大量生産によって安価なものが皆に行

くるのだろう︒

になる気分などが︑服を通して伝わって

ザインが背負ってきた課題のひとつは︑

き渡る時代が一段落し︑適量生産によっ

まり︑
〝一着＝一枚の布〟で完結する服

まれていく仕組みを作ることだった︒つ

枚の布に服のデザインそのものが組み込

もの﹂という明快な考えが体現されてい

ろうか︒
﹁デザインとは時代を切り開く

に大きな意味を持っているのではないだ

時代へ︒そんな中にあって﹁ A‒POC
﹂
の登場と現在にいたる進化の軌跡は︑実

て適正価格のものが欲しい人に行き着く

を︑量産化できるシステムとしてデザイ

る︒
﹁ A‒POC
﹂ を 着 る 度 に︑ そ ん な 思
いに及んで︑身体も心も弾んでくる︒

を実現した。

の服が完成するという新しい関係性

ーが自らハサミを入れることで一枚

いくだけで、服が完成する。ユーザ

放しでもほどけない布地を、切って

う発想から誕生したデザイン。裁ち

「一枚の布から服が生まれる」とい

ンしたのだ︒これはまた︑多品種少ロッ

﹁ A‒POC
﹂が出した回答は︑精緻なコン
ピュータ・プログラミングによって︑一

﹁多品種少ロット生産﹂への対応だろう︒

他の領域に先駆けてファッションデ

ない進化を続けてきた︒

川島蓉子

Yoko Kawashima

2000

A-POC

株式会社三宅デザイン事務所

D 三宅一生 ┼藤原 大

Gマーク大全
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トという課題に対して︑布や資材︑労力

080

戸島國雄
Kunio Toshima

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

D オーザックデザイン ┼増永眼鏡株式会社

ワンポイントでレンズを固定させる

一日として暮らせないという点ではイン

メガネは医療器具である︒それなしでは

レームの歪みを放置し続けているメーカ

を使っているなら︑そしてかねてよりフ

る表現を超越している︒あなたがメガネ

としてフレーム全体が歪んでしまう︒耳

その結果として蝶番やブリッジをはじめ

は装着した瞬間からテンプルが広がり︑

耳と鼻を支点とする近代的なフレーム

だ︒この文章で僕は構造の説明をしなか

メガネに関する限りこれこそがデザイン

か︒その答えは星の数ほどあるが︑こと

れしかない︒デザインとはいかなるもの

医療器具だと僕が断言できるメガネはこ

094

125のデザイン、
125の物語

アンチ・テンションフレーム。その

固定方法がリムに加わる応力を吸収

し、レンズに歪みを生じさせず、両

眼のフレーム距離を一定に保持する。

着した瞬間に本来の性能が発揮できない

スリン注射と同じ存在だとさえ僕は思う︒

ーを疑心暗鬼に見ているのなら︑テンプ

まま生涯を終える︒

ところが︑使用者の命を預かるという気

ルをいかように広げようとも微動だにし

のだが︑治療が目的でないかぎり普段使

概をもってメガネを作っているメーカー

ないこのメガネのレンズを体験するのが

の欠陥を克服しているのかは︑文字によ

は︑片手に足りないくらいの数しかない

よろしいと僕は思う︒
レンズとは︑
かよう

﹁アンチ・テンション﹂がいかにしてこ

かもしれない︒一説には八百年といわれ

深い感慨を抱かずにはいられないだろう︒

な働きをもって視力を矯正するものかと

いのメガネは医療器具としては認められ

の欠陥に真正面から取り組んだメガネは

川崎和男は八年を費やしてこの構造を

を支点とするのだから︑テンプルを広げ

った︒それは︑あなたへのささやかなプ

デザインした︒発売から七年になるが︑

て頭部に圧着するのは仕方のないことだ︒

加わった力をリムがどのように吸収して

レゼントである︒テンプルを広げた時に

いるのか︑店へ行ってとくとご覧あれ︒

適正な位置からズレる︒検眼時に目に最
適なレンズでも︑フレームに固定して装

フレームが歪めばレンズは圧迫を受けて

て最後だろう︒

この﹁アンチ・テンション﹂が最初にし

る歴史において︑宿命といわれる構造上

ない︒しかし声を大にして言いたいが︑

かけている人にとっては身体の一部な

081

毎朝新鮮な牛乳が届けられたのはいつ頃

て︑牛乳びんが並んでいる︒こうして︑

に白々と︑夏にはもうすっかり汗をかい

口脇の木箱を開けると︑冬はまだ暗い中

カタカタという音で目を覚ます︒勝手

五キロも軽い︒さらに︑ガラスが薄くな

ころがこのビンだと︑ケースの総重量で

四十本入れると二〇キロ近くなった︒と

二四四グラムと中身より重く︑ケースに

ラムしかない︒従来はびん自体の重さが

った分︑牛乳びんらしい形はそのままに

均一なガラスの厚さを見せる胴︒あいま

分厚くて少し凹んだ底や︑うねうねと不

のに︑牛乳びん以外のなにものでもない︒

性的な容器だ︒何ということもない形な

ラスくずとして再びびんの材料となるが︑

に延ばしている︒寿命を終えたびんはガ

送中の傷を防ぎ︑びんの寿命を二倍以上

は︑表面に二層の樹脂皮膜をかぶせて輸

回収して再使用するリターナブルびん

ぐっと小型になった︒

いな撫肩の上についている分厚い口は︑

されて有害なガスを発生することはない︒

徹底した小型軽量化による資源の有効活

その際樹脂皮膜は水素や炭素などに分解

まで濡らした︒飲み終わった牛乳びんは︑

用でＣＯ ２排出量を削減し︑環境負荷の

飲むときっとあふれてアゴから首から胸
洗って逆さに立てて水を切っておく︒朝

今後増えるお年寄りだけの家庭などで

低減に貢献している︒

人数分の空き瓶が﹁今日もちゃんと飲み

は︑毎朝新鮮な牛乳が自宅まで届けられ

しずつ広がって︑カタカタという懐かし

ました﹂という具合に並べられていたも
あれから四十年以上たった今︑画期的

い音を聞きながら遠い記憶の中にまどろ

るのはありがたい︒牛乳配達が︑また少

なエコデザインで変身したのだ︒この軽
ットル入りで︑ちょうど半分の一二二グ

て注目された。

ーサルデザインの実践例の一つとし

の重量が約五キロ軽くなり、ユニバ

は五〇％軽量化を実現。ケース単位

「牛乳びん」シリーズ。この事例で

減 を 前 提 に、 軽 量 化 に 取 り 組 ん だ

高齢者の増加や運搬配達時の労働軽

んでみたいものだと思う︒

のだ︒

食後の台所には︑きれいになった家族の

小さな弟や妹には大き過ぎて︑そのまま

それにしても︑牛乳びんというのは個

までだったろうか︒

益田文和

Fumikazu Masuda

Z200

2001 牛乳びん

％軽量
東洋ガラス株式会社

50

D 同社 市場開発部 安部仁深

Gマーク大全
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量牛乳びんは今までと同じ二〇〇ミリリ
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テレビが︑ドッカンとリビングを占領
していた時代は終わろうとしています︒

Kozo Sato

液晶画面の下に大きなステレオスピ

めて困難な作業です︒デザインフォルム

を試したものだと思います︒これは︑こ

096

125のデザイン、
125の物語

ーカーを配置し、それを豊かなフォ

ルムで包んだデザイン。液晶テレビ

が市場に受け入れられはじめた時期

に、そのユニークなフォルムにより

圧倒的な認知を得て、家電製品にも

優れたデザインが必要であることを

改めて印象づけた。

ホトホト困るけれど大切なもの︒でもコ

には︑同時代の全ての情報が包含され

佐藤康三
2001 液晶カラーテレビ

シリーズ
AQUOS

シャープ株式会社

ンピュータと同じで﹁使わなければ︑た

﹁見えざる事々を見えるもの﹂へと変換

D IDK デザイン研究所 喜多俊之

の持つ機能の認知造形からの制約を超

だの箱﹂
︒ただの箱は︑面白くもおかし

します︒高速化したマーケット情報の中

全く新しい﹁フォルム﹂の提案はきわ

えた造形に成功しています︒

くもなかった︒そこに︑なんともユーモ

で︑フォルムそのものの研究は軽んじら

ラスで不思議な表情を持つ薄い

て人生を豊かにするファンタジーやポエ

れた︒
近代・現代デザインのフォルムを語る

ジーの提案が︑何より重要なことのひと

い時期に来ているのかも知れません︒

であるソニー

の﹁ TV8-301
﹂
︵一 九 五 九 年 ︶は︑ま さ
に︑先の﹁形態は〜﹂を証明しているモ

れからのデザインランゲージにとって極

界で最初のポータブル

ノです︒また︑モダニズムの抽象的フォ

ん︒必ずしも表層的な構成主義的造形を

ではないかと思われます︒

在を思い起こさせる﹁ AQUOS
﹂は︑新
たなデザインの可能性を示唆しているの

目指すものではなく︑フォルムの内示と

何形態の追求の金字塔にブリオンヴェガ

後に現れる︶の立方体で︑それまでの

T

ラックフェース︵ディスプレイは︑通電

デザイン︶があります︒これは︑全面ブ

外示の新たな関係︑そこに潜む神性の存

T
V

の﹁ BLACK ST201
﹂
︵一 九 六 九 年︑マ
ルコ・ザヌーゾ＆リチャード・サッパー

ルムの究極として︑

めて重要な事件とも言えるかもしれませ

T
V
における純粋幾

﹁ AQUOS
﹂の持つユーモラスな姿は︑
液晶テレビの﹁フォルム﹂に新たな提案

つであることを再認識しなくてはならな

ときに︑ ・

サリバンの言う﹁形態は

れる風潮にありますが︑デザインにとっ

が現

画面サイズが大型化し︑狭い我が家では

V

083
T
V

日においてもたびたび引用されます︒世

H

機能に従う﹂という有名なフレーズが今

L

いくらいのデザインによって︑家電製品

象でした︒これ以上はシンプルにできな

て見えるデザイン﹂というのが最初の印

家電製品というよりも﹁調理器具とし

イン力︑そして日本のものづくりを支え

カーの新しい技術と︑インハウスのデザ

ザインも進められました︒大手家電メー

地場産業メーカーとやり取りを通じてデ

素材の持ち味を最大限に生かすために︑

る地場産業メーカーとの絶妙なコラボレ

の機械的なイメージを払拭し︑調理器具
としての姿をつくり上げているのだと思

ーションから生まれたジャパンプロダク

このシリーズはデザイナーが︑自身も

トなのです︒

マートな熱源︑吹き零れても手入れが簡

一人のユーザーとして﹁テーブルウエア

のいる家庭でも安心して使えます︒そし

い︑数々の難問を一つずつクリアーして

ーとして美しいものをつくりたい﹂と願

これは企業のインハウスデザイナーが︑

てこのデザインは︑調理することを目的
の

いくことで完成に至ったと聞いています︒

伝わる効率を上げ︑その便利な

ユーザーに近い視点とデザインへの情熱

を持ってクリエイションすることで︑生

活者のリアルな要求にこたえるプロダク

日本の食文化にふさわしい素材をセレク

ーカーとインハウスデザイナーの底力を

正しいものづくりをしている日本のメ

トが生まれた一例です︒

トした結果︑新潟県燕市のステンレス鍋︑

みせつけられた作品だと思います︒

鉄鍋といった地場産業のメーカーとの共
同開発によって三種類の
﹁

熱 源 と 鍋 を一体 化 さ せ た 調 理

うとする試みとして注目される。

の生活によりなじむ道具を生み出そ

の技術を融合させることで、日本人

三種がある。地域産業の技と大企業

器。ステンレス鍋、土鍋、鋳造鍋の

I
H

I
H
N
A
B
E

シリーズ﹂は生まれました︒それぞれの

株式会社東芝

IHC-25PA, IHC-25PB, IHC-25PC

2001

三重県四日市の陶磁器︑岩手県水沢市の

デザインとは何かということを追求し︑

家族の団欒︑豊かな食卓にふさわしい

方をみせてくれました︒

可能性を広げ︑新しい卓上調理器のあり

I
H

として専用の鍋をセットしたことで熱の

単な

調理器は︑高齢者や小さな子供

立ち上がりも早く︑空気も汚さないス

います︒

柴田文江

Fumie Shibata

調理器

I
H

D 同社 デザインセンター 松本博子

Gマーク大全
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五十嵐久枝
Hisae Igarashi

2001 温水洗浄便座一体型便器

サティスシャワートイレ

トイレにつきものの洗浄水タンクを

レとして機能が果たせれば良いと考えて

育たなかった︒約一畳の空間で単にトイ

ても︑トイレスペースの新たな価値観は

しかし︑快適性を増した機具が登場し

化する場︑
﹁トイレ﹂がうってつけの場

狭さが効果的な場合がある︒水があり浄

落ち着かせ︑リセットするのに︑程よい

快適に過ごせる場所を必要とする︒心を

にも心理的にも︑人は少しの間ひとりで

価値を認識されるのではないか︒肉体的

098

125のデザイン、
125の物語

なくし、多彩な機能が凝縮された温

水洗浄便座。こうしたごくあたりま

えに見える商品は、数々の技術的蓄

積によって生み出される。生活者が

望むトイレプランニングの自由度が

高まった。

が生まれたのがタンクレスの
﹁サティス﹂
︒

株式会社INAX
D 同社 設備事業部 設備商品開発室 中島英博

サイズもイメージも大型化していったこ

そんなネガティブなイメージを払拭する

奥行き一四〇ミリメートルの短縮が︑コ

そんな中︑新しい発想から新たな価値

とも事実だ︒

きっかけは︑便器が水洗になり和式から

ンパクトな空間にもたらす余裕は大きい︒

毎日使う場所だから︑幼児も老人も元

洋式に変化したこと︒それまで床は水洗

リングなど室内床素材まで選択範囲が広

気な時もそうでない時も︑誰でもいつで

トイレの居心地を改めて考えてみる良い

がった︒足元がウエットからドライに変

も気持ちよく使いたい︒介護人も一緒に

いをするため︑石やタイルが主流だった

わったことは居室化の第一歩といえる︒

バリアフリー︑趣味の世界など様々なト

使いやすいトイレもあるだろう︒居室化︑

機会となったのではないだろうか︒

その後も便器は進化し続けている︒温

イレが実現可能だ︒

これからトイレは︑さらに新しいコン

しまう固定観念を覆す発想が生まれなか

所となるのかもしれない︒

パクトなプライベート空間として︑その

ったのは何故か︒限られた住まいのスペ
とんどなかった︒多機能化した機具は︑

ースで︑余裕を持ったトイレの存在はほ

次々になされている︒

節水・メンテナンスなどの新しい提案も

本だろう︒臭いや音のストレスも軽減し︑

水洗浄便器が世界一普及しているのは日

が︑最近ではクッションフロアやフロー

に変わりつつある︒暗くて湿った冷たい︑

る場所︒トイレが︑快適に過ごせる場所

トイレは〝ご不浄〟ではなく︑浄化す

085

ることとなり︑気がついてみれば人々の

しか建造物を作ること︑大きな建物を作

に関わりをもつものであったのに︑いつ

めとする人々の生活︑暮らしぶりに密接

建築というものは︑造園︑造家をはじ

が文字媒体︑視覚媒体︑映像媒体などと

﹁せんだいメディアテーク﹂では︑市民

ょうか︒

期待される建築と言えるのではないでし

としての空間そのものこそが︑これから

れた観念の押し付けとして空間を提示し

れているような建築の中にさえ︑既成さ

優れているとされ︑雑誌に取り上げら

飛び越えてデザインする新しい世代のデ

ア︑雑貨やホテルまで︑領域を軽やかに

グローブなど家具デザインからインテリ

ドや︑ロンドンに拠点を持つロス・ラブ

ニューヨークで活躍するカリム・ラシッ

親しむ空間を︑家具とともにメディア化

ているにすぎないように思われるものが

ザイナーたちが自由にデザインした家具

生活︑考え方までも制約してしまう存在

どれほどたくさんあることか︒公共建築

は︑空間やそこで生まれる行為や遊びに

してしまったといってもいいでしょう︒

において建築家の作品としての建物や︑

デザイナーの作品の選び方︑建築家が

作品とも呼ぶことのできないエゴイズム

ク ﹂ は﹁チ ュ ー ブ ﹂
﹁プ レ ー ト ﹂
﹁ス キ

デザイナーと交流する方法も︑コンピュ

多大なインスピレーションを与えていま

ン﹂という全く新しい素材の構成により︑

ータを使い非常にメディア的な方法でデ

を感じさせる建築表現が多い中︑伊東豊

その存在自体を消してまで建築にまつわ

ザインされたと言えます︒仙台市に内と

す︒

るマテリアルを軽く表現しようと言うの

らも解放されるべく新しいメディアとし

外の関係からも解放され︑建築の存在か

出しゃばることなく建築物の中で成さ

ないでしょうか︒

ての建築空間が出現したと言えるのでは

価を行った。

れた運営体制等も含め、総合的に評

は、計画段階からの市民参加、開か

しい公共施設。グッドデザイン賞で

メディア環境を軸に融合した全く新

の情報提供の四つの機能を、新しい

映像センター、視聴覚障害者のため

アートギャラリー、仙台市図書館、

ことのできる空間︑また生活のメディア

です︒

雄の作ったこの﹁せんだいメディアテー

にまでなってしまいました︒

黒崎輝男

Teruo Kurosaki

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

D 株式会社伊東豊雄建築設計事務所

Gマーク大全
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れる行為や人々の行動をそっと包み込む

086

二〇〇〇年十月︑街は赤︑青︑黄色の

サイトウマコト
2001

Makoto Saito

のキャンペーン
Smap

ビクターエンタテインメント株式会社 ┼ TUGBOAT
┼サムライ

交通広告︑新聞広告等のマス広告︑携帯

ケーション戦略により︑スマップがその

スマップは当時すでに押しも押されも

くことで発見されたものであることだ︒

いう対象を見つめ︑根源をつきつめてい
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他の音楽グループとは異なる Smap
の 存 在 感 を 高 め る た め、 あ た か も

」という新しいブランドが
「 Smap
立ち上がったかのような方法で展開

されたキャンペーン。いわゆる広告

宣伝手法とは異なる、新しいコミュ

ニケーションデザインを提示したも

のとして注目された。

ストラップやティッシュボックスなどの

D サムライ 佐藤可士和

スマップのフレッシュさを改めて表現し

ジャケットに始まりビルボード︑

ード︑駅貼りポスターなどあらゆる広告

た︒

スペースを通じて三色が街中にあふれ︑

コンサートグッズなど︑あらゆるものを

グラフィックにジャックされた︒ビルボ

新聞各紙にはこの三色のグラフィックと

メディアとして同列に扱い︑ブランドイ

メージを拡大していった︒ここをスター

トに︑その後も続く佐藤可士和とのコラ

赤︑青︑黄色を使った極めて力強いビジ

存在感を他とは違うものとしていったこ

ボレーションによるビジュアルコミュニ

ュアルを制作し︑それを街中に溢れさせ

注目すべきことは︑強いグラフィック

のこのブランディングが︑デザイナーが

せぬ人気グループではあったが︑デビュ

根源をつきつめ︑曖昧な部分をできる

お仕着せしたものではなく︑スマップと

ーから十年を経て︑少年アイドルグルー

とても日本的な方法と感じる︒

のアートディレクションの方法論︑私は

だけ削ぎ落とすという︑この佐藤可士和

ところに新しさがある︒選ばれた三色は

良い名前をロゴタイプ化し︑記号化した

ディングだった︒スマップという響きの

佐藤可士和の採った方法はリ・ブラン

想像する︒

プのイメージを拭う必要があったものと

を視覚化した︒

のようにして︑スマップの存在感や勢い

という新しいブランドが立ち上がったか

とは間違いない︒

発売告知の広告展開であった︒彼は︑

佐藤可士和によるスマップの新しい

面広告が掲載された︒

ロゴタイプの活用マニュアルを模した全

C
D

087
C

ることによって︑あたかも﹁スマップ﹂

D

された中州のゴミ廃棄場跡地が︑イサ

札幌市郊外豊平川の蛇行により取り残

ケールの大きな公園として完成した︒

る公共のスペースとして︑また遥かにス

一九八八年︑イサム・ノグチは札幌市

時ここは﹁環状グリーンベルト構想﹂が

ム・ノグチ生誕百年の二〇〇四年に広大

ニューヨーク︑ロングアイランドシテ

進み︑ゴミの投棄場として機能しながら︑

に依頼されて︑彫刻作品を設置する場所

ィにあるイサム・ノグチ・ガーデンミュ

拠点となる公園に再生すべく︑原型とな

を探し︑このモエレの地を見出した︒当

ージアムの二階のコーナーに︑幾度も修

る計画が出来ていた︒イサムはこれを修

なスケールの公園プロジェクトとして完

正されたリバーサイド公園プロジェクト︑

コラボレーションにより︑ヒューマニテ

正しながらマスタープランをデザインし

ィ溢れる公園として完成にこぎつけた︒

さまざまなランドスケープ︑広場やガー

される︒リバーサイド公園はルイス・カ

彼の非凡なる才能の参加がなければ︑

たが︑基本計画が終わったところで他界

ーンとの協同で企画されたもので︑当初︑

おそらくこのような雄大なスケールの

デンの模型が常設されている︒これを見

好意的に進んだが︑その後︑地域住民の

﹁大地に刻まれた彫刻﹂
︑子供が生き生き

する︒その後も︑彼の思いは行政やショ

排他的運動により︑実現を見なかったと

と走り回る空間の﹁質﹂は開花しなかっ

るとあらためてノグチの作品が周囲の空

聞き及ぶ︒
﹁モエレ沼公園﹂は︑このリ

たであろう︒忘れ去られたような土地が

ージ・サダオ︑アーキテクトファイブ等

バーサイド公園に計画された地形や起伏

メッセージ性と価値ある公共の施設へと

に引き継がれ︑多くの人々を巻き込んだ

を生かしたさまざまなプレイグラウンド

再生するのを見るにつけ︑大いなる感動

間と密着したものであることを思い知ら

や池︑散策をする丘など︑それぞれのテ

を覚えるものである︒

備された。

ある」という氏の考え方に基づき整

体が大地に刻まれたひとつの彫刻で

ノグチによるものであり、
「公園全

ル）
。マスタープランは故イサム・

総合公園（計画一八八・八ヘクター

札幌の北東部にある札幌市で最大の

れた施設や設備をもつ︑あたたかさのあ

間をとりこむ環境芸術であり︑時間や空

成した︒

川上元美

Motomi Kawakami

2002

モエレ沼公園
札幌市

D 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ブ

Gマーク大全
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ーマが集大成されたもので︑人々に開か
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戸谷毅史
Takeshi Toya

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

きの思い出を再現すること」を意図

憶を鮮やかに呼び覚ましてくれる映像や

することもまた事実︒これほどつまらな

ながら︑秀逸なインターフェイスの存在

これだけの機能性と柔軟性を併せもち

102
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「写真が見たいのではなく、そのと

したソフトウェア。デジタルカメラ

で撮った写真とお気に入りの音楽か

ら、誰でも簡単に映画の予告編の様

な映像を作りだすことができる。人

間の感性とデジタル的データをどう

結びつけたらよいかという課題への

音楽︒その全てを再生したい﹂
︒開発者

一つの解答である。

過去のアルバムを開くとき︑忘れてい

が語るこの言葉に全てが込められている︒

D 同社 平野友康 ┼リビング・ライフ・プロジェクト ┼株式会社グラムーブ

た出来事や懐かしい思い出が次々とよみ

全く異なる写真との﹁接し方﹂である︒

このソフトが提供するのは︑今までとは

まった経験が︑誰にでもきっとあるだろ

静止画である写真の中に流れる時間の存

りの際︑ついつい古い写真に見入ってし
う︒私たちは何かを記録するため︑記憶

在を︑これほど鮮烈に思い起こさせてく

映像製作の初心者であっても︑わずか

を補強するため︑感動を定着させるため
す︒そしてその映像を再度目にすること

数ステップの簡単な操作を行うだけで︑

れるソフトは︑かつてなかった︒

で︑楽しさ︑驚き︑悲しみなどの感情や︑

豊かな映像表現を手に入れることができ

ーザーであれば︑自らの表現を十二分に

る︒また︑映像に関する知識の豊富なユ

いことはない︑と思っていた私だが⁝⁝︒

故に︑ほとんどマニュアルレスで操作で

活かした作品づくりも可能である︒

この﹁ライフ・ウィズ・フォトシネマ﹂

だろう︒

けた感動を︑きっと共有していただける

ご自身で操作していただきたい︒私が受

きることも高く評価したい︒ぜひ一度︑

を観るように﹃写真﹄を楽しみたい﹂
﹁記

写真の楽しみ方を変えてくれた︒
﹁映画

の新しいコミュニケーション・ツールは︑

い！ ﹁記憶の編集作業﹂が可能な︑こ

他人のアルバムが見たくて仕方がな

ってしまった︒

を知った今︑考えを改めざるを得なくな

運動会のビデオを見せられたりして閉口

とは言え︑他人のアルバムや︑子供の

することができる︒

記録された情景にまつわる記憶を再確認

などさまざまな理由からシャッターを押

がえる︒大掃除の合間や引っ越しの荷造

089

屋に入っていくという︑ちょっと変わっ

中心の居間が六角形でそこから全ての部

初めて接したのは︑子供の友人宅︒家の

わずか数年前である︒ウォシュレットに

自宅にウォシュレットを入れたのは︑

出される旋回水流︵トルネード！︶で自

た形状になって︑奥のノズルから直接噴

ぞきこみたくないフチ裏が︑スッキリし

きた︒便器の中でも︑不潔でもっともの

旋回する﹁トルネード洗浄﹂を投入して

には聞いていたけれどと︑不安なまま使

落とすことができた︒もちろん洗浄水量

掃除の時も流し止めで︑サッパリ洗い

動洗浄される︒

用後にウォシュ・ボタンを入れたら︑床

は六〜八リットルの節水型︒

という経験をされたのは︑私以外にも絶

！
！

こを終えなければ終わらないのが︑トイ

家の掃除で一番後回しにしたく︑でもそ

それから二十年が経ち⁝⁝家を新築す

フェバーをいち早く仕掛けたデザイナー

レの掃除︒
﹁事務所のトイレ掃除は︑僕

てしぶしぶ入れてみた︒ところが使い始

が︑何気なく︵？︶言っていたのを思い

の仕事にとってあります﹂と西麻布のカ

めてみると︑それまでは単なる清潔願望

出す︒エライ！ 確かに︑そこから︑家

ットを使っては︑という﹁夫唱﹂に従っ

商品に過ぎないと断じていたのが︑今や

全体の掃除プログラムが見えてくる︒

らぬモノと認めることに︒
﹁温水洗浄便
座﹂は︑いまや日本が世界に誇る産業技

が︑同社

術となり︑日本の家庭の二軒に一軒は採
り入れているそうだ︒
そこに今年は同じく
の﹁ネオレストシリーズ﹂に︑洗浄水が

を目的に様々な配慮がある。

便器。他にもトイレ空間の質的向上

に減らし、メンテナンス性を高めた

より、使用時の水の使用量を画期的

流方法と、防汚技術の組み合わせに

トルネード洗浄というあたらしい水

自分たちの健康維持のためになくてはな

るにあたって︑年齢を考えてウォシュレ

対におられるはず︒

家庭の主婦となってそろそろ三十年︒

一面スプラッシュしてしまった︒
﹁ ﹂

た造りで︑さすがにトイレも最新式︒話

船曳鴻紅

Coco Funabiki

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

D 同社 デザインセンター 白鳥昌己︑谷 稔︑迎 義孝
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れほど多くの人達が利用し︑身近になっ

こでも近くにあるもの︒それが普通︒こ

暇なときはゲームもできる︒いつでもど

コミュニケーションして︑情報を得て︑

かりではない︒電話なのに話しはせずに

てきている︒話せればいい︑と思う人ば

最近の携帯電話は不思議な存在になっ

で選べるものはなかったからだ︒

は味わえなかった︒気に入ったデザイン

帯電話を買い替えてきたが︑こんな気分

手に入れた気分︒これまでいくつもの携

しい︒ひそかに欲しかったおもちゃでも

で使う気分は︑今までとは違って妙に嬉

られている︒バッグから取りだし︑人前

れいに納まり︑しかも操作性もよく考え

れてしまった︒スタンドに置いた姿もき

で︑最初は違和感があったが︑すぐに慣

してみると従来のものよりも直線的なの

も美しく︑よく手に馴染む︒実際に操作

ひとつひとつの面取りや全体の角アール

ョコレートのようで可愛らしい︒ボタン

きれいにパッケージされた白と黒のチ

手の中にある︒

チョコバーのような携帯電話が︑私の

091

五十嵐久枝
Hisae Igarashi

2003 携帯電話機

INFOBAR

NAOTO FUKASAWA DESIGN深澤直人

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
D

が企業イメージを転換する起

爆剤となった携帯電話機。生活者に

向けてデザインをまず提案し、その

支持を得てから生産販売するという

デザインオリエンテッドな展開がさ

れている。端正なフォルムとともに

チマツ」といったユニークなカラー

「ニシキゴイ」
「ビルディング」
「イ

名称でも話題となった。

たのだから︑ニーズに合わせて選べる機

能はたくさんある︒しかしデザインは選

べなかった︒カバーリングも問題ではな

い︒もっと愛せる︑もっと自分らしい携

帯電話が欲しい︒なぜ︑デザインを重視

した携帯電話がないのだろうかと︑よく

話題にも上った︒売れないはずはない︒

機能さえあればいいのか︒もう見慣れた

似かよった姿では︑納得できない満足で

きない人たちは多い︒老人から子どもま

で使うものでありながら︑デザインが一

ようにデザインもカスタマイズされても

辺倒というのは無理がある︒機能と同じ

おかしくはない︒もちろん百人百様とは

いかないかもしれないが︒

この﹁ INFOBAR
﹂を使いながら︑こ
れからの携帯電話がもっと自由に︑もっ

と楽しく︑もっと驚くようなものになっ

てゆくだろうと期待を感じる︒携帯電話

らしくない携帯電話を見掛ける日もそう

遠くないのかもしれない︒

と誰かに驚かされる日を楽しみに︒

﹁私はこんな携帯電話を使っています︒
﹂
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a
u

私はこの洗濯機が好きだ︒とてもよい
デザインだと思う︒

ラスの蓋を通して洗濯ドラムの底まです

っかり見える︒思わず笑いを誘うほど痛

特異な形ではあるが︑嫌味がない︒人と

うといったような飄逸な味わいがある︒

こんなものが出来ましたが︑どうでしょ

ると︑様々な問題が次々と解けていって︑

く落ちる︒除菌乾燥で衣類はもちろんド

┼ソフトたたき洗いだから実に汚れが良

カタログを読んでみれば︑高濃度泡洗浄

﹁ああこの洗濯機が欲しい︒
﹂と思って︑

これを絶妙と言わずに何と言おう︒

快なその景色︑その造形の秀逸なこと︑

違うことをやろうと︑あれこれいじくり

ラムまで清潔︒その上︑洗うたんびに一

洗濯ドラムを上向きに三〇度傾けてみ

回した挙句に当人も訳がわからなくなっ

近くの電気屋で一番安くて壊れないや

二六リットルの節水効果︒おまけに自動

つ︑と言って買ったのが家にある︒ああ

たようなものが世の中にはいくらもある︒

で︑デザイナーの能力ばかりか人柄まで

後悔︒以来︑暇さえあれば洗濯機を回し

車並みのダンバー＆サスペンションを備

しのばれる︒ところが︑これを評して﹁変

ている︒いくら丈夫だと言ったってどん

そうかと思えば︑どうせこんなものだろ

な形﹂と言う人がある︒どこまでいって

どん使えばやがて寿命は来るだろう︒い

えた低騒音設計と︑いうことなし︒
﹁よ

も四角い箱を貫き通す欧米風のドラム式

つかきっとカタンと止まったっきり動か

うと高をくくったのか︑人を馬鹿にした

洗濯機と比べれてみれば︑違った種類の

なくなる︒今日かもしれない︑明日かも

し︑決めた︒買って帰ろう﹂いやしかし︑

形をしているかもしれないが︑それをし

しれない︒もう少し先かもしれないけれ

今あるやつはどうしよう︒

て変だというのは間違いで︑正しくいう

ど︑それまで決してモデルチェンジなど

ようなつまらないものだらけだ︒そんな

なら︑ここは妙と言うべきである︒それ

あってはならない︒

て注目が集まるきっかけとなった。

わゆる白モノ家電のデザインに改め

寧にデザインされたこの商品は、い

洗濯乾燥機。生活研究を繰り返し丁

い使い勝手と、フォルムを実現した

世界初の三〇度斜めドラムで、新し

と︑直径四五センチ程もある丸い一枚ガ

中で︑これは誠に素直で力強い出来栄え

益田文和

Fumikazu Masuda

2003 ドラム式洗濯乾燥機

National NA-V80
松下電器産業株式会社

D 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
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もすこぶる妙である︒正面に立ってみる

092

奥山清行
Ken Okuyama

2003 乗用車

プリウス
トヨタ自動車株式会社

一九九七年に世界初の量産ハイブリ

だ︒重くて大きい内燃機関の動力源を前

ンを語ることなんて不可能に近かったの

で自動車の世界で︑本当の意味のデザイ

すらある︒理解して欲しい︒つい昨日ま

と︑ある意味でもっと感動を覚えること

自分が︑この﹁トヨタプリウス﹂を見る

ンボックスシェープのセダンが︑電気モ

頃好んで描いたスケッチそのものの︑ワ

洗練されて目の前にある︒僕らが学生の

代目︑
﹁トヨタプリウス﹂が︑こんなに

にいる世界初量産ハイブリッドカーの二

くなる︒創意工夫の復活だ︒その入り口

自動車だって根本的に変わらざるを得な
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ッド乗用車として発売した初代プリ

ウスを一新。先端的技術とデザイン

を調和させることで、乗用車の新し

いかたちを提案。より幅広い人々の

支持を得ることに成功し、
「時代を

リードする乗用車」としてのイメー

ジを確立した。

語られるようになったあたりから︑それ

D 同社 デザイン本部 第一トヨタデザイン部 ┼株式会社テクノアートリサーチ

僕はとても興奮している︒

か後ろに積んで︑四つのゴムを転がして

ーターとエンジンを積んで︑低燃費︑低

エンジンの呪縛から解き放たれれば︑

が変わってきた︒

走る鉄の塊たる自動車は︑百年もの間︑

けに自動駐車機能なんて信じられない装

公害のまま街角を走っているのだ︒おま

置までついている︒これに興奮できなく

のアイデアが底をつくと︑皆︑表面処理
に走る︒人はそれをデザインと勘違いす

に生きていたんだ︒

そう︑気が付いたら僕らは︑もう未来

ゃないか︒

で︑僕らが子供の頃夢に見た未来の車じ

か分からないようなものだ︒これはまる

ては︑何の為にカーデザイナーになった

ところが︑燃料電池車や︑水素経済が

った︒

スタイリングの話でお茶を濁すしかなか

だから新しい発明のない自動車の場合︑

とする努力︑そのこと自体がデザインだ︒

人の社会を少しでも良い方向に向けよう

のような行為がデザインだと思っている︒

僕は︑もっと創意工夫に満ちた︑発明

そんな薄っぺらいものじゃない︒

るけれど︑本来のデザインの定義って︑

基本設計が変わっていない︒技術者たち

キロとかいう自動車をデザインしている

普段六百五十馬力とか︑最高速三五〇
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恵みを享受しています︒私たちの身体は︑

私たちは︑毎日実にさまざまな自然の

して搾乳した生乳を︑速やかに出荷して

の良い生育環境を確保していること︒そ

そのように﹁牧場で飲む搾りたての牛

いることを示しています︒

乳のようなおいしさをお届けする﹂をコ

自然の恵みの栄養成分を活力として︑仕
動していくことができます︒自然の恵み

事や勉学など社会との関わりを持ち︑活

素直なものです︒そしてパッケージデザ

ンセプトに丁寧につくられた牛乳のネー

牛乳も私たちが毎日食するものの一つ

インは︑そのコンセプトをシンプルに︑

によって︑人生の時間を重ねることがで

です︒この﹁おいしい牛乳﹂のパッケージ

わかりやすく表現した︑大人も子供も親

ミングは﹁おいしい牛乳﹂という大変に

デザインは︑強く自己主張をせず︑
〝食〟

毎日見てもあきのこない︑オーソドッ

しめるものに仕上っています︒

えています︒現在︑私たちは〝食〟とし

クスなデザイン︒デザインの構成要素で

を表わす写真の完成度が高められ︑品質

ある色彩︑ロゴタイプ︑牛乳のシズル感

スーパー︑コンビニエンスストアに商品

の良い牛乳である中味と︑外観が調和し

ありません︒
〝食〟は当たり前のように︑
として並び︑
〝食〟を支える産業と高度

日大量に生産され供給されている〝食〟

ているからこそ︑デザインの心地良く︑

この﹁おいしい牛乳﹂も一日当たり︑

のパッケージデザインの中で︑自然の恵

な物流のネットワークによって供給され

全国で約七十万本以上出荷されています︒

みと︑生産者のまごころを伝えることに

自然な佇まいが生まれているのです︒毎

商品の一つ一つは厳しい品質管理のもと︑
％使

成功している誠実なデザインです︒

います︒パッケージの﹁生乳
用﹂の表示が意味することは︑健康な牛

いる。

ナーの配慮が商品の熟成度を高めて

情報の構成など全てにわたるデザイ

ミングとパッケージ。文字の開発、

ンプルにわかりやすく表現したネー

「搾りたて・新鮮なおいしさ」をシ

生産者の努力と工夫によって支えられて

るものとなりました︒

ての生き物に直接向き合うことはあまり

の安全︑安心︑生産者の良心を静かに伝

きるのです︒

平野湟太郎

Kotaro Hirano

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

D 株式会社佐藤卓デザイン事務所 佐藤 卓
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韓 亜由美
Ayumi Han

2004 電子体温計

オムロン電子体温計
オムロンヘルスケア株式会社

MC-670

体温計は早くから電子化された商品

れを暗い寝室のベッドサイドの明かりに

め込まれているからだ︒そして次に︑こ

にカーヴした形やするんとした質感に埋

計る﹂という行為の予感が︑平たく微妙

わしてくる︒これを﹁脇にはさんで熱を

ケートで感じやすい部分が何だかそわそ

﹁何故︑いままでこういう体温計が無か

ナーとして日々実感するところである︒

るほどたやすくはない︒私も同じデザイ

ン・フォー・オールの実現は言われてい

った︑質をともなった︑あるべきデザイ

はいうまでもない︒この体温計にそなわ

あろう子どもやお年寄りが満足できるの

が身体的に無防備な︑心もとない場面で︑

回りとしてなのだ︒そういう︑使うひと

ふうに非常にインティメート＝親密な役

る家庭の体温計が登場するのは︑こんな

きっと︑普段は薬箱のなかに眠ってい

ありそうで無かった展開だ︒どんなふう

ザインを繰り出している︑これも今まで

を相手に︑次々と自然体でしなやかなデ

と︶独立系で︑手強い日本のメーカー方

んご夫妻は︑
︵あえて言わせていただく

この体温計のデザイナー︑柴田文江さ

108
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であるが、そのフォルムの考え方が

水銀体温計から離れたことは無かっ

た。扁平深絞りの感温部、大型液晶

など原点に立ち返って検討された形

は、全く新しいにも関わらず違和感

なく受け入れられた。

片手でかざし︑もう一方の手で汗ばんだ

ったんだろう？﹂
﹁ずっとこういうのが

D デザインスタジオエス 柴田文江︑柴田裕喜

さりげなくてじゅうぶんな配慮のあるデ

子どもの額をなでているイメージが脳裏

は︑実は︑一見たやすいようでなかなか

欲しかった﹂と︑ユーザーに思わせるの

もちろん︑いちばん使用頻度の高いで

ザインである︒

を凝らしたりする必要がない︒とても大

できないことだ︒デザインがとても成功

この体温計は持ち前の気配り︑明るさ︑

ても興味のあるところだ︒

に相手を説得しているのか︑個人的にと

している証ではないだろうか︒

温計﹂としての立ち位置をよく心得てい
て︑フレンドリーだけれど媚びてない︑

わかりやすさを発揮して頼もしい︒
﹁体

取れる︒

きい液晶画面はストレス無く数字が読み

に浮かぶ︒もう見る角度に苦心したり目

いつもは上腕にかくれ護られているデリ

ず触覚が反応する︒脇の下や胸の側面︑

この体温計のすがたが目に入ると︑ま

095

ナログのダイヤル回線だったものが︑デ

番組の違いを例えて言うなら︑今までア

﹁にほんごであそぼ﹂とこれまでの幼児

に引き込まれるクオリティに仕上がって

溢れていて︑子どもばかりか大人も充分

しい日本語を楽しみながら学べる工夫に

ミュニケーションをスムーズにする力を

こうしてみると︑デザインが如何にコ

いる︒

パクト︑と言っても過言ではないだろう︒

持っているかを改めて感じさせられる︒

にブロードバンドになったぐらいのイン

ザインの力が加わったことにより︑一気

情報量や通信速度が劇的に変化したよう

メージが︑見ている子ども達により早く︑

まず番組の発信者側が伝えたい情報やイ

そもそも子どもは幼児っぽい物が大嫌

よりダイレクトに届くようになったと思

今後このような番組が増えていけば︑

いでホンモノが大好き︒しかしこれまで

もしかしたら政治や行政ではなかなか解

う︒
﹁にほんごであそぼ﹂は子どもに正

〇〇四年度グッドデザイン賞のグランプ

決できない︑今の日本が抱える教育のあ

の幼児番組は大人が考える幼児っぽさに

リに選ばれたこの﹁にほんごであそぼ﹂

り方の問題が変わっていく可能性さえあ

しい日本語を上質なデザインで遊びなが

は︑タイポグラフィーを使った非常にグ

る︒それはまさに日本の未来が良い方向

合わせる狙いが垣間見え︑そこがなんだ

ラフィカルなひらがなの表現︑大人も思

に変わる可能性を秘めているということ

ら提供するエンタテインメント型教育番

わずコレクションしたくなるような洒落

に他ならない︒トップダウンではなくボ

組であり﹁言語バラエティ﹂である︒

たデザインのカルタ︑スピーディーな番

トムアップで変わっていく教育の未来が

出しているものが大方だった︒一方︑二

組展開︑また野村萬斎氏や KONISHIKI
氏のキャスティングやその本物志向の衣
機会のない伝統芸能も堪能でき︑粋で美

番組づくりがなされている。

働によりデザイン・イニシアチブな

レビの番組。外部デザイナーとの協

とを意図したまったく新しい教育テ

能力や自己表現する感性を育てるこ

子供たちがコミュニケーションする

見えた気がした︒

か幼稚で上質とは言い難い雰囲気を醸し

な感じだ︒

佐藤可士和

Kashiwa Sato

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

D 同会 番組制作局 坂上浩子︑古川 均︑森内大輔 ┼NHKエデュケーショナル 久保なおみ ┼株式会社佐藤卓デザイン事務所 佐藤 卓 ┼ひびのこづえ
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装もお見事︒狂言などのなかなか触れる

096

何も加えず何も省略しないプラスマイ
ナスゼロ︒新しいスタンダードを目指し
これまでメーカーの商品開発は︑多く

ているのが良くわかる︒
の場合︑テクノロジーに端を発しマーケ
ティングからの要求との関係で行われて
きた︒しかしここのところ︑大げさに言
えば︑人類の歴史上はじめて︑モノの進
化や機能の高度化を追求することが︑果
たして本当に人間の生活に幸福をもたら
すのか疑われはじめている︒
いま我々が求めているのは︑この状況
の中でかき立てられた消費欲︑マスコミ
によって作り上げられた時代の流れやコ
スメティックなデザインではなく︑これ
以上いらないぞ︑これは必要だぞという
生活の質に根ざした製品が発する意思︑
さらにはそれらと共有する人生そのもの
のデザインなのではないかと思う︒
﹁ ＋−﹂のデザインを担当した深澤直人の

うど良い在りようをデザインしている︒

静に見つめ直して︑モノそのもののちょ
機械やモノの性能はもとより︑カタチそ

黒崎輝男
Teruo Kurosaki

2004

︵
マイナスゼロ︶
＋−プラス

0

D

NAOTO FUKASAWA DESIGN深澤直人

プラマイゼロ株式会社

深澤直人がデザインディレクターと

110
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なり立ち上げた生活家電や雑貨のブ

ランド。全ての商品が、シンプルで

飽きのこない、しかもユーモアのあ

る表現でかたちづくられている。デ

ザインオリエンテッドなビジネスの

可能性を示唆するものとしても注目

される。

して︑ひとつひとつのモノが集合として

く存在しうるか︒もっと言うと人生の中

あらわれるとき空間の中で︑バランスよ

でそれらの在りようがバランス良くおさ

まるだろうか︑といったことまで考えて

デザインが行われている︒

﹁ ＋−﹂のシリーズは創造性︑かたちの豊

の感動さえも与えてくれる︒

るのだというインパクトを与え︑ある種

り方と見え︑我々にこんなデザインもあ

ばない点も︑新しいメディアとしてのあ

へという多くの製品の提供のされ方を選

されているが︑電機メーカーから量販店

デザイン発の新しいビジネスとして展開

この製品群は深澤プロデュースのもと︑

商品として着地させられている︒

これだけで充分だという地平にしっかり

様々なことを考えさせる存在感があり︑

かさ︑ユーモアや遊び心をもちながらも

0

097
チームは︑人々の生活と製品の関係を冷

0

れる︒従ってこの名前は特定の個体を識

同じ名前を持つ製品が何万何十万と作ら

れる名前のほとんどは︑型式名称であり︑

ノにも名前をつける︒工業製品につけら

私たちは︑新しいものを作るとそのモ

の維持管理であるから︑家事という行為

家事労働の大半は住居︑生活用品や食物

と機能︑状況を一瞬で知ることができる︒

る︒原理的には︑身の回りの物品の位置

そうなれば私たちとモノの関係は一変す

友人のコンピュータにも間違いなくメー

ータが提供するサービスを受け取ったり︑

ばこそ︑別の大陸にある特定のコンピュ

から︑たった一つ特定できる名前があれ

である︒数億台の全世界のコンピュータ

ネットにつながっているコンピュータ群

普及するようになった︒それはインター

る固有の名前を持つ膨大なマシンが広く

年代に︑その一つひとつが世界に通用す

れを迂回したり片付けることも容易にな

況を自ら発信していれば︑ロボットがそ

い︒しかし︑缶やイヤリングが位置と状

する状況では︑怖くて掃除を任せられな

ールや大切な落とし物とゴミが床に混在

把握させるか﹂である︒飲み残した缶ビ

は﹁ロボットにどうやって複雑な状況を

除機の普及を阻む最も難しい問題の一つ

る問題も解決される︒例えばロボット掃

家庭内へのロボット導入のネックとな

そのものが変質するだろう︒

ルを送ったりすることができる︒あらゆ

る︒小さな名札は環境のロボティクス化

別するものではない︒しかし︑一九九〇

るコンピュータが自由にデータをやり取

への道も開くことになるのだ︒

すべてのものに名前をつけることは︑

この﹁ミューチップ﹂は︑いわば極小

のあらゆることを知る悪魔に︑人類は少

かつて物理学者ラプラスが描いた︑世界

すべてを制御することへの出発点である︒

の名札である︒あらゆるモノに名札がつ

を備え、非接触で利用できる

〇・四ミリ角という超小型サイズに

しだけ近づいたかもしれない︒

株式会社日立製作所

ミューチップ

2004 世界最小クラスの非接触

けば︑私たちをとりまく環境のすべてが

をつける方法だった︒

は︑すべてのコンピュータに固有の名前

りするためのキーテクノロジーのひとつ

山中俊治

Shunji Yamanaka

チップとその応用ソリューション

I
C

D 同社 デザイン本部 星野剛史︑柳本 学︑丸山幸伸

その特性を活かした使い方を提案す

ンは、技術と生活の関連性を中心に、

などの特徴を持つ。ここではデザイ

R
O
M

る役割を担っている。
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ネットワーク上に存在することになる︒

098

三・ 三

︵〇・ 二 ミ リ ︶の 針 が 完 成 し

らげたいとの思いから︑この世界一細い

はできないが︑その痛みを少しでもやわ

る︒患者はインスリン注射をやめること

行っている患者は国内で六十万人に達す

現在︑糖尿病でインスリン自己注射を

099
化したのだ︒﹁できないからこうなった﹂

といった連携型の製造方法によって実現

ぎ目を溶接︑研磨し︑刃先の加工をする

極薄の板金をロールさせ︑テルモがつな

四年間を費やしたという︒プレス金型で

ある︒岡野工業はこの量産技術の確立に

ったのが︑岡野工業というプレス工場で

った︒テルモからのこの難題を受けて立

法による量産技術の確立しかありえなか

きた︒これを打破するには︑全く別の方

細い針を作るのは理論上不可能とされて

切削して作られていたため︑このような

これまでの注射針は金属の円筒の中を

ろうか︒

は︑なぜ今までこれができなかったのだ

無痛であることが容易に理解できる︒で

の針﹂とほぼ同等の太さであることから︑

た︒通常のものより二〇％も細く︑
﹁蚊

G

村田智明
Chiaki Murata

2005 インスリン用注射針

ナノパス
テルモ株式会社

D 同社 マーケティング室 デザインチーム 坪田 潤︑井尻朋応

33

糖尿病治療で使用するインスリン注

射用針。世界一細い〇・二ミリ。従

来より二〇％細い。痛くない細い針

へのニーズと、薬剤を注入するため

の一定の太さの確保という相反する

要素を、針の形状を漏斗状にするア

イデアと、様々な生産技術の革新に

よって実現した。

という言い訳型のものづくりが蔓延して

成はメイド・イン・ジャパンの精緻なも

いる製造業の風潮のなかで︑この針の完

のづくりに賭ける男たちの信念が不可能

を可能に変えたニュースだ︒

患者の痛みを軽減させたいという思い

から︑ロール加工と溶接という高度な加

工を微細なサイズの量産品で成し遂げた

偉業を称えたい︒私は﹁デザイン﹂とは

より良い明日を描くことだと︑いつも考

えている︒この針は︑患者の幸せのため

ないか︑を目標に掲げ︑ベストな解答を

に︑いまデザインが何をしなければなら

追求した結果と言える︒ここでは︑ユー

ザーの観察による真のニーズの抽出と︑

コア技術を連携させたものづくりが︑き

ちんと両立している︒

この両立の仕組みは︑私が提唱してい

る﹁メタフィスの思想﹂と限りなく符号

していて︑コア技術の企業連携というモ

デルにあらためて確信が持てた︒冷めた

こそが日本の﹁デザイン﹂だと広く伝え

製造業界を復活に導くための光明︑これ

ていきたい一品である︒
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が長い間すべてのピアノの構造であった︒

盤を押すと︑ハンマーがピアノ線を叩く︑

活躍した十八世紀に発明された楽器︒鍵

ピアノは︑バッハやベートーベン達が

小さくも大きくもなる︒現代の暮らしの

本物感︒音は簡単に調整ができ︑自在に

かされている︒キータッチはあくまでも

いてはこれまでと同じように職人芸が生

豊かなかたちをあたえている︒木部にお

中での必然性に答えている︒

それを共鳴させる木製の箱がある︒それ
今二十一世紀︑私達のライフスタイル
スでの楽器演奏は︑大きな制約がある︒

い︒それらの多くの要素をバランスよく

新しい創造性とテクノロジーは欠かせな

私達が現代を生き︑未来に向かう時に︑

集合住宅で大きなピアノを部屋まで運ぶ

まとめることこそ︑デザインの役割なの

は大きく変貌している︒限られたスペー

ことができるかどうか︑上の階や下の階

テクノロジーと人々の創意工夫は︑私

である︒

多い︒故に︑多くの家庭などでは近年デ

世代の楽器は︑生まれたままの構造や素

達の未来を明るいものにしてくれる︒次

材で出来たものと︑全く新しいテクノロ

ジタル技術を活用した電子ピアノが多勢
このピアノもアコースティックピアノ

このピアノは日本オリジナル︒ハイセ

ジーを駆使したツールの二つの方向性が

わり﹂として製造され︑受け止められて

ンスとハイテクノロジーがバランスよく︑

とは異なる電子ピアノではある︒しかし

いるなか︑日本の職人技とテクノロジー

まさに人々に音のイメージを掻き立てて

あると考えられる︒

とデザインの力により︑全くあたらしい

くれる︒

まずこれまでのピアノのフォルムとは
電子デバイスの集合体に︑ピアノらしい

をもたらしている。

をとることによって、新たな存在感

に取り付けたようなシンプルな構成

ターフェイスのみを、平らなパネル

情をもたらした提案。ピアノのイン

電子ピアノに家具のような質感と表

価値を創りだした︒

多くの電子ピアノが﹁本物のピアノの代

となっているのだろう︒

へ響く音の問題など︑現実的な問題も数

喜多俊之

Toshiyuki Kita

2005 電子ピアノ

YAMAHA Clavinova CLP-F01
ヤマハ株式会社

D 同社 デザイン研究所 峯 郁郎︑勝又良宏

Gマーク大全
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異なる一枚の大きな板が目に入ってくる︒
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葊村正彰
Masaaki Hiromura

2006

富山ライトレール・富山港線

旧 JR 富山港線を路面電車化し、全

が︑デザインの鮮度は失っていないと思

いた︒途中駅で降りて走る車両を眺めた

ど変わらずゆっくりと進む姿は風景とし

のは良いものだ︒歩く人と目線がそれほ

それにしても路面電車が走る街という

がかさみ︑高齢者の孤立も問題になって

ていることでインフラ整備に行政コスト

した市街地は交通手段を自動車に依存し

づくり﹂の進展にも興味があった︒拡散

富山市が目指した﹁コンパクトなまち

えた場所であり︑日本海側の厳しくて寂

駅の近く岩瀬浜は北前船の港町として栄

り︑街の顔として定着しつつある︒最終

にも住民の足としても利用者が増えてお

去最高の乗車数になったそうで︑観光的

北陸新幹線が開通した二〇一五年は過
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車両超低床式車両の導入を図った全

国初の本格的 LRT（次世代型路面

電車システム）
。
富山市が目指す自動

車中心の都市から、公共交通を活用

したコンパクトなまちづくりに寄与

する。車両の性能の他、風土を反映

した停留所、VI、広報物にいたる

沿線のビルや新たな住宅を見ていると

まで総合的にデザインされている。

意識が変わり始めているのがわかる︒ラ

島津勝弘

久しぶりに富山ライトレールに乗って

イトレールの駅から半径五〇〇メートル

山田晃三︑佐藤伸矢 ┼島津環境グラフィックス有限会社

みた︒運行をスタートして今年で十二年

の開発には市から補助金が出ることでオ

若尾講介 ┼株式会社デザイン総研広島

株式会社GK 設計 ┼富山市 ┼富山ライトレール株式会社
D 株式会社GK 設計 入江寿彦︑西潟眞佐子 ┼株式会社GK インダストリアルデザイン 菅 泰孝︑

経ってもグッドなのか？ ちゃんと地元

った︒むしろ路面電車の新しいスタンダ

て情緒があり︑その街に品を感じる︒調

フィスの移動や住居を移設するきっかけ

ードのデザインだと納得してしまう︒街

べてみるとこの LRT と呼ばれるこの

に馴染んで人々に貢献しているのか？

を外れて進んでいく住宅街や田舎の風景

り次世代型の都市交通として今後全国の

新しい路面電車は超低床化や静粛性によ

作りをしているのだ︒

っとした自慢︵シビック・プライド︶の

いる︒富山市は公共交通を活性化させて

しい雰囲気は独特なもの︑むしろその独

都市でも多く計画されているという︒

沿線に住居︑商業︑文化などの都市機能

う︒日本のどこにも似ていない富山とラ

特な情感がこの町の資産になるのだと思

イトレールになってほしいと思う︒

そのリーディングプロジェクトが富山ラ
イトレールである︒

を集積したコンパクト・シティを目指し︑

要素になっているのだろう︒

にもよく溶け込んでいて地域住民のちょ

たくさん賞をとった件だけに気になって

目に入っている︒グッドデザインは十年
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が受賞したのは二〇〇七年

現在の日本社会の喧騒がある︒デザイン

大震災と東京オリンピック招致の影響で

t
e
J
a
d
n
o
H
である︒著者はまさにその審査を担当し

評価の基準は製品のクオリティはもちろ

ースする概念が一般化し︑個人で使用し

ていた︒この小型ジェット機の審査はホ

った︒この機体を使った事業を展開する

ていたものが︑共用される場合も増えて

シフトしている︒モノをシェアしたりリ

前だから︑モビリティとしてのクオリテ

いる︒モビリティは社会基盤の一部であ

んであるが︑その利用のされ方に大きく

ィを総合的に判断するよりも︑機体設計

り︑サービスと機能の掛け合わせで価値

た﹁夢の挑戦﹂への尊敬と賞賛がまずあ

のコンセプトと斬新な技術構成を達成し

が築かれる︒

ンダという会社の創業者から受け継がれ

ている点に関心が集まった︒この小型ジ

松井龍哉

Tatsuya Matsui

ェット機は今資料を眺めていても随所に

にどのような事業プランとサービスで私

が希望されたのは︑この時代

t
e
J
a
d
n
o
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特徴的な形がある︒技術的な根拠を紐解

るかということである︒これからの社会

では時間の使い方は人それぞれもっと多

たちの空の体験を真に快適にさせてくれ

美しさも腑に落ちるのである︒しかし審

様になる︒生産現場でも多品種少量生産

点がいき︑全体の流れるようなラインの
査委員の誰も実際に乗ったわけではない︒

が当たり前になり︑一人一人にあったも

いていくとその形に行き着いたことに合

その乗り心地はあくまで想像に留めたま

も同じではないことが当たり前になる時

のづくりがなされる︒時間の使い方は誰

しかし審査をした十年前と現在ではデ

代に︑小さな空のモビリティには大きな

までも人を惹きつける魅力があった︒
ザイン評価の社会的背景がまるで違う︒

事業デザインの可能性が見えている︒

リティが発揮されている。

自動車メーカーならではのユーザビ

こには個人所有の一大プロダクト、

積、低燃費、操作性を実現した。そ

するなど、個人利用に求められる容

ボネートを用いて良好な視界を確保

は空気抵抗を抑え、機首にポリカー

容積を三〇％以上拡大。ボディ形状

主翼上面にエンジンを配置し、胴体

小型軽量のプライベートジェット機。

その差とは何だろう︒まず情報に対する
身体感覚︒二〇〇六年のスマートフォン
発売開始で情報インフラの価値そのもの

2007 小型ビジネスジェット機

HondaJet
本田技研工業

D ホンダ エアクラフト カンパニー 社長 藤野道挌

Gマーク大全
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が大きく変わってしまった︒また東日本
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五十嵐久枝
Hisae Igarashi

2007

学校法人みんなのひろば藤幼稚園
学校法人みんなのひろば藤幼稚園 ┼株式会社サムライ ┼株式会社手塚建築研究所

D 株式会社手塚建築研究所 取締役社長 手塚貴晴 手塚由比

行き止まりのない回遊式空間を特徴

子どもの目線に合わせた低い天井は︑安
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とする都市型幼稚園。外周約一八三

メートルの大きな楕円形の屋根には

ウッドデッキが敷かれ、子どもたち

の遊び場として提供されている。屋

根の下の屋内空間には、家具で緩や

かに区分された一つの大きな空間を

つくることで、
都市では得がたい、
開

放的でエンドレスな環境を実現して

いる。

いて気持ちがいいものである︒

園児約六〇〇人は日本最大規模である︒

心感と開放感を併せもち︑閉じられた場

十年ぶりに見た全体の印象は︑やはり

十年が経ち︑屋根を突き抜ける三本の欅

所はどこにもない︒床から天井までの大

優れた園舎だということに変わりはなく︑

もさらに立派に成長し周囲の木々と連な

開口から風が土の香りを運び︑いつでも

大きなサークル屋根は︑ふたたび新鮮な

り︑サークル上に心地よい木陰エリアを

外とのつながりを感じる︒内と外の中間

寛容さと懐かしさが一段と増している︒

形成している︒その大きな木陰が︑真夏

的な空間であることが︑幼稚園の活動と

のないダイナミックスケールの幼稚園︑

の炎天下でも屋根の上へと誘い︑子ども

チームワークは相乗効果を生み︑子ども

相性が良く自然体である︒園長先生の真

棟が建っている︒どちらも渦巻き状に英

の育ちとデザインのポテンシャルの融合

たちは気持ちの良いところや興味のある

語教室︑ランチルーム︑和室が小さな遊

を︑
既に十年も前につくり出している︒
園

リエイティブディレクター︑建築家との

びの空間と繋げられた︑ユニークな計画

の農場から︑採れたての野菜が軒先に山

の情熱と︑才能とエネルギーをもったク

である︒双方に屋上テラスがあり︑サー

盛りに置かれた風景の中に︑様々な国籍

十年の間にサークルの外側には二つ別

クル屋根の全貌を眺めることのできる絶

の先生と英語でコミュニケーションして

世界中から︑教育︑建築以外の分野か

好の場所である︒飛び跳ね︑駆けまわる

らも視察に訪れている︒ここは︑子ども

いる子どもたちがいる︒

ルサイズの相性は抜群であり︑一周約一

の育ちを通じて幸せな未来を創造する︑

進化した懐かしい場所である︒

幼稚園児らしからぬたくましい姿や︑気
持ち良くのびのびと動き回る様子は見て

八〇メートルを夢中で何周も走り続ける

ことが大好きな園児たちの動きとサーク

場所を見つけ思い思いに過ごしている︒

衝撃を与えてくれる︒都心では見ること

ほぼ十年ぶりに藤幼稚園の中庭に入る︒
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る︒たとえば︑アマゾンで購入された商

伴い︑宅配サービスの需要が急増してい

昨今の e コマースの爆発的な発展に

存在するべきだと考えた︒そして︑ユー

は︑ユーザーに負担の少ないサービスが

な中︑宅急便の創業者である小倉昌男氏

果︑宅急便はユーザーの支持を得て︑一

想に掲げ︑宅配便事業を始めた︒その結

耳目に新しい︒e コマース市場は︑イン

気に普及した︒こうして︑ヤマト運輸を

ザーの利便性を中心としたサービスを理

ターネットの普及によって成立したこと

はじめとした民間事業者の公益サービス

追いつかず︑社会問題化していることは︑

は周知の事実である︒一方同市場は︑宅

事業への参入によって︑ユーザーにとっ

品の宅配需要に配達員のキャパシティが

配サービスの普及無くして成立しないと

宅配サービスは︑これまで公益サービ

て便利で当たり前の宅配サービスは生ま

スは官営であるとされていた一般常識に

いう事実は︑これまであまり論じられる
きめ細やかな宅配サービスは︑ヤマト運

チャレンジをすることで︑新たな需要を

れた︒

進化を遂げたこともあまり知られていな

郵便︵郵便小包︶を利用する必要があっ

ッキ︶か︑日本郵政公社による一般小包

治時代より提供していた鉄道小荷物︵チ

では︑個人が荷物を送る際は︑国鉄が明

ヤマト運輸による宅配便が普及するま

を実現するような事例を︑今日の社会は

に対して民間が参入することで経済成長

ことができる︒このような公益サービス

た公益サービスの進化事例として捉える

スは︑サービス・イノベーションを通じ

がる道筋をつけた︒つまり︑宅配サービ

つくり出し︑その後の e コマースへつな

た︒郵便小包の場合︑発送時に郵便局窓

さらに多く必要としている︒

取りも駅で行う必要があった︒このよう

ムのひとつともなっている。

売を支えるなど、重要な流通システ

次々と展開。近年は急増する通信販

便などニーズに合わせたサービスを

日配達、クール宅急便、スキー宅急

客の視点に立ち、配達日時指定、翌

の集荷が革新的であった。さらに顧

小包配送では行われなかった、戸別

送サービス。それまで郵便、国鉄の

日本初の民間による小荷物の戸別配

口に荷物を持ち込む必要があった︒また︑

い︒

輸が事業化に成功することで︑サービス

ことがなかった︒そして︑今日のような

西山浩平

Kohei Nishiyama

2008 宅配便

宅急便
ヤマト運輸株式会社

D 同社

Gマーク大全
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鉄道小包の場合︑原則として発送も受け

104

齋藤精一
Seiichi Saito

2008

初音ミク
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

D 同社 石川秀樹 ┼KEI 画廊 KEI

人間の声を元に音素を収録しつくら
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れたバーチャル・シンガー。ソフト

ウェア上で歌詞とメロディを入力し

て歌声を作成できる。ボーカリスト

としての身体のイメージをデザイン

し、キャラクターを設定することで、

声のリアリティが増している。ユー

ザーによる創作活動が活発化し、オ

ープンソースのような存在として普

及した。

まさにオープンソース化された彼女の存

e
b
u
t
u
o
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デザインの本質かもしれない︒

それがもしかしたら初音ミクから学べる

それを多くの手で成長させるデザイン︒

を守る方法ではなく︑どんどん取り込み

新しいものを否定するだけが古いもの

ザインなのかもしれない︒

時デザインし続けることが今あるべきデ

を世に放ち︑その経過を伴走しながら随

れない︒初音ミクのように生み出した物

デザインをしていることが多いのかもし

含め人間は自然を強引に模倣するような

もしれない︒二〇一七年現在︑私自身も

され︑方向性をもたされたカオスなのか

様々な人が介在し︑変化し︑それが許容

に投げ入れられ︑そこに自然発生的に

いるとデザインとは︑まず最初に世の中

デザインとは何なのか？ ミクを見て

もある︒

り︑教育にも使用されるようなツールで

るコンテンツ＆エンターテイメントであ

初音ミクに初めて会った日のことを覚

などのメディア展開等︑

ンがメディア論文脈で残した言葉だが︑

道具が我々を作る﹂ジョン・M・カルキ

﹁我々は道具を作る︒そしてそののち︑

げたデザインかもしれない︒

コンテンツの強さを次のレベルに押し上

過ぎではないほどで︑それは現代日本の

きた︒彼女はもはや文化と言っても言い

当初から圧倒的なユーザー支持を受けて

つく暇がない歌い方などと言われつつ︑

人間ではできない歌い方や早口︑息を

いうちにそばにいたような気がする︒

は︑自然発生的に文化に馴染み気づかな

多くの分野を巻き込んで精巧と言うより

ジ演出︑

ンキャプチャー︵MMD︶文脈︑ステー

ジェネレートコンテンツ文脈︑モーショ

ー文脈︑オープンソース文脈︑ユーザー

ム文脈︑ボーカロイドを含むテクノロジ

オタク文脈︑アイドル文脈︑ジャパニズ

﹁彼女﹂の存在を聞いたような気がする︒

て考えてみればいろいろな分野の人から

の存在を理解した記憶があり︑今になっ

在はメディアであり世界的に支持を集め

illustration by KEI © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

えているだろうか？ 私自身徐々にミク
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った︒
景観にも親和性の高い牧舎のように︑

での駅舎は象徴性に満ちあふれた建物だ

北海道開拓時代からの炭鉱の街︒
それま

に宿ってきた︒焼け野原から﹁モノ﹂とし

源でもあった︒
戦後からの復興の鍵はモノ

大きな意味とは︑人々の﹁生きる力﹂の根

とし︑
需要と共に発展を続けてきた︒その

本各地に存在する︒
土地からの恵みを資源

て生み出されるリアリティは誰にとって

そのプロポーションも優美に建っていた︒
がら焼失し︑
街の中心としての求心力を失

も可視化された原動力となった︒
モノに対

そんな三代目駅舎は二〇〇〇年に残念な
ったかのようで︑
街の誰もが空虚感を抱き︑

する人々の優先順位の高さは大量生産社

違いない駅舎設計コンペは︑
多くの方面か

何なのか？を問われているかのように︑
こ

では二一世紀︑
モノに代わる原動力とは

会をある種︑価値づけたとも言える︒

らの期待を集めることとなる︒
設計者であ

の複合駅舎は物語っている︒

ての駅︑
コミュニティスペースの消失を越

﹁繋がり﹂
という見えない価値こそが︑
物

拡がるのだと︒

ヒトが出逢い︑コトが生まれ︑空間へと

えた﹁地域中心性の損失﹂という二一世紀

事の始まりである︒人々が交差し︑
不意に

交流が始まるきっかけを︑
空間は優しく手

るロジックを駅舎設計コンペにまで持ち

を与えられているかのように︑
今必要とす

ノである︒
そのような証が生まれるプロセ

チは繋がりの﹁証﹂として生み出されたモ

我々が見ている目の前のすべてのカタ

助けしている︒

込んだ主催者︑審査員︑設計者︑施工者を

スにこそ大切な価値を見出すべきである︒

もちろん︑
産業によって生まれた街は日

地域に向き合った駅舎といえる。

数のワークショップを開催するなど、

で栄えたまちを表徴。建設中から多

いった素材を用い、かつて鉄道輸送

ルのカーテンウォールや赤レンガと

募コンペにより選出された。古レー

り、JR グループとして初の一般公

関連施設が併設された複合駅舎であ

えとして建設された四代目駅舎。市

二〇〇〇年に焼失した駅舎の建て替

なりを感じさせるのだ︒

岩見沢複合駅舎はそんな物語の積み重

含め︑多くの市民︑団体へと至る︑すべて

させなくてはならない大きなミッション

それは︑
効率性を次なる価値観へと昇華

初頭の混沌を印象づけられる︒

ンタビューを読んでいても︑
岩見沢にとっ

るワークヴィジョンズ代表の西村氏のイ

その後︑J Rにも大きな挑戦だったに

新たな場を待ちわびたであろう︒

服部滋樹

Shigeki Hattori

2009 駅舎及び複合施設

岩見沢複合駅舎
株式会社ワークヴィジョンズ ┼岩見沢レンガプロジェクト事務局

D 株式会社ワークヴィジョンズ 代表 西村 浩
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の関わりとともに組み立てている︒

106

ることになった︒このプロジェクトの秀

の年のデザインに関連する賞を総なめす

は世界中のメディアが取材に殺到し︑そ

して︑圧倒的な存在感を放つデザインに

ルホテルである︒ミニマルな宿泊施設と

があり︑都会的なセンスに満ちたカプセ

セルホテルのイメージを一新し︑清潔感

アメニティのデザインなど︑既存のカプ

のインテリア︒
﹁9h﹂
を象徴的に扱った

表示だけがある︑シンプルでモノトーン

ズ﹂
︒
真っ白な空間に黒い太い線のサイン

場した︒その名は﹁9h ／ナインアワー

な﹁カプセルホテル﹂が彗星のごとく登

二〇〇九年︑スタイリッシュで個性的

ている︒

な宿泊施設として重宝され︑現在に至っ

大丈夫︒簡単に眠りにつける簡素で安価

終電車に乗り遅れても︑酔いつぶれても

都市部を中心に︑
日本各地に普及した︒
最

ない︑
﹁カプセルホテル﹂という業態は︑

め︒旅館でもホテルでも︑モーテルでも

は︑一九七九年に大阪で開業したのが初

いる︒その中でも箱型のカプセルホテル

今︑宿泊施設が自由で実に多様化して
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須藤玲子
Reiko Sudo

2010 カプセルホテル

︵ナインアワーズ︶

D コンセプト／プロダクトデザイン 柴田文江 ┼サイン＆グラフィックデザイン 廣村正彰 ┼インテリアデザイン 中村隆秋

株式会社キュービック

9
h

一時間のシャワー＋七時間の睡眠＋

一時間の身支度＝九時間をコンセプ

トに、
「眠りの拠点」としての滞在に

特化した一泊四九〇〇円の都市型宿

泊施設。カプセルホテルの不安・閉

塞・不快というイメージを払拭し、
光

で入眠し覚醒する「寝室環境システ

ム」を採用した、スリーピングポッ

ド と い う FRP 製 の ユ ニ ッ ト が 特

徴。

逸性は﹁デザインによって価値や概念を

ーが共有した強いコンセプトにある︒プ

変えたい﹂という運営会社とクリエータ

ロダクト︵モノ︶の価値とは︑都市︵土

地︶の機能とは︑居心地︵もてなし︶と

は︑眠る環境とは︑旅することとは︒こ

れら宿泊施設を巡る課題と問題を一つ一

つ検討し︑議論し︑デザインする︒その

結果︑新しいカプセルホテルが︑新しい

デザイン︑仕組みを持ってできあがった︒

﹁カプセルホテル﹂は︑予約もせずにパッ

と入れる気軽さと安価なことから︑どち

らかと言えば︑飲みすぎて帰宅ができな

くなったサラリーマンの簡便な宿泊施設

であった︒ところが︑
﹁9h ／ナインア

ワーズ﹂はこうしたイメージを一新した︒

﹁コンテンツから考えていくような︑根本

から関わるべきものが︑これからのデザ

インだと思うのです︒そうでなければデ

ザイナーは単なる意匠屋でしかなくなっ

てしまう︒
﹂
そう語るデザイナーの想いは︑

を︑世界の旅人に愛される︑日本独自の

酔っ払いの寝床であったカプセルホテル

リーズナブルな宿泊空間に変貌させた︒

120

125のデザイン、
125の物語

で流された建物や船︑倒木でふさがれ通

東日本大震災の直後︑被災地では津波

﹁震災ビッグデータ﹂として公開した他︑

通行実績データを振り返り研究のための

その後︑ホンダは日々更新され続けた

S
E
N
I
L
E
F
I
L
G
N
I
T
C
E
N
N
O
C

﹂という映

実績データを公開︒このデータを見れば

ランティアの姿を光の点で表した作品で

地に模索しながら必死に向かう多くのボ

像作品にまとめた︒まだ危険の残る被災

﹁

行できない道がたくさんあった︒
三月十二日︑ホンダは双方向通信カー

過去二四時間︑被災地域でホンダ車がど

﹁カンヌライオンズ国際クリエイティビ

ナビゲーション﹁インターナビ﹂の通行

のような軌跡を辿ったかを振り返れる︒

ティ・フェスティバル﹂で﹁ゴールドラ

インターナビは︑旧来の VICS 道路

ある道路の途中で引き返す車が多ければ︑
で通行不能になっている証拠だ︒情報の

情報システムでは得られない一般道など

イオン﹂を受賞した︒

提供はツイッターで拡散され︑十四日に

ーザーが同意の上︑現在地を共有すると

の道路状況を得るために開発された︒ユ

その見返りとして︑他の利用者の移動情

で﹁自動車・通行実績情報マップ﹂とし
て公開︒スマホや携帯電話からも参照可

報を元に算出された道路状況を得られる

0
.
2
b
e
W

くのボランティアが活用した︒仙台で物

うして得た情報が災害時に役立つことが

二〇〇七年︑中越地震が起きた時︑こ

のトレンドを先取りした技術だ

資支援のボランティアをまとめていた人

分かり︑二〇一一年︑東日本大震災時の

った︒

物はこの地図を見ながらスタッフに指示

一早い状況提供につながった︒

刷して渡した︒

ることではじめて可能となった。

難だったが、ビッグデータを利用す

ている。被災後の道路状況把握は困

あるか否かの「通行実績」を表示し

二四時間の間にその道を通った車が

ティブな機能を応用したもの。過去

を発信する、カーナビのインタラク

だけでなく、車からも位置情報など

ット上のマップ。道路情報を受取る

大災害時に通行可能な道がわかるネ

を送った︒津波被害で携帯電話が通じな

サービスは︑現地に物資などを運ぶ多

え続けた︒

能になり日々変わり続ける道路状況を伝

はグーグル社の東日本大震災特設サイト

それはおそらくその道路が何らかの理由

林 信行

Nobuyuki Hayashi

2011 カーナビゲーションシステムによる情報提供サービス

東日本大震災でのインターナビによる
﹁通行実績情報マップ﹂
本田技研工業株式会社
企画開発ブロック チーフ 菅原愛子

D 同社 インターナビ事業室 企画開発ブロック ブロックリーダー 田村和也・企画開発ブロック 主任 野川忠文
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いエリアに向かうスタッフには地図を印

108

内田まほろ
Mahoro Uchida

2011

重粒子線照射システム
株式会社東芝 ┼独立行政法人放射線医学総合研究所 ┼株式会社日本設計
北山雅彦︑石原富章︑乙葉 茂︑鈴木淳也︑齋藤祐子︑椎野康弘︑吉村義崇

D 株式会社東芝 デザインセンター 社会インフラデザイン担当

癌の放射線治療システムの一つ。従

握し︑操作することもできるようになっ

す一方で︑目に見えない小さな物質を把

者が安心して治療を受けられる空間へ︑

治療設備は恐ろしい実験室ではなく︑患

は目にも環境にもやさしい緑化ビルへ︑

を作り出す巨大施設とそれをまかなう高

めて大きなエネルギーとそのエネルギー

いような小さな物質を扱うためには︑極

不思議なもので︑私たちが認識できな

技術︑人間レベルに近づける形やシステ

る﹂レベルへトランスフォームしていく

ける﹁見えない﹂世界を︑
﹁見える︑触れ

ばかりの分野である︒人類が発見しつづ

ベルに近づける挑戦はまだまだ始まった

122

125のデザイン、
125の物語

来の放射線治療に使用される X 線

などと違い、重粒子線はある一定の

深さで線量がピークを迎える性質が

あるため、体内の癌を効果的に破壊

できる。
このシステムは治療機器、
操

作インターフェイス、治療室全体に

およぶ総合的なシステムであり、患

者の負担軽減、ユーザビリティの向

上が図られている。

た︒医療分野においては︑細胞を切り貼

高機能と小サイズ化の上に美しさやもて

のデザインは︑いろんな意味で︑人間か

りする手術が少し古く感じられるほどに︑

なしを有した︑世界をリードすべく日本

ガリレオが人類の立ち位置を証明して

分子レベル︑さらには粒子レベルにおけ

が誇る施設として完成した︒そして︑そ

に引き寄せる挑戦だ︒コンクリートの塊

る研究︑その実用化が急速に進んでいる︒

こで働く研究者︑医療従事者︑装置技術

らかけ離れたレベルの技術を︑人間社会

重粒子線治療システムは︑そんな小さな

者︑また︑臨床試験と向き合う患者へ希

からわずか五〇〇年足らずの間に︑私た

世界の知恵を使って︑がん細胞を狙い撃

額な運営費用が必要だ︒重粒子線を使っ

ムのデザインこそが︑我々の未来の姿を

小さな物質を扱う巨大な技術を人間レ

望をつなげる存在となった︒

てがんをやっつけるためには︑まさにこ

決めていくのではないだろうか︒

受賞作品の﹁重粒子線治療システム﹂

は遠い存在である︒

も高く︑いまだ日常的な実用レベルから

設は世界にわずかしかなく︑当然治療費

の巨大な装置そのものが必要で︑その施

治療システムである︒

ちして︑患者の負担を軽減する︑実験的

ちは︑宇宙に他の生命の可能性を見い出

109

の結果をコンスタントに出すのがプロフ

平均すれば七〇点くらいになるそこそこ

んなに悪くもないが凄いわけでもない︑

結果を出すのがアマチュア︵愛好家︶
︑そ

回数は少なくとも時として一二〇％の

大さと繊細さ︑自然と人工︑そうした相

番こだわったという︒
静謐さと緊張感︑
巨

を持っているかのように見せることに一

がら転がることで︑あたかも感情や意思

監督の菱川勢一は︑球が右往左往しな

メイキング映像には︑この木琴と完成

を見ながら︑思わずそんなことを考えた︒

何が生まれるのか？ この映像音響作品

器の仕組みに適していることもあるが

びよ﹂
︒バッハという音楽構造が︑
この楽

タータ第一四七番﹁主よ︑人の望みの喜

森の木琴が奏でるのは︑バッハのカン

反するものが︑ここではせめぎ合いなが

に至るまでの過程が定量的に示されてい

︵見事なメカニカル装飾音！︶
︑主の母マ

ェッショナル︵職業人︶だとすれば︑そ

る︒傾斜角 十二度︑鍵盤の形 二四通

教会カンタータを奏でる映像が︑あの

リア訪問の祝日のために作曲されたこの

らも共存している︒

り︑鍵盤の数 四一三個︑ロケハン 六

・ ︵東日本大震災︶の一ヶ月前に撮

ー︒特殊系サウンド・デザインの世界で

念な準備︑幾度とないトライアンドエラ

となってしまったことの方が︑今となっ

か一回しか流されなかった﹁幻の CM﹂

影され︑放送後も CM 自粛のため︑わず

キルを持った多くの人たちが︑時間をか
けて関わることで︑初めて可能になる奇
跡の瞬間︒この映像には︑そんなかけが
縮されている︒

国際広告賞では金賞に輝いた。

は国内外から高い評価を得、カンヌ

緒的で美しい映像、木琴の制作技術

タイも間伐材でつくられたもの。情

を当てるねらいがあり、木琴もケー

CM。映像は林業の問題にスポット

タータを奏でる木製ケータイの

を出し、転がりながらバッハのカン

連なる木片の上に木球が落ちては音

静寂な森の中、総長四四メートルも

は右に出るもののないインビジブル・デ

11

てはより象徴的だ︒

3

ザインズ・ラボを始めとする︑様々なス

ングの︶失敗 四九回︒緻密な設計と︑入

四地点︑全長 四四メートル︑
︵エンディ

の職業人が一〇〇％越えを目指すと一体

久保田晃弘

Akihiro Kubota

2011 映像

森の木琴
株式会社 NTT ドコモ
D 松尾謙二郎︵サウンドデザイン 有限会社インビジブル・デザインズ・ラボ︶┼津田三朗︵木材技術︶
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えのないチーム作業の成果が︑見事に凝
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廣田尚子
Naoko Hirota

2012 テレビ番組

デザインあ
日本放送協会

︶┼ミズヒロ

かりやすく伝える子ども向けテレビ

a
h
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根幹であること︑つまり物や行動に対す

あるデザイン的アプローチがデザインの

クリエイターだけが知り得たプロセスに

いという人がほとんどだろう︒これまで

ることが多く︑具体的にはよくわからな

だ﹂と日常の身近にあるものへの興味が

だろう︒
﹁これもデザインされているん

どもの中で具体的なイメージが膨らむの

際にデザインした人が見えることで︑子

セージも︑
子どもたちの関心をそそる︒
実

一線で活躍するデザイナーが送るメッ

けでなく大人まで一瞬で引き込まれるこ

による数々の名物コーナーで︑子どもだ

いる︒膨大な手間をかけて撮影した映像

は︑観る人の記憶に残り独創性に満ちて

プログラムを通して流れる映像と音楽

音楽が︑テレビ画面からシャワーのよう

ザイン的アプローチによる美しい映像と

そうに私に話してくれたことがある︒デ

﹁いつか自分もデザインしたい︒
﹂と嬉し

よ﹂と目を輝かせた当時七歳の男の子が

新幹線をデザインした人の話を聞いた

124
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「デザイン」
という抽象的な概念をわ

番組。十五分と短いプログラムなが

ら複数のコーナーが設けられ、日常

的に目にしているデザインを多角的

に解説。デザインとは、人やモノを

つなげたり、何かを解決するための

知恵や行動であることを教えてくれ

る。映像や音楽、紹介する視点のユ

ニークさは大人からの評価も高い。

ゴールは幸せや楽しさであることをしっ

︶┼岡崎智弘
︵

﹁デザインあ﹂はデザインの概念をつぶ

ところに向けられ︑生きる力につながる

かりと伝えてくれる︒視線は日常の至る

D 岡本 健︵佐藤卓デザイン事務所︶┼阿部洋介︵

さに開示し︑多くの﹁あ﹂という気づき

る観察や発見︑疑問や思考︑知恵やアイ

新たになる︒デザイナーが大切にしてい

ことを指し示している︒

デア︑解決や行動がデザインであること

とも大きな魅力だ︒総合的な表現で︑難

に流れ︑子どもたちはデザインを全身で

ある日のプログラムを観て﹁大好きな

ることは︑子どもたちに伝わっている︒

しいことをスルッと飲み込めるように加

吸収して︑未来に役立ててくれるだろう︒

う︒またその表現によって︑デザインの

報量が多いことを誰もが感じることだろ

に使うことで︑長い説明よりも伝わる情

工するのがデザインの力︒その力を存分

伝えてくれる︒

を︑わずか十五分のプログラムで見事に

ン﹂の意味は表現としてとらえられてい

とデザインのファンを育てた︒
﹁デザイ
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に伺ったことを覚えている︒その説明は
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明快で︑この LINE の持っているサー

や

など SNS と呼ばれるネットワークサ

ビスのブランディング的な強みを端的に

二〇一一年六月
ービスが全盛期を迎えていた︒そんな中︑

ビスの成功は︑そのサービスの強みと時

ング的にみると︑新しく創出されるサー

NE﹂だった︒当初この LINE は︑電

代のニーズが同調した時に成し遂げられ

表していた︒私の専門であるブランディ

話番号を登録するだけで︑誰もが簡単に

LINE の魅力︑強みは︑これまでの

る︒この LINE というサービスは︑完

危ぶまれるのでは という風潮が日本国

文章中心のコミュニケーションではなく︑

無料で通話できるアプリの登場として話

内には渦巻き︑音声通信サービスの新し

スタンプに代表されるビジュアルによる

全にこの両者が同調していた︒

い風として︑この革新するインターネッ

コミュニケーションだ︒このビジュアル

その内容とその内容を表すニュアンス︑

によるコミニュケーションは︑短時間で

の革新的な存在ではあったが︑それだけ

ムードを伝える︒ケータイでのメールコ

LINE は無料音声通話アプリとして
﹂的にいう

ミュニケーションで友達と常につながっ

では無かった︒
﹁
とむしろそれではないサービスが︑より

ていたい若者たちにとって︑LINE の

リアルタイム的ビジュアルコミュニケー

n
g
i
s
e
D
d
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o
G

二〇一二年度のグッドデザイン賞の応

ションは︑時代のニーズそのものだった

だ︒
募作品の中に︑この﹁LINE﹂があっ

のだ︒

サービスのコンセプトや特徴などを詳細

発を担当された二人の方と面会し︑その

n
a
p
a
J
N
H
N

株式会社

れた。

を超えたコミュニケーションも生ま

高いもの。スタンプ（絵）による言葉

の中ではよりクローズドな親密性が

常生活に変革をもたらした。SNS

なコミュニケーションがとれて、日

に繋がるもので、よりプライベート

を基盤としたリアルな関係をベース

ネット電話ができる SNS。電話帳

無料でテキストチャットやインター

た︒私の審査担当部門であったため︑開

閉じられたコミュニケーション空間での

時代を切り開くグッドデザインだったの

ト電話サービスに期待が集まった︒この

題を独占︒既存の電話通信会社の存続が

い サ ー ビ ス を 開 始 し た︒そ れ が﹁LI

Hide Nakaya

韓国に親会社を持つ日本企業が全く新し

中谷日出

2012 モバイル・アプリケーション

︵ライン︶

L
I
N
E

D 同社 UX デザイン室

Gマーク大全
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宮崎光弘
Mitsuhiro Miyazaki

PC ブラウザ版に続き、スマホ、タ

に対応。モバ

だから︑グーグルマップが登場して画面

今ではあたりまえとなるロードマップの

で全く分からなくなってしまう︒その後︑

を九〇度回転して︑しかも縮尺が違うの

り誰も気づかないデザインになるだろう︒

らは何年かすると︑またあたりまえにな

を丁寧にデザインしてきた︒きっとそれ

ーなど︑本当に人が喜ぶ﹁あったらいい﹂
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ブレット端末向けにリリースされた

も評価されている。

ことで、社会インフラの一つとして

できるツールとして効果を発揮した

災害時に被災地の情報を収集、活用

情報といったサービスを利用できる。

正確な現在位置やルート探索、店舗

イル端末は位置情報を得られるので、

アプリ。
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2013

マップ
Google
グーグル株式会社

D 同社

東京都であれば見開きごとに一つの区が

上の地図をマウスでドラッグしてズリズ

たいときは右にクリックしてから上をク

掲載されていた︒二三区はそれぞれ土地

リできた時は本当に驚いた︒今ではあた

今から三〇年くらい前︑道路地図の本

のカタチが違うので︑面積が大きく東西

りまえとなったこの技術こそ︑オンライ

りまったく分からなくなってしまった︒

に長い大田区は縮尺が三万八千分の一で

ン地図の本当のデザインの第一歩だった︒

リックする︒読み込み時間が遅いとやは

ページの上は北になっていて︑隣りの目

その後グーグルマップは︑航空写真や

はページごとに縮尺や方位が違っていた︒

黒区は面積が小さく南北に長いので縮尺

衛星写真の表示︑API の公開︑乗り換

え案内︑スマートフォンへの対応︑ナビ

原型﹁US アトラス﹂をデザインしたの

そして︑その時でもグーグルマップは新

れがまた世界を変えた！︶
︑
インドアビュ

は︑自らを情報建築家と名乗ったリチャ

しい技術を開発し新しいデザインにチャ

ゲーション機能︑ストリートビュー︵こ

ード・ソール・ワーマンである︒実はオ

レンジしているだろう︒未来のあたりま

この地図を使って運転するとどうなる

ンラインの地図にも同じようなことがあ

えをつくるために︒

しなければならなかった︒斜めに移動し

動するには上下左右のボタンをクリック

場するまでは︑オンラインの地図上で移

った︒二〇〇五年にグーグルマップが登

か？ 大田区から目黒区に入った途端本

っていた︒

は二万二千分の一でページの上は東にな

もちろん紙の書籍の話である︒たとえば
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刊書を買う人︑
試験勉強にいそしむ人︑
書

フェで本を片手にコーヒーを飲む人︑新

た図書館は今も活気にあふれていた︒カ

た︒二〇一三年の開館から四年余り経っ

二〇一七年に再び武雄市図書館を訪れ

定管理者として︑市とタッグを組んで運

ルチュア・コンビニエンス・クラブが指

掲げた﹁新・図書館構想﹂に基づき︑カ

り方を変える突破口となった︒武雄市が

目を集め︑全国の図書館や公共施設の在

ンターで相談する人︑子どもと一緒に絵

中無休の午前九時から午後九時まで︑カ

書店とカフェを併設し︑開館時間は年

営に当たり︑
﹁構想﹂は従来にないスタイ

本を読む家族︑二階の手すりにもたれジ

フェでは貸出前や購入前の書籍も読める︒

架から本を手にとってはページをめくり

オラマのような一階の様子を眺める人な

さらに開架図書を二倍に拡大し︑十進分

ルで現実に落とし込まれた︒

ど︑市民が図書館での時間を思い思いに

類法ではなく︑ライフスタイルに配慮し

しょう﹂という館内アナウンスがあった︒

だちは帰る時間です︒気をつけて帰りま

さん︑お母さんと一緒に来ていないお友

と知識の関係を再構築する総合的なデザ

ば︑
壮大な知の集積へと視界が開ける︒
人

冊の蔵書を収めた巨大な書棚に目をやれ

の良い雰囲気をつくり出す一方︑二〇万

木製什器や住居用の照明器具が居心地

た直感的な分類で配架した︒

本離れが指摘される現代にあっても︑こ

インと言えるかもしれない︒利用者はそ

もに時間を過ごす︒そこには本を軸にし

の図書館は市民の日常生活に根付いてい
武雄市立図書館のデビューは画期的だ

た新しいライフスタイルが確かに息づい

れぞれのスタイルで本と出会い︑本とと

った︒地域の公立図書館がここまで全国

ていた︒

官と民の本質的な連携が実現した。

営することで可能になったもので、

ービスをひとつの民間企業が管理運

できるというもの。これは三つのサ

ヒーを飲みながら本を読み、購入も

化した利用が可能で、たとえばコー

れぞれのエリアは隣接しながら一体

新しいライフスタイルを生んだ。そ

ェを融合させた公共施設で、市民の

全国に先駆け、図書館に書店とカフ

の話題になったことはなかっただろう︒

るようだった︒

だ中学生になっていないお友だちでお父

しばらくすると
﹁五時になりました︒
ま

楽しんでいる︒

時間を過ごす人︑調べ物をする人︑カウ

池田美奈子

Minako Ikeda

2013 図書館

武雄市図書館・歴史資料館
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

D 同社 図書館カンパニー

Gマーク大全
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図書館の常識を覆す数々のサービスが注

114

寺田尚樹
Naoki Terada

2013 軽自動車

ダイハツ タント
ダイハツ工業株式会社

ダイハツが開発した軽自動車。広々

生まれた説得力がある︒

み合わせることによって実現した大開口

ターピラーをなくし︑スライドドアと組

ウインドスクリーンを垂直に近く立て

そして︑各種センサーや警報機能を装

ドアを歩道側の左のみとしたのも潔い︒

のキーワードとは別の価値に重きをおい

128

125のデザイン、
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とした室内空間、センターピラーレ

スとスライドドアの一体化で実現し

た広い開口部など、子どもの送迎や

買い物の機会が多いファミリー層を

メインターゲットに設計されている。

安全性や経済性に加え、生活に密着

した高いユーザビリティが求められ

る今日の軽自動車というカテゴリー

を象徴する存在。

﹁タント﹂＝﹁たくさん﹂のネーミング

部だ︒長尺物や自転車の積載︑子供を抱

D 同社 技術本部 デザイン部

こりうるシーンを想定し︑それらに対し

どおり︑これまで車内ではしづらかった

っこしたままの乗り降り︑また︑傘を開

そのなかでも最も特徴的なのが︑セン

て解答を用意している︒

子育てにまつわる﹁たくさん﹂のアクテ

いたまま雨に濡れずに乗降できるなど︑

ることで︑車室容積の極大をはかりつつ︑

椅子対応モデルもありきめ細やかだ︒

備し︑
安全性能も確保している︒また︑
車

利便性が非常に高い︒そしてこの大開口

また︑そのウインドスクリーンを大きく

ダイナミック︑エモーショナル︑スタ

あかちゃんのおむつ替えが容易にでき

て︑日々の生活のシーンに正面から取り

イリッシュといったようなカーデザイン

る前後シート間のゆとり︑ベビーカーを

組むことよってモビリティーの新しい方

大きな窓面のなかで︑楽しい家族の団

折りたたまずに載せられ︑また子供が立
た子供を起こさないように助手席のリク

欒の姿を外から垣間見るのも楽しいとも

向性︑価値を具現化している︒

ライニングを運転席から操作できるレバ

思った︒

元をスッキリさせるなど︑日常使いで起

にシフトレバーをインパネに装備し︑足

ー︑前席での左右の移動がしやすいよう

ったままで着替えができる天井高︑眠っ

いる︒

務的な商用車にみえないよう配慮されて

湾曲させることで︑
運転しやすくかつ︑
事

大きく拡がった︒

ィビティーを実現し︑自由度︑利便性が

ティーという明快な目的があるからこそ

フスタイルをサポートするためのモビリ

子育てママ︑子育てファミリーのライ
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ジャンクション建設は東京都施行の再

た点も見逃せない︒

状線からきれいなループを描き首都高三

開発事業との協働事業により一体的に行

旧山手通りの地下を走っている中央環
号渋谷線の上まで昇り︑都心と東名方面

発ビルや区画道路︑広場︑また︑ジャン

クション屋上には回遊式の和風庭園が整

われている︒図書館の入った二棟の再開

上下内外全四方面をコンパクトな敷地で

備され︑東京の新たな視点場が生まれる

に分岐接続する大橋ジャンクションは︑

接続することを可能にした︑我が国を代

とともに︑近隣の子どもたちの遊び場と

なっており︑都市デザインとしても優れ

造でつなぐこととし︑敷地が目黒区大橋

首都高速道路は近未来的な景観として世

前回五輪の際︑出来上がったばかりの

ている︒

という都市部に位置することから︑大気

以上が過ぎて老朽化が進みつつある東京

映画で描くほどだった︒あれから半世紀

いる︒また外観はローマのコロッセオを

の社会基盤の風景の中で︑大橋ジャンク

界中で取り上げられ︑タルコフスキーが

模した疑似窓やスリットを入れて︑圧迫

ションは︑今までにないインフラデザイ

や騒音等︑周辺環境への影響を低減する

感を軽減する工夫が取り入れられている

ンとして位置づけられるだろう︒

一方︑ジャンクション地下部の中央環
状品川線と接続する工事において︑二本
のシールドトンネルを地下で接続して一
つの断面とし︑鋼製セグメントで一体化
が国の優れた山岳土木の技術が用いられ

の人が活用できる場となっている。

する存在ではなく、オープンで多く

用。土木インフラが周辺住民を排除

ループの中央は多目的広場として活

をつくり都市公園として整備した。

ンネル化させたが、その屋上に緑地

排気ガスを抑えるため覆蓋を設けト

なぐためのジャンクション。騒音や

高渋谷線と中央環状線をループでつ

約七〇メートルの高低差がある首都

のも特徴といえよう︒

ため︑ループ部を覆う﹁覆蓋﹂を施して

する高低差約七〇ｍを︑二回転ループ構

基本設計では︑トンネルと高架を接続

表する優れた土木デザインである︒

連絡線を一本の螺旋にまとめることで︑

羽藤英二

Eiji Hato

2013 ジャンクション

大橋ジャンクション
首都高速道路株式会社 ┼東京都 ┼目黒区

Gマーク大全
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する世界初の工法が採用されており︑我
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Taku Satoh
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はクリーンルーム内で

野では︑高い空気清浄度が保たれた環境

せない課題だ︒半導体などの精密加工分

効率的な自動化とともに︑省力化も欠か

いる︒今日の産業用ロボットにおいては

ーン環境で使用できる耐滅菌性を有して

直多関節ロボットで︑滅菌環境及びクリ

医療分野への投入が想定された産業用垂

とも近未来な存在感は︑これからの未来

を与えられることによって生まれたなん

く予感さえ感じさせる︒滅菌という使命

ットの︑まさに﹁性格﹂を作り上げてい

極的に導入されることにより︑このロボ

かせない要素であろうが︑今後 AI が積

る性質は︑近年の産業用ロボットには欠

リケートな素材に対しても優しく対応す

2
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下に配備されることになるが︑ロボット

じると︑
ライン全体の生産性が低下し︑
製

ても除菌滅菌が習慣化し︑身近な商品に

での国民的性格により︑日常生活におい

いつの頃からか日本は︑その潔癖なま

社会を彷彿とさせるのである︒

品の品質まで損なわれてしまう可能性が

までやや過剰と思われるほどその傾向は

がしばしば行われ︑その作業に滞りが生

自体の清潔性を保つための︑洗浄や清掃

ある︒つまり︑このような環境で働くロ

年々増すばかりだ︒しかし︑こと耐滅菌

性が求められるこの種のロボットには︑

ボットには︑高い衛生状態が常に求めら
れる︒

いくだろう︒︵一部

その性格が今後もいい意味で活かされて

るため︑部品の結合部分などにできる段

より抜粋︶

このロボットは︑この課題をクリアす
差や穴などを丁寧に埋めて︑通常︑露出
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き上げ処理と三層のメッキ加工が施され

面は塗装で仕上げるところを︑入念な磨
ている︒そのため︑全体がヌルリとした
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の作業に特化した多関節ロボットで

ある。食品・医薬品・半導体の製造

は、減菌環境下のクリーンルーム内

で作業を行うため、無人化によるコ

スト削減が進められている。このロ

ボットはアーム先端のアダプタを変

えることで様々な分野の作業に対応、

滑らかな鏡面仕上げのデザインは洗

銀色の流面形に仕上がっている︒コンピ

浄性を追求した結果である。

二〇一四年度グッドデザイン大賞に輝

かな動きに加え︑薄いガラス管などのデ

ューターのプログラムによる機敏で滑ら

佐藤 卓
2014 産業用ロボット

医薬・医療用ロボット
株式会社デンソー ┼株式会社デンソーウェーブ

いたのが︑このデンソー産業用ロボット

D 同社デザイン部 折笠 弦

である︒本製品は︑主に医薬・
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﹂はその中央に凛として展

コ ー ナ ー が あ り︑ 川 上 元 美 氏 の 椅 子

ると正面に高山の家具が展示されている

び東西自由通路が完成した︒ラチを抜け

昨年十月に内藤廣氏設計の高山駅舎及

よさより座り心地だよ︑などというちっ

やすさを提供してくれる︒椅子はかっこ

みるとその通りの︑いやそれ以上の座り

いという願望を感じさせてくれ︑座って

いる︒そして見た瞬間にまず座ってみた

﹁
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会があった︒そこでその技術の特徴や難

ま飛騨産業の杉の圧縮技術も見学する機

設計に係わっていることもあり︑たまた

高山市へはその自由通路や駅広場整備

いても美しさと機能の両立はちゃんと図

家具やプロダクトだけでなく︑橋梁にお

をつくれる数少ないデザイナーである︒

い︒川上氏は時代を超えた普遍的な価値

ちらがかけても良いデザインとはいえな

ぽけな話では無く︑
その両方が大事で︑
ど

しさ︑それ故全国から圧縮の依頼が来て

られている︒川上氏のその姿勢が日本の

示されている︒

いる話など伺った︒もちろんそこで川上

れないし︑日本にこういうデザイナーが

デザインを志す者に与えた影響は計り知

背のディテール︑座の三次元的な造形の

余地が全く無い︒しかしよく見ると脚や

技に裏付けられた世界に誇れる椅子であ

が誇る杉の圧縮技術と一流の家具製作の

さて︑この椅子は飛騨産業という日本

いて本当に良かった︑と無条件に思って

美しさは感動的でもある︒それは川上氏

ることは間違いない︒しかしながらその

嫌みの無さである︒こちらから何かここ

が絶対音感ならぬ絶対感覚の持ち主であ

気負いが全く感じられない自然体がさす

いる︒

るからだと思っているが︑そこに至るま

が川上デザインである︒

れる必然性ともいえる主張がにじみ出て

を活かした造形美がある。

ながら、杉ならではの杢目の美しさ

加工など木工の高度な技術を駆使し

カービング、接合、座彫り、ロクロ

て家具用途に耐える材を開発した。

が、より狂いの少ない柾目を圧縮し

強度が足りず家具には向かなかった

れながら利用が進まないでいる杉は、

ニングチェア。国内に大量に植林さ

世界初の杉圧縮柾目材を用いたダイ

でのデザイナーのこだわり︑メーカーと

をもう少しこうした方がという風に思う

その印象は涼しげなプロポーションと

氏の椅子も拝見していた︒

南雲勝志

Katsushi Nagumo

2014 ダイニングチェア

KISARAGI
飛騨産業株式会社

D 有限会社川上デザインルーム 川上元美

Gマーク大全
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のやりとり︑そのやりとりの中から生ま
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横川正紀
Masaki Yokokawa

2014 月刊誌

東北食べる通信

食の問題を解決すべく、地方の生産

ある高橋博之氏は﹃東北食べる通信﹄を

を使った料理をフェイスブックなどの

情報の流れを補填すべく︑特集した食材

また一方向でとどまりがちな紙媒体の

橋氏は他に見ない﹁食べる情報誌﹂とし

の難しさを実感している︒そんな中︑高

店づくりを通して日々挑戦しているがそ

戻すことは容易なことではなく︑我々も

をつかむまでにデザインされたタブロイ

信﹂として展開をみせている︒人々の心

多くの地域に広がり︑様々な﹁食べる通

この企画が︑今では課題を抱える日本の

東北に始まった﹁食べる通信﹂という
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者と都市の生活者をつなごうとする

食の月刊誌。農法、漁法の解説とい

った東北各地の生産者ストーリーや、

オリジナルレシピの紹介など生産地

に関心をもってもらう企画を掲載。

特に産地の食材そのものを付録にし

ているのはユニークで、かつてない

食べ物付き月刊誌である。SNS で

コミュニティ運営も図られている。

えている︒さらに︑特集された食材その

NPO 法人東北開墾
D 玉利康延

私は常日頃から︑形あるものだけでな

いと食べるだけではなく︑食べものの今

を頭と舌で考える機会を与えてくれてい

ものを一緒に届けることで︑ただ美味し

北食べる通信﹄はビジュアルや写真のク

るのだ︒まさに作る人︵生産者︶と食す

くビジネスや社会貢献そのものに対する

オリティ︑文章の美しさもさることなが

る人︵生活者︶の心を繋ぎ︑既存の流通

に足りていなかった多くの気づきをもた

創刊するにあたり︑この国の食のサイク

SNS に投稿してもらったり︑その投稿

らしてくれているのである︒

ルに着目している︒また︑生産者と生活

に生産者がコメントしたりと両者の交流

も始まっている︒
繋がりは強さを増し︑
購

して機能していた農村と都市のコミュニ
ティは切り離され︑社会に様々なゆがみ

読者︵生活者︶が農作業を手伝うなどの

て特集ごとに一つの食材にフォーカスを

からも注目していきたい︒

ドが導く生産者と生活者の繋がりにこれ

交流まで生まれているという︒

あて︑その食材の魅力だけでなく︑その
い考え方までをタブロイドのかたちで伝

背景にある生産者の思いや暮らし︑美し

とは言え︑生産者と生活者の絆を取り

をもたらしていると現状を説いている︒

者の関係が疎遠になり︑かつて共同体と

編集長でありこの通信の生みの親でも

いデザイン性を感じる︒

ら︑そのアイディアや企画そのものに高

デザインの重要性を強く感じている︒﹃東
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は長年

スそのものだ︒
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トアップ企業が︑﹁一〇〇メートル先のコ

二〇一五年︑
大きな進化のなかった車椅子のデザイン

それまでの通例に縛られず︑独自の技術

人の車椅子ユーザーの声をきっかけに︑

ンビニに行くのもあきらめる﹂という一

手のひらに馴染むマウスコントローラ

インの役割が︑ターニングポイントを迎

私はこのことから︑社会におけるデザ

と設計によって量産化に成功︒新たなユ

感じられる︒またユーザーが日常生活に

えたと感じた︒なぜなら︑デザインの解

明がなくとも直感的に扱える︒その操作

おいて﹃こうあって欲しい﹄と願う﹁あ

釈が広がり続けている昨今︑思想が体現

ーザー獲得や商流開拓を実現させ︑大賞

と一歩﹂の欲求も︑スマートフォンアプ

され︑多くの人がそのアイデアに共感す

性や走行性は︑安心感と安定感を十分に

リによって補完されており︑細やかな配

るようなモノが︑やっと現れたと思えた

を手にした︒

一見︑未来的にも感じられる特徴的な

理的なハードルまでも︑デザインによっ

存在する物理的ハードルはもちろん︑心

ることを念頭に設計されている︒社会に

思えるようなパーソナルモビリティであ

くまでも﹁楽しそう︒乗ってみたい︒
﹂と

ることは何か︒デザインにおける新たな

ために︑プロダクトの提供を通してでき

さの表れといえる︒
﹁その人らしく﹂
ある

に応えようとするクリエイターの志の高

く︑ユーザーの声に耳を傾け︑その期待

これは決して奇をてらったものではな

からだ︒

て解決されることを︑多くの人が待ちわ
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共同創業者 杉江 理

できるヴィジョンは革新的。

にかかわらず同じモビリティを使用

工夫が凝らされている。障碍の有無

行性など、誰でも簡単に操作できる

作システム、四輪駆動による高い走

ール、スマートフォンと連動した操

ヤを曲げずに回頭できるオムニホイ

備えたパーソナルモビリティ。タイ

在であり、乗り物としての楽しさも

電動車いすやシニアカーに替わる存

られない︒

時代の幕開けに︑夢や希望を感じずにい

デザインは単なる表層的な加飾ではな

びていたに違いない︒

外観は︑障碍のあるないに関わらず︑あ

慮がなされたシステムに仕上がっている︒

感じさせ︑ハードとしての高い完成度が

ーによって︑
子どもからお年寄りまで︑
説

に革新をもたらした︒

田子 學

Manabu Tago

株式会社

WHILL Model A

2015 パーソナルモビリティ

D
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く︑商品のストーリーを紡ぎ出すプロセ

120

五十嵐太郎
Taro Igarashi

2015 文房具

フリクション
株式会社パイロットコーポレーション

パイロットが開発した熱で消えるイ

の消しゴムの表面は削れることで消しカ

をゴムが剥がし取るからだ︒同時に︑そ

で消せるのは︑紙の表面に付着した黒鉛

そもそも鉛筆による文字が︑消しゴム

者が大学で所属する工学部は︑マテリア

いが︑
一度使えばすぐに慣れるだろう︒
筆

消すの？といった疑問をもつかもしれな

ルペンなのになぜ消えるの？どうやって

るからなじみやすい︒最初だけは︑ボー

し︑色が透明になるという特殊なインク

たすマイクロカプセルの結合状態が変化

一定温度以上になると︑色素の役割を果

すなわち︑擦ることによって熱が生まれ︑

ラダイムから新しい消し方を開発した︒

これに対し︑フリクションは化学のパ

られてきた︒なお︑冷やすと消えた文字

わしいデザインのバリエーションも求め

様なシリーズで展開し︑それぞれにふさ

新しい使い方に気づかせている︒
また︑
多

の核となるインクに革命を起こすことで︑

デザインを変えるのではなく︑筆記用具

意匠との関係で言えば︑外装としての
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ンク搭載の文房具シリーズ。ボール

ペンやマーカー、スタンプなど受賞

時点で二〇種の製品ラインナップが

存在し、付属するラバーの摩擦熱に

よりインクを消すことが可能。“何度

でも消せるインク”という夢のある

企画のブランディングが功を奏し、

世界一〇〇カ国以上で使用される大

ヒットとなった。

興味深いのは︑インクの様態の変化を

D 同社 営業企画部プロダクトセンター意匠グループ 池田明教︑吉田桃子︑松村直実︑島田泰介︑松下萌黄／
営業業務部SP グループ 䑓田亜紀子 ┼島田真代︑渡瀬聡志

すでに国内発売から十年の実績を誇る

ひっくり返し︑擦ること︒摩擦熱を利用

もたらすトリガーである︒ペンの上下を

しているのだ︒操作性がシンプルであり︑

フリクションは︑使い手や用途に応じて︑
らに共通するアイデンティティは︑やは

しかも消すための原理は違えども︑長い

スが生じ︑その下から新しい白い表面が

こうやって化学は実生活に役立つのかと

ルの研究を行う分野も含むが︑なるほど

歴史をもつ従来の消しゴムのように扱え

現れる︒言うまでもなく︑消しゴムを使

の導入である︒紙の上のインクは残って

に使えそうである︒

が復活するらしいが︑この逆機能も何か

改めて感心させられる︒

いるが︑見えなくなるのだ︒ゆえに︑フ
ない︒

リクションの頭のラバーが削れる必要が

にその存在が消えていく︒

い込むと︑どんどん小さくなり︑物理的

消えることだろう︒

り擦ると消しカスなしに︑書いたものが

様々なラインナップが存在するが︑これ
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まさに成田国際空港第３ターミナルは

ンは実現できる︒

が増えている︒たとえば︑建築やインテ

そういうデザインだと思う︒LCC 利用

専門家が専門外のデザインをする機会
リアを経験した人が︑それ以外を仕事の

客のための空港ターミナルで︑通常のタ

ンなどは設置できない︒その課題を解決

ーミナルの半分という予算的な制約があ

でも成田国際空港第３ターミナルはそ

するために導き出されたのが﹁陸上トラ

対象にすることも多い︒プロダクトデザ

の逆︒これまでならゼネコンなどが主導

ック﹂だった︒それ自体が誘導サインの

イナーになる人もいるし︑起業家として

するのが一般的だったが︑建築の専門外

どうして専門外のデザインは生まれた

役割を担いながら旅客を導き︑足の負担

のだろう︒ひとつはテクノロジーの進化

の人たちも関わるプロジェクトとなった︒
えたとしても建築は難しい︒なぜなら法

によって︑専門性を補うものが生まれて

を軽減する機能までもっている︒

が複雑に絡み合いながら形が決まってい

デザインというものがある︒それは建築

ただ︑専門家じゃないからこそできる

全体を見ながら同時に考えなくてはいけ

すべてがシームレスに関係しているので︑

て︑あらゆるものがつながった︒もはや

いること︒さらにインターネットによっ

から建築を発想するのではなく︑人から

ない︒

これはデザインに対する技術というより

ひとつに向き合っていく人間としての力

知識や経験に捉われるのではなく︑一つ

領域を超えたデザインに必要なことは︑

も態度の問題なのかもしれない︒この姿
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、
良品計画

するなど、斬新なアイディアがある。

競技用トラックをメイン動線に使用

リットをポジティブにとらえ、陸上

さ、出発・到着動線の混在というデメ

も計画段階から参画。移動距離の長

テリアを担当する

るため、日建設計の他、サインやイン

もローコストという制約を乗り越え

LCC 専用ターミナルビル。建設費

成田空港に増築された国内・国際線

だと思う︒

成田国際空港 第

2015 空港

勢によって︑
固定観念から自由になり︑
機

間として︑どういう形がいいのか考える︒

形をつくっていくというもの︒一人の人

くものだから︒

律や歴史︑技術︑環境など︑様々な要素

いくら︑専門外の領域で活躍する人が増

った︒そのため動く歩道や電照式のサイ

﹈

活躍する人もいる︒

ナカムラケンタ

Kenta Nakamura

旅客ターミナルビル

3
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成田国際空港 第3 ターミナル プロジェクト
﹇成田国際空港株式会社 ┼株式会社日建設計 ┼株式会社良品計画 ┼株式会社
D 株式会社日建設計 ┼株式会社良品計画 ┼株式会社
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能的でありながら見たこともないデザイ

122

ドミニク・チェン
Dominique Chen

2015 ビッグデータビジュアライザー

RESAS

株式会社タクラム・デザイン・エンジニアリング

D 同社 櫻井 稔︑松田聖大︑木村博信︑帝国データバンク 有本昂平

膨 大 な 経 済 ビ ッ グ デ ー タ を 3D モ

二〇一一年の情報通信政策研究所の報

の取り組みは︑
このような情報

この事実は︑私たちの認知限界を優に超

割合が増加しているだろうと思われる︒

S
A
S
E
R
社会に向けた重要な一歩として評価でき

える量の情報の海の中で︑価値ある意味
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デルとして可視化する地域経済分析

システムのプロトタイプ。ビッグデ

ータをロジカルに素早く把握するた

め、時間的、空間的表現をインター

フェイスに取り入れた。ピンポイン

トな施策が求められる地域経済分析

において重要な役割を果たすシステ

ムであり、システムの完成度という

観点からも評価された。

録されればすぐにアクセス可能になり︑

告によれば︑二〇〇九年において日本社

慣習が根強く残る日本中の行政機関にも︑

産官学がそれぞれの活動のために利活用

会に流通する情報量は︑実際に消費され

現代社会はますますデータ駆動型にな

できるようになる︒社会全体を︑神経ネ

ている量のほぼ二倍に達している︒ここ

されている︒

ットワーク系を持つひとつの生命システ

には出版から放送︑インターネットなど

同様の改革が適用されることが強く要請

ムとして捉えるならば︑その体内を流通

の各種メディアによって公開される情報

ってきている︒これまで紙の資料で蓄積

する情報のスピードと量が増大し︑身体

る︒日本全体の人口動態から各自治体の

を抽出するデザイン︑およびプログラミ

今後︑社会基盤のレイヤーでも IoT

産業構造までを含む統計値を︑デザイン

式でダウンロードすることもできる︒現

化が推進されることによって︑公的なデ

ングがますます重要性を増すことを示し

も公開しており︑
開発者は

ータの記録と公開はさらにリアルタイム

が統一されたユーザーインタフェースで

自由に経産省の公式データを自作のアプ

性を増し︑実社会の運用に対してより密

ている︒

リケーションに呼び込んで利用すること

ず︑個人のデザイナーやデベロッパーに

接に働きかける機会を法人や省庁に限ら

在は

ライエタリで︑プログラムによる操作が

I
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行えないファイル様式で情報を公開する

ももたらすだろう︒

ができる︒いまだに PDF というプロプ

閲覧できる上に︑そのデータを CSV 形

いてはおそらくインターネットの占める

が含まれているが︑二〇一七年時点にお

ることを意味する︒

の各部位が相互により複雑な反応を行え

されてきた行政情報は︑オンラインに記

123

たのか︑国民には目の前にある生活のリ

的なビジョンも︑イギリスからは遠すぎ

体の調和と成長を追求する EU の画期

にした︒
﹁多様性の中の統一﹂を掲げ︑全

から︑見えている景色が違うことを露わ

ギリスの EU 離脱は︑欧州において各国

行動にも影響を及ぼすからだ︒例えばイ

る景色は大きく異なり︑おのずと思考や

の視点から捉えるかにより︑眼前に広が

ものの見方が問われている︒事象をど

まさに対立を超えた﹁多中心な世界観﹂

と︑行き止まりのない球面世界が広がり︑

された中心はない︒複数つなぎ合わせる

比や連なりで正確に再現しており︑固定

が一変する︒立体としての地球を︑面積

サグラフで世界を眺めると︑見える景色

れ﹂という認識をもたらす︒しかしオー

の図式は︑無自覚に日本人に﹁世界の外

中心に︑
アジアは東に︑
日本は極東に︒そ

た古来の地図に慣れすぎていた︒欧州は

異なる意見を超え︑一段高い視座を得

が浮かび上がってくる︒

しかし世の中︑
ものの見方が違うね︑
違

に立ち戻る必要がある︒何を見ているの

るには︑異なる解釈を生み出した﹁原点﹂

アリティが勝り︑離脱へと傾斜した︒
ったままでも多様だから良いねで︑本当

か︑
どこから見ているのか︒〝

ることを許容する概念なのだろうか︒対

多様な景色があることを知るとき︑私た

〟
︒立ち位置の数だけ

f
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立を超えて︑新たな統合されたものの見

ちは包摂的な社会の実践へと一步踏み出

s
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方を手に入れる︒
アウフヘーベンこそ︑
人

かし私たちの多くは︑十六世紀に生まれ

なっている。

中心の世界観を視覚化するものにも

方位に無理なく延長できるので、多

を出さないはじめての世界地図。全

オーサグラフはどれも大きな違和感

だったが、球体を多面体に変換した

での地図はどれかが大きく狂うもの

方位、距離の四要素があり、これま

しい地図図法。
世界地図には面積、
形、

地球を平面上で表現するための、新

は︑まなざしのレッスンである︒

せるのではないだろうか︒オーサグラフ

世界を捉える手法︑そして思考の革新だ︒

れが地図だ︒だから地図における革新は︑

世界を統合的に捉え︑
把握する手法︑
そ

間だからできる知的行為ではなかろうか︒

そんなに身勝手で︑世界を断片的に捉え

に良いのだろうか︒そもそも多様性とは︑

林 千晶

Chiaki Hayashi

2016 世界地図図法

オーサグラフ世界地図
慶応義塾大学 政策・メディア研究科 鳴川研究室 ┼オーサグラフ株式会社

D 慶応義塾大学政策・メディア研究科 ┼オーサグラフ株式会社 鳴川 肇 ┼株式会社ビーグルサイエンス 星 鉄矢
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本来︑どこが中心でもない丸い地球︒し

124

永井一史
Kazufumi Nagai

2016 本

東京防災
株式会社電通 ┼

R
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N
G
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N

太刀川瑛弼︑長谷川香織︑アンドラディティヤ︑岡村優太

┼株式会社電通テック ┼株式会社たき工房 ┼株式会社ブレーンシップ ┼株式会社トランス・メディア ┼岡村優太

東京用の防災ガイドブック。面倒で

138
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つまらないと捉えられがちな
「防災」

情報を、
「読みたい」と思わせるエン

ターテイメント性がある。発災から

避難、生活再建までの流れをまとめ

たり、事前の備えを挙げるなど、情

報の整理が徹底されてわかりやすく、

統一のとれたイラストが親しみやす

い。行政の「伝え方」を改善したも

のとして注目される。

ー︑サイのキャラクター︑
﹁今やろう︒
﹂

D 株式会社電通 榊 良祐︑松浦夏樹︑武田さとみ ┼

スイスの保険会社が発表したところに

というメッセージとステートメント︑直

ュレーション︑そして全体の構成や文章

感的に理解できるビジュアル︑カスタマ

人口の多さがその大きな理由である︒避

など︑すべてはそこに収斂している︒大

よると︑東京は世界一自然災害リスクの

けることのできない宿命でありつつも︑

胆さと丁寧さ︑公共性と一般性︑誠実さ

イズされた避難マップ︑マンガでのシミ

人の叡智で被害を最小限に押さえること

とエンターテイメントなどある意味相反

の確率で起こると言われている大地震と︑

は可能だ︒それにはまず一人一人の意識

する要素をうまくバランスさせてそれを

行政からの配布物は︑機能的な役割だ

実現しているのだ︒

二〇一五年︑
﹁東京防災﹂は都民に配布さ

排除することでらしさを担保してきたよ

うに思う︒正しいだけでは︑充分に機能

けを追求し︑楽しさや魅力をできるだけ

めくると︑必要充分な情報がコンパクト

させることは難しい︒提供者サイドの論

ら取り出し︑わくわくしながらページを
に収まっていることに感心した︒しかし︑

理だけでなく生活者サイドの視点を持つ

デザインがもっと関わっていくべき大き

従来の行政の配布物にはないスタイリッ

あるように思う︒

な意味だろう︒この東京防災がベンチマ

ことで︑行政のサービスが変わっていく

﹁東京防災﹂の本質は︑一人でも多く関

ークとなり︑日本の行政サービスがより

シュさや︑イラストを多用した分かりや

心を持って手に取り︑
ページをめくり︑
自

る︒

良くなるきっかけになることを望んでい

可能性がある︒それこそがパブリックに

の意識や行動のデザインがなされている
ことだ︒ネーミングとロゴ︑黄色のカラ

分の中に防災意識を立ち上がらせるため

すさを評価するだけでは表層的な見方で

れた︒自身の家にも届いたが︑ケースか

そのクリティカルな課題に応えるべく

や適切な行動が何より重要であろう︒

高い都市だそうだ︒三〇年以内に七〇％
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武蔵野美術大学 教授

宮崎光弘

森田昌嗣
デザインジャーナリスト

村田智明

森山明子
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125のデザイン、
125の物語

聞き手：
二〇〇六年一〇月一一日

京芸術大学でのトークセッションということで、

───本日は五〇年展最初の展示会場である東

九三年、剣持勇デザインの「ラタンチェア C

ん」は一九六一年発売で Gマーク選定は一九

デザインしたキッコーマンの「卓上しょうゆび

所を構えていた小杉二郎さんと私のどちらにし

来られました。芸大の大先輩で同じ目白に事務

を新しく見せるにはどうしたらいいかと相談に

東京芸術大学大学美術館陳列館

日本を代表するデザイン研究所の代表者お二人

3150」は一九六六年に選定されました。

数百年、それ以上の歴史を持っているおしょ

だということでした。

ようか迷っていたんですが、まあ若い方を選ん

＊

をお迎えし、グッドデザイン運動についてお話
しいただきます。Gマークが始まった一九五七
年は、栄久庵さんにとっても松本さんにとって

ナーになられたのが、この年なのです。さらに

本さんが剣持勇デザイン研究所のチーフデザイ

ンダストリアルデザイン研究所所長となり、松

ないと思うんですけれど、当時の母親たちは大

栄久庵 ちょっと古い話で、皆さんには実感が

キャップは当時、新しかったのでしょうね。

─── 卓上しょうゆびんの赤いプラスチックの

出身だったもので愛国精神が強かったんでしょ

油から来られた方は幼年学校出身で、私は海兵

かと、私は多少腹も立っていたんです。野田醤

な、しょうゆの匂いっていうのはそういうもの

うゆですが、そば家の前を GI︵連合軍兵士︶

二人の生年も一九二九年と同年であるばかりか、

体が低い所に置かれている一升びんからしょ

うね。気が合うとお互いが虚心坦懐に語れます

卓上しょうゆびんは
「インダストリアルグラフィック」

事務所も東京・目白と同じで至近距離にあった

うゆさしにおしょうゆを注ぐのが大変難しくて、

ままないようにするにはどうしたらいいか検討

から、古いものを新しく見せる、GI が鼻をつ

を始めたんです。パッケージこそ古いものを新

きょしんたんかい

が通ると鼻つまんでいたわけで、これはまずい

というのですから驚きます。

た話だなと思っていたところに、野田醤油︵現・
キッコーマン︶の人がしょうゆという古いもの

へっぴり腰になっちゃうんですよ。これは困っ
時の状況をお伺いしたいと思います。GK が

今日はまず、グッドデザイン賞五〇周年展の

も記念すべき年でした。栄久庵さんがGK イ

1

出品作の中で、お二人が関係したものの開発当

−

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

キッコーマン「卓上しょうゆびん」

山川ラタン
「ラタンチェアC 3150」
−
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小杉二郎
インダストリアルデザイナー。一九一
五│一九八一年。東京美術学校︵現・
東京芸術大学︶を卒業し、工芸指導所
を経てフリーランスとなる。代表作は
東洋工業︵現・マツダ︶のトラックシ
リーズ、蛇の目ミシンのミシンなど。
グッドデザイン専門分科会専門委員を
務めたが、日本インダストリアルデザ
イナー協会理事長としては「政府の名
により日本唯一の機関としてグッド・
デザインを選定しマークを貼るという
ことは、あまりにも主客転倒した気短
かで強引な旧日本軍のごとき精神とい

その頃はパッケージもサインも概念としてなか

しくする手段じゃないかなと思ったのですが、

彼が言い出したのが「ジャパニーズ・モダン」
、

ザイン事情視察に行きました。で、帰ってきて

しても初めてアメリカに出張を命じられて、デ

松本 そう、だから女性の靴下が引っかかると

───ホテルのバー用の椅子だったんですね。

よ。それをメインバーに置いたんです。

ズ・モダン」と言い出した考え方を、そこで初

ったので「インダストリアルグラフィック」と

るんですが、スタッフは誰もいない。それで夜

めて体現するんですね。椅子類も、壁も、じゅ

みました。剣持は米国から帰って「ジャパニー

い、中のものが見えることを目標に作り上げた

だけ来て手伝えと言われて二年間通いました。

うたんも、デザインのモチーフはみんな日本的

いった問題が色々あったんです。それで随分悩

わけです。模型が一〇〇個過ぎたらやっとうま

そしたらたまたま、戦後初めての大型ホテルと

です。ただホテルですから、あんまりバナキュ

九五五年六月に産業工芸試験所を辞めて独立す

くしょうゆが切れた。注ぎ口の角度が決め手で

なるホテル・ニュージャパンのインテリアを全

ラーなものは出せない。それで彼は彼なりに考

つまり新日本調なんです。彼は四三歳の年の一

した。また、びんを持った時にご婦人の指先が

面的にやれという話がきたんですね。一九六〇

えて、特に籐の椅子はあそこからスタートした

型を作って、持ちやすい適切な大きさ、垂れな

きれいに見えるかどうかというのもとても大事

年当時は帝国ホテルとホテル帝都︵現・パレス

というのが実情なんです。その後、毎年いろん

いう名前を付けました。それで何遍も何遍も模

なことでね。

ホテル︶しかなく、そのニュージャパンは火事

なものを作って出すんですが、ニュージャパン

キッコーマンのしょうゆが輸出先八十数カ国

で焼けて今はもうないんですが⋮⋮。

インはやっぱり虚心坦懐にものが言える関係あ

いって言い出しました。問題の籐の椅子は最初、

もらうホテルなんだから日本のホテルを作りた

その時に、彼は日本に来る外国人にも泊って

けたりとか、いろんなことをやるんですね。そ

めて畳の上に置ける座椅子とか、金属の脚を付

りずん胴ではありません。それをちょっとすぼ

の後で出した籐の椅子は下のほうが少し丸くな

で開発されたことに興味を持ちますし、機能面

ダストリアルグラフィック」というコンセプト

───模型一〇〇個超でしたか。早くも「イン

人の椅子となりました。

術館︵ Museum of Modern Art
＝ MoMA
︶パ
ーマネントコレクションに入った初めての日本

類ぐらいあり、その一つがニューヨーク近代美

るような感じがして楽しみの一つですね。デザ
りき、それを集約して形作るわけだから、人の

ずん胴で、竹をこう斜めにスパッと切った竹や

れで「C

と世界的になった今では、行く先々に日本があ

心から全部思いが入っていくわけで。ぜひとも、

りの先頭みたいな格好してるものだったんです

3150」タイプの丸い椅子も三種

そういう関係を大事にしてください。

以上に、使う人の指先がきれいに見えるという

変そうですが、いかがでしたか。
松本 やはり話が長くなるんですが、栄久庵さ
＊

んもよく知ってる剣持勇とは、私が産業工芸試
験所に入った一九五三年から二年間職場が同じ
だったんです。剣持はちょうど一九五二年に日

というのは端的に言うと、はりぼての真っ赤な

んです。それで、その籐椅子は赤もの。赤もの

「白もの」と「赤もの」というふうに分類した

ていた明治大学の先生が、剣持の作るものを

神代雄一郎という建築の歴史学者で評論もやっ

バナキュラーなものだと思うんですね。例えば

あだけど、この形からすると、やっぱりかなり

松本 彼は普通に喜びましたね、その時ね。ま

したか。

ーマネントコレクションに対する反応はどうで

───一九六四年のことですが、剣持さんのパ

───
「ラタンチェア C 3150」の開発も大

ラタンチェアに
図面はなかった

配慮に心を動かされました。

－

」
（蛇の
ミシン「HL 2〈320 型〉

剣持勇
インテリアデザイナー。一九一二│一
九七一年。東京高等工芸学校木材工芸
科を卒業し工芸指導所に入所。ブルー
ノ・タウトの指導の元で規範原型を研
究。一九五二・三年に渡米してグッド
デザイン展を視察し、アスペンデザイ
ン会議に出席。一九五五年に剣持勇デ
ザイン研究所を設立、
「ジャパニーズ・
モダン」の提唱者として活躍し、代表
作にはホテル・ニュージャパン、東京
ヒルトンホテル、ラタンチェアなどが

左から聞き手の森山明子氏、栄久庵憲司氏、松本哲夫氏

えるだろう」と反対を表明した。
目ミシン工業）
、一九五三年

−

ある。主著は﹃剣持勇の世界﹄全五巻。

−

本のデザイナーとしてもデザイン関係の役人と

Gマーク大全
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1
2

だるまさん、あの手の傾向のものを赤ものと彼

制」はけしからんということで反対運動をしま

ですけれど、私の世代は国家による一枚の赤紙

した。そういう点で G マークは民間と官僚とが

で戦争に行かされた先輩も多く、国家の「官

貴族的なものだと。剣持はその両方の狭間でか

一緒に心を合わせて作った制度ではなかった。

だと。それからもう一つの白ものは、きわめて
なり揺れてたんだろうと思うんです。京王プラ

制度の出発はあくまで英国の影響で、その影響

は称していました。かなりバナキュラーなもの

ザホテルの時もそうだし、自死という亡くなり

はデザインそのものよりも振興の仕方ですね。

うつびょう

す。日本の場合はあくまでも振興としての G マ

いましたが、振興と運動とはちょっと違うんで

先ほど森山さんは「グッドデザイン運動」と言

方をするのも、鬱病ではあったんですが、多分
にそうした悩みが原因だと思う。
僕が最初に産業工芸試験所に入った年には、
翌五四年から始まる「日本近代意匠の研究」と

りカーテンなしといった住宅を発表していた。

ど大きな障子を両面に使ってガラス戸が外にあ

生が「斉藤助教授の家」で、板の間なんだけれ

格好のテーマではあったのね。当時、清家清先

強していたので建築をやりたいなと思っていて、

最初からどっぷりと浸った。もともと建築を勉

した。不思議な名称なんだけれど、僕はそれに

線上に英国産業デザイン協議会︵CoID︶も生

するのが一つの国策になっているんです。その

ビクトリア女王時代から数々の発明を国が保護

栄久庵 英国は非常に官僚的な国家ですから、

ますか。

ン運動に詳しいでしょうから、ご説明いただけ

ンカウンシルが推進しようとしたグッドデザイ

けではありません。栄久庵さんは英国のデザイ

本にいきなりグッドデザイン運動が発生したわ

長になった時、なぜ G マークに反対しているの

もいました。一九七〇年に私がその協会の理事

栄久庵 協会会員でありながら審査している人

うですね。

いのです。しかし審査員の問題は大きかったよ

もので、Gマークだけを指しているわけではな

ミッティーが展開した活動なども含む広範囲な

───私が運動という場合には日本デザインコ

られないことだったでしょう。

ー協会︵J IDA︶が反対すると審査員が立て

がデザイナーの日本インダストリアルデザイナ

ーク制度であり、通産省が一番困ったのは会員

そういう傾向の一端が僕にはかなり影響してい

まれました。ただ、第二次世界大戦終了直後の

いう通産省が認めた研究テーマが決まっていま

ると思います。だからああいうものもできると。

日本からは官僚しか行けない状態で、行けた官

トラインも。あとは剣持が職人さんに一日中つ

松本 アウトラインは描きました。原寸のアウ

面がなかったというのは本当ですか。

人々は刺激され涵養されるだろうと。人々には

カウンシルが選んだものを見せることによって、

ンシルが実施したデザイン選定を知ったんです。

僚が英国のデザインプロモーションとしてカウ

審査員の名前が出ていないこと。それを当時の

ていない。これが理由でしたが、一番の問題は

明記されていない、三つ目は審査員の名前が出

はデザインした企業およびデザイナーの名前が

かと聞いたら、一つは国家による官制、二つ目

＊

でもそれはね、図面なんかないんですよ。

きっきりで注文出しては、こうするああする、

三種類あって一つは考える人、一つは製造して

デザイン担当の課長に訴えたら、デザイナー

＊

───名品「ラタンチェア C 3150」に図

ああするこうすると言って、出来たのがそれだ

販売する人、もう一つは購入して使う人。あま

︵審査員︶の名前は出しますと言う。ところが

った。

り長くは続かなかったんですが、それにしても

発表するんですよ」と念を押して、協会は G マ

なった。
「まあしょうがないですね。でも必ず

最初からじゃないんです。審査に当たって不正

お国のやることですから何も言うことないん

けです。

大変な効果があった。それで日本でも「グッ

JIDAがGマークに
反対した三つの理由
───とても興味深いお話をいただきました。
Gマーク選定開始は一九五七年なんですが、日
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清家清
建築家。一九一八│二〇〇六年。東京
美術学校、東京工業大学で建築を学び、
東京工業大学教授、東京芸術大学教授、
札幌市立高等専門学校長を歴任。代表
作は「斉藤助教授の家」
、
「私の家」
、鎌
倉プリンスホテルなど。グッドデザイ
ン専門分科会専門委員を務める。

英国産業デザイン協議会

＝

（ Council of Industrial Design CoID
）
一九四五年開設。
一九四六年の
「 Britain
Can Make 」
It展以来、展覧会のため
に多くの選定を実施し、一九五六年四

月にデザインセンター︵ The Design
︶を開館、
Center for British Industries
デザイン選定を開始した。このセンタ

ーを範として一九六〇年、わが国にジ
ャパン・デザインハウス、大阪デザイ
ンハウスが開設された。

栄久庵憲司氏

がないように、結果が出た後に公表することに

4

3

ド」というところを取り入れてやろうとしたわ

−

3
4

小池岩太郎
プロダクトデザイナー。一九一三│一
九九二年。東京美術学校図案科を卒業
し、福岡県商工技手、工芸指導所技手、
沖縄「紅房」工場長を経て、一九四二
年から母校の東京芸大でデザインの教
育にあたる。GK デザイングループの
礎を築き、グッドデザイン専門分科会
専門委員、J IDA 理事長などを歴任。

─── Gマークなんか関係ない、必要ない、と

ずと││。

栄久庵 自分で言うの変ですけれど、相手にせ

ドデザイン展を一九五二年と翌年に二度訪れて

Gマーク制度創設以前に剣持さんは米国のグッ

年生まれの剣持勇さんとはほんの一年違いです。

ーク反対の旗を降ろしました。

いうことですね。

決したと言えるようです。先輩諸氏にはいくぶ

省のほうに申し上げ、払底した審査員問題は解

にも諮っての決定でした。そういうことで通産

ということを理事長の私自身が判断し、理事会

てみると、そうかなと思うところもあるのです

かという。その時もこそばゆくてね。まあ頂い

たんです。そのうちに企業の方が出したらどう

のはなにか「形」が悪い、という気持ちがあっ

のままでいいじゃないか、ラベルを貼るという

いろいろ調べて「グッド・デザイン運動」
︵
﹃キ

松本 僕の知識は剣持からのまた聞きですから、

です。

Gマーク創設のきっかけの一つだったと思うん

年後にグッド・デザインコーナーと改称）や

ッド・デザインセレクション（一九五三年、二

日本デザインコミッティーによる銀座松屋のグ

ん振興と運動の混同があり、私が賛成したとい

が、問題は企業名だけあってデザイナーの名前

ーワード ﹄所収、建知出版、一九八三年︶を

反対したわれわれの先輩にはそれなりにちゃ
んとした理由があり、賛成した私に多少妥協し

栄久庵 そう、関係ないと。使われるものはそ

『工芸ニュース』で報告されました。それも、

の性質を考えるとこの場合はプラスになるんだ

たという思いはあったものの、日本という国体

うのはもちろん振興の観点で、そのためには続

を明記していないこと。

それが今年五〇周年を迎えたのは大変めでた

のですが、展示ラベルは確かに企業名だけで、

───展覧会カタログにはデザイナー名がある

月、毎日新聞主催の第一回新日本工業デザイン

書きました。そもそもの始まりは一九五二年三

はか

くことが大事だと思いました。
い話です。全体的にデザインのレベルが上がっ

ン展は一九五二年と五三年ですが、これは一九

れてるんです。剣持が見た米国のグッドデザイ

展でグッドデザインという言葉がちょっと使わ

物理的な理由にせよ私も気になりました。

アワード︵ award
︶
。あるレベルを通ったもの、
これ以上下がるとまずいというレベルを決める
賞にするから企業がそれを利用するというよう

デザインの流れからは第二世代と言えると思い

───ところで栄久庵さんと松本さんは日本の

れがいいデザインだよっていうのはやっぱりア

者が選ぶんじゃなくて権威ある人が選んで、こ

久庵さんの英国の話と通じるんだけれど、消費

五〇年に始まり五四年で終わります。理由は栄

な悪弊も出てくるんで、あくまでも選定という

ます。GK は「グループコイケ」ということで、

のが G マークであって、それをアワードという

立場を押さえておいたほうがいいと思うんです

メリカの社会構造に馴染まなかったんですね。

＊

白いことがありましてね。一九五八年一月一三

松屋のグッド・デザインコーナーに関して面

んですがね。

ザイン活動は、起こるべくして起こったと思う

日本デザインコミッティーと通産省のグッドデ

ったのが一九五一年。そういう時代でしたから、

野善一を引っ張って日本初のデザイン部門を作

僕が学んだ千葉大学の工業意匠学科助教授の真

松下幸之助がアメリカを視察して帰ってきて、

かなり批判が出て止めちゃうんです。

小池岩太郎さんが一九一三年生まれ、一九一二

とにかく制度創設から五〇年経ち、外国の人
に「おたくの国はどうしてますか？」と聞かれ
たらこのシステムのことを話しまして、
「ああ、
そうですかね」なんて言って感心されたりしま
すけどね。そういうことで、若い時代でしたけ
れど、粘り強い討議がなされたことをよく覚え
てます。
─── JIDAが制度に反対したことと、一九
六一年発売のキッコーマンのしょうゆびんをG
松本哲夫氏

けどね。

コミッティーを舞台とする
グッドデザイン論議

たということですね。気になるのは名称にある

50

日の読売新聞夕刊に漫画家の近藤日出造が「無
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マークに申請するのが随分遅かったこととは関
係があったのでしょうか。

5

5

地はスマートか デザインの疑問」と題する記

ールズ・イームズのプラスチック製の椅子を世

たわけです。それに剣持が二度反論した。白無

けないし、共同制作になると仲間同士の意見が

ペに勝とうとすると理念も意味も考えなきゃい

コンペは結局相手と競うわけですから、コン

に出したんです。

地の陶器の食器にたくあんや菜っぱ漬けを盛っ

一致しないといけない。コンペというのはまさ

ッドデザインは白に限るのかという疑問を呈し

事を書いたのです。白生地の茶碗について、グ

てもうまそうに見えないので困る、こけしが木

に運動そのものなんです。勝てば名前が出るの

ンペを経験してほしい。GK はコンペを獲得し

士のように。若い皆さんにはその意味でぜひコ

していくことだと信じました。立ち合いする武

受け、競争に打ち勝つということは文化を良く

とです。私は戦後アメリカの競争社会に影響を

た。そのコンペはやはりアメリカに教わったこ

工業デザインコンクールに入った時は嬉しかっ

がなんとも魅力でね。松本さんが触れた新日本

肌に墨一色ではすぐに見飽きてしまう。つまり
近藤さんはハイカラ・スマートがグッドデザイ
ンかと問い、剣持は「下手な物言い休むに似た
り」なんて返したりしてね。二回目の反論では
んの器を作ることはきわめて日本的で人間くさ

現代デザインに理解を求めようとして、たくあ
い課題と受け止める姿勢をちらりと見せます。
コンシューマーの意見、普通の人がどう考える
かということについて剣持は答えようとしたん

国のデザインをどうご覧になったのでしょう。

て文化国家だということを言おうとしたのが、

デザインが国の姿を作った、デザインを通じ

て育ったんです。

こんなような状況の中で一九五七年、通産省

栄久庵 米国のグッドデザイン展はニューヨー

歴史の短いアメリカの一九五〇年代でした。た

からアートセンタースクールで学ばれます。米

は意匠奨励審議会を作って G マーク制度を発足

ク近代美術館︵MoMA︶とシカゴのマーチャ

だと思います。

させるんです。ただし、その背景には対米輸

そんな中で日本デザインコミッティーとグッ

だし国家は直接手を出さないという点が日本と

ド・デザインセレクションは民間で頑張って、

ンダイズマートの協力で始まりました。その立

とジープ。そのジープは、もうほとんど完璧に

なかなか意味のある動きをしていると思ってい

出によって何がなんでもドルを稼ぐ必要があり、

近い良さを持ってるんだと。つまり、乗って良

ました。今では地方にも様々な活動があります

めていった。それが国家主導の日本との違いで、

るというので G マーク証紙を与えることでデザ

し、楽しんで良し、屋根はオープンだから占領

が、大事なのはリーダーの存在で、そのリーダ

異なり、民間企業や募金団体の寄付でそれを進

インの重要性を企業に啓蒙しようというねらい

地の人々とつきあうこともでき、このジープだ

ーをどう育てていくかというのが今後の課題だ

お金持ちでね、そこに戦後何を飾ったかという

があったんです。

からこそアメリカは勝ったんだという推薦文な

と思っています。

役者であった MoMA のカウフマンという人は

これは通らざるをえない苦い部分で、さっき

わけです。それを初めて聞いた時、デザインに

───栄久庵さんは今までいくつぐらいコンペ

イミテーションもいっぱい作って輸出しちゃう

栄久庵さんも言ったように日本的な発想の運動

はメッセージがあるんだと非常にショックでし

を勝ち抜き、どのコンペでの受賞が一番嬉しか

んですね。それで「安かろう悪かろう」では困

だと言えるかもしれません。

た。作ったからには相手に伝わらなければいけ

ったですか。

米国デザイン推進の原動力は
コンペティション

ザインがしたいという夢を与えてくれました。

栄久庵 一番嬉しかったのは兵庫県の慰霊碑の

＊

また MoMA が戦中に実施したコンペが、チャ
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チャールズ・イームズ
）
（ Charles Eames
米国のデザイナー。一九〇七│一九七
八年。夫人のレイ・イームズとともに
家具、インテリアのデザイン、映像作
品制作などで活躍。家具では成型合板
の椅子、FRP 使用のアームチェアな
どが有名。カリフォルニアに自邸「ケ
ース・スタディ・ハウス」を建設、映
成型合板DCM、一九四六年

像の代表作は「パワーズ・オブ・テン」
。

栄久庵憲司氏
（左）と松本哲夫氏

ないという考えには感心し、いずれ自動車のデ
───栄久庵さんは海外市場調査会（現・日本
貿易振興機構）の留学制度によって一九五五年

6

6

レイモンド・ローウィ
）
（ Raymond Loewy
フランス出身の米国デザイナー。一八
九三│一九八六年。パリ大学卒業後に
渡米し、
﹃ヴォーグ﹄誌等のイラスト
レーターを務める。次いでインダスト
リアルデザインを手がけ、米仏にデザ
イン事務所を設立。代表作はシアーズ
社の冷蔵庫、ペンシルベニア鉄道の機
ローウィとペンシルベニア鉄道の機

関車、タバコ「ピース」の外箱など。
関車、一九三七─三九年

等。ともかくコンペといえばガラガラへびみた

れからチームで頑張った第四回毎日コンペで一

入ったろう。授業料払え」と言われました。そ

あることを知った芸大の事務長から「君、お金

コンペで佳作に入った時でしたね。副賞賞金が

山城隆一、展示デザインが剣持デザインですか

松本 あれは建物が前川国男、グラフィックは

れましたか。

リアで金賞を受賞なさいました。現地には行か

九五八年に、ブラッセル万国博日本館のインテ

ていました。

ーの個性に近いものが生まれてくるのだと言っ

どっかにある。そこから出発してそのデザイナ

と、無から有は生まれない、必ずオリジナルが

談でしたが、もう仕事をするのが精一杯で、仕

れ、
「そう、いっぱい入ったんですよ」とは冗

「ロイヤリティーがすごいだろう」とよく言わ

た。またキッコーマンの卓上しょうゆびんでは

る、頑張ることを評価してくれる唯一の道でし

かりに結果が三等でも佳作でも頑張りがいがあ

いに噛みつく。デザインが定着していない時代、

イプの籐の椅子は北欧に先例があって、デザイ

喜びましたね。なぜかと言うと、あれに近いタ

一喜一憂しないタイプの人間なんです。剣持は

そんな具合でした。僕はその辺は割とクールで

MA のパーマネントコレクションになった時も

いう話を聞いただけです。
ラタンチェアが Mo

でさえ行っていません。
「金賞もらったよ」
って

たですよ。前川事務所のスタッフに任せて剣持

らね。でも現地に行くといった時代じゃなかっ

通したアーティストがデザイナーである」
、こ

といいデザインはできませんよと。
「技術に精

には素材も技術もある程度は理解をしていない

松本 もう一つ言っていたのは、何かを作る時

どんなことをいつもおっしゃっていましたか。

ね、オリジナリティーの問題として。ほかには

───でも自分は真似はしたくないわけですよ

素材と技術を知ることが
デザイナーの必須要件

ティーをもし取っていたら、GK はおそらく続

だから木というのはどんな性質を持っている

ういう言い方をしましたね。
たので、コレクションとなって杞憂が解消した

ナーに連絡もとれず新規性について気にしてい

事の課題があるだけでご機嫌だった。ロイヤリ
いていなかったろう思います。
コンペがデザインという職能を作ったんです。
ーがいますが、コンペを通して森羅万象にデザ

といった問題をある程度割り切っていましたけ

剣持という人は、
「真似した・真似された」

かからないと、とんでもないことが起こるわけ

ス︵均一︶なものではないことをまず理解して

ると思うんですよ。木っていうのはホモジニア

かを知らずに木製の椅子を作ってもらっては困

イン文化を築いていくことが大事だと、今もコ

れどね。もし人がやったものを真似するんだっ

です。木造建築を設計する建築家達は木が生え

からでした。

ンペに挑戦しているんです。

たら、極端な言い方ですけれど、オリジナルよ

てるように使わなきゃいけない。剣持はそれを

ですから GK グループには三〇〇人近くメンバ

アメリカにはレイモンド・ローウィという人

りいいものを作ればよろしいと。なぜかと言う

広げて、最後は宇宙衛星のキャビンまでやった

い」という。それでローウィはどんどん分野を

ッフ・アローン︵ Never Well, Enough Alone
」
︶
であって、
「いいものをそのままに放っとかな

ら機関車まで﹄の原題は「ネバー・ウェル・イナ

が変わったので、イームズの椅子でも最初のも

ほとんどない。プラスチックにしても製造技術

りましたが、木材の研究をしている大学は今は

っている。昔は木材学科とか木材工芸学科があ

うるさく言いました。例えば、突板とロータリ

＊

がいたんですけれど、ベストセラー本﹃口紅か

という噂です。ですから皆さんもぜひ、新しい

のと現在売られているものはまるっきり違うん

素材と技術、デザインはいつも表裏一体で、

です。

ーベニヤでは微妙に違うことを皆分からなくな

分野を築いていくという志を持ってください。
この五〇周年展にも一〇〇点が並んでいますが、
一億二千万人の誰かが頑張っているということ

その問題だけは避けて通れない。とても簡単な

例を言うと、たいていの方は口にくわえたこと
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ですから大変なことなんですよ。
───松本さんが剣持デザインに入所した翌一

聞き手の森山明子氏

7

7

松本 あれは、一九六九年にうちがデザインし

れるびんですね。

───一日一千万本単位で配達していたと言わ

スチックのびんがあるでしょう。

があると思うんだけど、ヤクルトの小さなプラ

のメッセージと通じると思うのです。

なる空間に提示なさるようですから、松本さん

て、人間と道具が共生する将来のさまを「聖」

展」の案内が届いています。
「俗」と「行」を経

〇月二七日に始まる「道具寺道具村建立縁起

オリジナルだおっしゃってくれて。まあオリジ

できないものだろうかと思った。それを皆様が

のを作り上げ、その中で暮らす。そんなことが

具わりたる二語を冠し、一つの憲法みたいなも

飽きがこないようなものを作って、そこに道の

───変わってるというのが反響なんですか。

ナルというより変わってるということでしょう

栄久庵 そうなんですよ。現在の生活の中に存

栄久庵 戦後、英語流行りでね。何かにつけて
実ですが、
「インダストリアルデザイン」とは

在するもののオリジンはほとんど一九世紀にあ

た。誰がデザインしたっていうものではないも
ラスびんをプラスチック製に変えてワンウェイ

実に的確に方法を物語っているようで、実際に

る。リファインすることは正解に違いないので

けれど。

容器にすることを厚生省が認めてのデザイン発

やってるうちに奥が深く感じられ、過去二千年

すが、技術を人間化していくところにどうオリ

英語を使えばいいような風潮があったことは事

注ですが、何しろあの頃は国内だけで一日一千

いだろうかと考えたんです。道具寺はその路線

の日本の物の傑作を国語でなんと解釈したらい

のを作りたいと思って取り組んだものです。ガ

毎日捨てられると気がついたわけ。案の定一年

万本ぐらい作っていたので、それだけのびんが

クルトの当時の社長の言葉に乗せられたんだけ

行きも帰りも持たなくて済むように、というヤ

ヤクルトおばさんが中身よりも重たいびんを

箱みたいなものを作らされました。

った。その再生品のデザインも頼まれて、通い

経ったら、厚生省が慌てて回収しろって話にな

説明しきれないものがある。そこで、日本には

産体制は軍事を民事に転換したというだけでは

に有効で、コンシューマープロダクトという量

デザイン︵ID︶という言葉はある時期に非常

か。そんな風に思いました。インダストリアル

た楽焼も今の茶碗も同じ線上にあるんじゃない

上にあるんじゃないか、千利休が長次郎と作っ

のスケッチにせよ千利休の見立てにせよ観察力

比較ですね。例えばレオナルド・ダ ･ ヴィンチ

オリジナリティーで重要なのはやはり観察と

うに考えています。

うぐらいでやっていく。道具寺とはそういうふ

けでは何にもできないから当たって砕けろとい

じゃない、そうかといって恐れをなしているだ

ですが、新規に発見していくのはそんなに簡単

ジナリティーを探していくかが非常に大事だ。

＊

どね。栄久庵さんのしょうゆびんなら溶かして

もう古語になりそうな「道具」という言葉があ

がすごい。自然観察や動物観察する中で自分の

＊

また使う可能性はあります。だけどプラスチッ

イ ･ オブ ･ ライフ」
││そう考えると途端に視

るではないか、道具とは道の具わりたる「ウエ

実です。反面、それが害も同時に作るという教

先ほど松本さんが言われたもっと心のひだで探

野が開けて、ID の置かれている狭い分野から、

絵が描けるかもしれないけど、自分の手でしっ

ッチさせられたものです。今はコンピュータで

位置も分かる。芸大に入学するとやたらにスケ

ィといった欧米人のやり方ではなくて、日本独

デザインカウンシルとかレイモンド・ローウ

んですが、いいものは「そもそも花なり」と言

﹃花伝書﹄を自分の息子に伝えるために書いた

若冲も観察力は大変なものですね。世阿弥は

＊

特のつながりをどうしたらいいだろうか。日本

います。利休はこれでもかというほど簡素な生

美によって具えが
道を得て「道具」となる

二人とも。

では光悦が「光悦村」を、武者小路実篤は「新

れほどの茶碗を長次郎と一緒に作りました。国

活をし、お茶は飲めばいいんだというだけであ

＊

しき村」をつくった。いずれも失敗しましたが、

＊

それと似たような感じでものを作る人間の村を

宝「黒茶碗」の見事さといったらないですよ。
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千利休
茶人。一五二二│一五九一年。千家流
︵三千家︶の開祖にして茶道の大成者。
堺に生まれ号は宗易または不審庵。織
田信長、豊臣秀吉に重用された。草庵
流の茶室を完成し、京都山崎には「待
庵」がある。手びねりの楽焼は利休の
指導のもとに長次郎が作った。

長次郎
楽焼の開祖。朝鮮または中国からの渡
来人である陶工を父として一五一六年
ころ京都に生まれる。天正年間に楽焼
を創始し、赤楽、黒楽と呼ばれる楽茶
碗を焼く。
「長次郎七種茶碗」など名
作が多い。

＝

光悦 本阿弥光悦
桃山│江戸期の美術家。一五五八│一
六三七年。京都の刀剣の鑑定・研磨を
業とする本阿弥家の分家に生まれ、書
画、漆芸、陶芸に通じる。晩年は徳川
家康より洛北鷹ケ峰の地を与えられ、
黒楽茶碗 銘雨雲、一七世紀

大勢の方々に役に立つ仕事をしてる、それは事

クはだめなんだよ。われわれものを作る人間は、

訓が身にしみました。これはエンジニアだけの

るような世界に入っていかなきゃならないと思

13

───会場の若い方々に対するメッセージとい

14

かり観察して描いてください。円山応挙も伊藤

＊

問題じゃなくて、デザイナーの問題でもある。

いました。

＊

皆さんにはこうした事も忘れないように頑張っ

9

作ったらどうか。永久にそこに住んで、永久に

てほしいんです。僕らの世代はもう終わりです、

12

各種の工人を集めて「光悦村」を開く。

武者小路実篤
小説家、画家。一八八五│一九七六年。
東京大学哲学科社会学専修中退。一九

8

うことですね。ところで、栄久庵さんからは一

11

一〇年に志賀直哉、有島武郎らと雑誌
抗して人道主義、個性主義、理想主義

﹃白樺﹄創刊。白樺派は自然主義に対
を掲げる。一九一八年に生活共同体の
村として宮崎県に「新しき村」を、一
九三九年に埼玉県に「東の村」を創設。

10

8
9
10

11

円山応挙
江戸中期の画家。一七三三│一七九五
年。丹波国の農家に生まれ、京都に出
て狩野派に学び、確かな対象把握を元
に写実画法、次いで写実と装飾を総合
した画法を確立。門下に多数の画家が
集まり円山派が形成された。

伊藤若冲
江戸中期の画家。一七一六│一八〇〇
年。京都錦小路の青物問屋に生まれる。
宋・元・明画を学び、さらに対象の実
写にも努め、独特の画風を完成した。
代表作は「動植綵絵」三〇幅。

世阿弥
室町初期の能役者、能作者。一三六三
│一四四三年。父の観阿弥と足利義満
の庇護により能を大成するが、義満没
後は不遇で佐渡に流謫の身となる。﹃風
姿花伝 ﹄
﹃花鏡﹄など二〇を越える能
楽論集、
﹃高砂﹄
﹃井筒﹄
﹃班女﹄
﹃砧﹄

分かる。しかもそれが延長線上にあるというこ

きたかを見てみると、初めて自らの文化が理解

も十分に読んで、自分達の先達がどう苦労して

で、洋文字もいいかもしれないけど、和文字

ん崩れて、最後はもとの土へ戻っていっちゃう。

くなって誰も住まなくなった両親の家はだんだ

そこで結婚し家を建てて産んだ子供が育ち、亡

のせているんです。そういう建物が建っていて、

てきた人達だからフラットな屋上に木の屋根を

と松本先生に盛大な拍手をお願いいたします。

た。含蓄あるお話をいただきました栄久庵先生

存分なメッセージとなった記念対談でありまし

〇〇年、それから未来について、若い聴衆への

か、道とは何か、具えとは何かということにな

えが道を得て道具となる」と。じゃあ美とは何

今度の展覧会に書くんです、
「美によって具

葉が落ちた後で秋の日差しがあたっている姿を

生の言葉で今も鮮明に覚えているのは、
「木の

GK の K は KOIKE の K ですが、
その小池先

栄久庵 学生時代に私の先生だった小池岩太郎、

ク選定委員を務める。

持勇没後の一九七三年から一九九四年にわたり、G マー

がける。グッドデザイン運動の推進者の一人であった剣

インテリア、家具、鉄道車両等さまざまなデザインを手

社名変更により剣持デザイン研究所代表取締役。建築、

ナーとして入所し、一九七一年代表取締役、一九七七年

九五七年株式会社剣持勇デザイン研究所にチーフデザイ

卒業。通産省工業技術院産業工芸試験所技官を経て、一

一九二九年生まれ。一九五三年千葉大学工学部建築学科

株式会社剣持デザイン研究所代表取締役

松本哲夫（まつもと・てつお）

ク賛成に転換した。

ザイナー協会理事長となった一九七〇年、協会を G マー

びん、秋田新幹線こまちなど。日本インダストリアルデ

代表作はヤマハのオートバイ、キッコーマンのしょうゆ

九年世界デザイン博覧会総合プロデューサー等を務める。

一九七三年第八回世界デザイン会議実行委員長、一九八

ンダストリアルデザイン研究所を設立して所長となる。

る GK デザイングループの創設に参加し、
四年後 GK イ

案科卒業。在学中の一九五三年、小池岩太郎を中心とす

一九二九年生まれ。一九五五年東京芸術大学美術学部図

株式会社 GK デザイン機構会長

GK インダストリアルデザイン研究所所長、

栄久庵憲司（えくあん・けんじ）

できるし、その延長線上に今の量産品があると

りますけどね。バウハウスをはじめ諸外国の

君、デザインというんだよ」
。その時は分から

そういうのがエコロジカルだと僕は思う。そこ

方々のものの見方と比較して初めて自らの位置

なかったんですが、最近その姿はエコロジーそ

とは美のメディアだということで、メディアに

が分かり、その違いを乗り越えた時に自信が出

のものだなと思う。先生も若かったけれど、体

では時間がものすごくゆったり流れていました。

てくる。そうすれば世界中どこへ行っても平気

質的に二一世紀を見通されていたんだろうと思

なって初めて意味が出てくる。

で胸を張って歩けるでしょう。長い間地味に暮

うんです。
松本さんからGマークの五〇年を挟んで過去五

───ありがとうございました。栄久庵さんと

らしてきたせいか、そういう感じですね。

デザインは落ち葉に
秋の日差しがあたる姿
松本 道具を作っていくということは、人間の
証しのような気がする、僕はね。だからデザイ

トークショー会場風景

などの作品がある。

版築
土壁や土壇の築造法で、板で枠を作り、
土をその中に盛って一層ずつ杵で突き
固めるもの。中国の竜山文化に始まり
現在まで存続している。

ンをするという志を立てたならやるべきだと思
ンしている。ヤクルトのびんは国内だけで一日

う。とはいえ、いつも疑問を抱えながらデザイ
何千万個。洗剤のびんも随分やりましたが、そ
れらが海岸でプカプカ浮いてるの見た時にはぞ
っとしました。そういう問題があるんです。作
ったものが土に帰ってしまうといいなあと思う
んですよ。
＊

バブル経済の頃にブータンという国に行きま
はり

した。そこの建物はすべて版築という方法で壁
を作り、切った木を乾かして梁にして、板を割
いて床にしていた。もともとチベットから移っ

Gマーク大全

149

15

12

13

14

15

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

キングジム「Gファイル」

日展
一九〇七年に始まる文部省美術展覧会
︵文展︶以来の歴史を引き継ぎ、一九
四六年、日本画、西洋画、彫塑、美術
工芸の四部制の日本美術展覧会として
発足。一九四八年に書を加えた五科制
となり、その後運営母体を社団法人日
展に替え、日展と改称した。約一〇〇
年にわたり日本の美術界をリードして
きた国内最大の美術公募展。

聞き手：

金沢

世紀美術館シアター

二〇〇六年一〇月二一日

グッドデザイン賞の前身である「グッドデザ

お聞きしたいと思います。

あるいは今日のデザインの問題点等もあわせて

れました。そうしたご経験からみて、人材育成、

五〇年余も日本のデザイン教育に携わってこら

まずお聞きしたいと思います。また平野さんは

本日はグッドデザイン賞がなぜ生まれたかを、

いかと期待しております。

グッドデザイン賞の将来が見えてくるのではな

び改めてこうした場で話をお聞きすることで、

年ご指導をいただいてきたわけですが、このた

育ての親である」といった方です。私自身も長

れます。いわば「グッドデザイン賞の産みの親、

て現在では同賞の審議委員会委員を務めておら

わられ、三〇年以上にわたり審査委員を、そし

賞（グッドデザイン商品選定制度）の創設に関

ご紹介いたします。平野さんはグッドデザイン

───金沢美術工芸大学学長の平野拓夫さんを

21

イン商品選定制度」は一九五七年に特許庁で始

まりますが、当時平野さんは特許庁意匠課の審

とは言っても、私はいわゆる苦学生でしたか

普通に使うものを作りたいんだと思ったのです。

ら、アルバイトをしなければならない。当時は

さん や

日本に産業がなかったから、肉体労働しかあり

ません。上野の近くに山谷という、いわゆる日

雇い労働者が集まっている場所があります。そ

なくなった人、家族と会えない人、それでも食

こに行ったらいろんな人達がいる。家が焼けて

べなきゃならんという人。そこが一番私の肌に

いろんなことが走馬燈のように頭を駆けめぐっ
ていきます。私は当時特許庁に勤めていました。

だん燃えてきました。そこで学校に帰ってから、

合ったんですね。その人達だって、きれいなも

飛行機の残骸のジュラルミンとか、鉄くずとか

なぜ特許庁だったのか。そのあたりは皆さん方、

私は東京芸大で工芸の勉強をしていました。

を叩いて、灰皿やカップをたくさん作りました。

の、良いものを使ったっていいじゃないか。多

三年の時に日展に出品しましたところ、入選し

それを山谷に持って行ってみんなにあげたら、

特に若い学生諸君には興味深いかと思いますの

たんですね。それで展覧会に行ってみたら、上

ともかく喜んでくれた。なけなしのお金をカン

少メチルも入っていたお酒を飲みながら、だん

流社会の歯の浮くような会話が聞こえてくる。

パしてくれるんです。それで私も嬉しくなって

また作る。そのうちに腕が腫れてきたんですね。

＊

る。こんなことで良いのかと疑問を感じました。

また作品の途方もない値段の会話が聞こえてく

で、そこからお話ししていきましょう。

平野 創設五〇周年と聞くと、感無量ですね。

焼け跡から生まれた
インダストリアルデザイナー

いしたいと。

査官をされていた。そのあたりのお話からお伺

21
そこで私はもう日展は止めたと、もっと庶民が

1

1
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できるところはある程度機械で、大事なところ

で、それを集めて掘っ建て小屋を作り、機械で

残った旋盤とか機械があちこちにありましたの

作れなくなった。困ったのですが、空襲で焼け

った。しかし日本ではデザインはおろか独創的

的なものを作れ、デザインだよ」ということだ

か。政府がそうアメリカに聞きますと、
「独創

ってしまいました。それで、どうしたら良いの

広がっていったのです。輸出もぱったりと止ま

らないということで、四名が国から選ばれまし

です。すぐに日本にもその種を植えなければな

企業にも工業デザインの専門家はいなかったの

インの教育をするところがなく、当然製造業の

当時は日本の美術、芸術系の大学に工業デザ

は手で作り上げていきました。今思うと、イン

子美大で、本格的なデザイナー育成の仕組みを

て、欧米へ留学させられました。特に私は役人

もともと日本人は舶来文化を大切にしてきた

整えろと指示されました。ところが、産業は人

という言葉も、当時はポピュラーではありませ

そうしたことからインダストリーというもの

民族です。種子島銃にしろ、外国のものとそっ

が育つまで待ってはくれない。そこで地方を回

ダストリアルデザインへの入り方が、自然だっ

に興味を持ちまして、卒業を前に先生に工学の

くりなものを作れば良いという考えを培ってき

り、
「デザインというものをきちんとやってい

でしたから、帰国後、東京芸大、金沢美大や女

勉強をしたいと相談した。芸大の先生ですから

た。お上もそれを奨励してきた。
「真似をする

かなければ、日本は食べていけない」といった

んでした。

みな芸術院会員といった方々ですけれど、「平野

ことは良くない」という考えはないんですね。

ところがさっぱりわかってもらえない。当時は

セミナーをやりました。二六県も回ったんです。

たのかもしれません。

君、学校に行っても先生はいないよ。みんなシ

ぶのは同じだと。戦後もそれできたわけです。

良いものを真似して何が悪い。真似するのと学

家族総出で二四時間機械を動かして働いていた

らどうか。あそこならいろんな会社が考えたこ

ですから「独創的なものって何？」
「デザイン

ベリヤに抑留されてしまった。特許庁へ行った
と、発見したことが見られるから」と。それで

時代ですから、みんな疲れて寝てますよ。

そこで通産省で、どうしたらいいかという話

って何？」でした。特にデザインは、洋装の言
葉として使われていましたから、そんなもので

になった。「ものを見せなきゃわかりませんよ」

特許庁に入ったんです。まあ面白かったですね。

輸出ができるのかという感じだったのです。

平野 その前に、朝鮮戦争が始まった。アメリ

こで各国のデザイン運動や選定制度などを参考

ですよ」
。そう言ったら「お前考えろ」と。そ

「見せればいいじゃないか」
「見せ方が大事なん
カは日本を共産主義の防衛国家として仕立てて

にしつつ、
「グッドデザイン制度︵G マーク制

Gマークの審査に
役人は入れない

いこうと、資材や機械やノウハウをどんどん日

度︶
」を提案し、原案を創ったのです。それを

制化しました。

基に、当時の特許庁意匠課長の高田忠さんが法
いという気持ちから、一生懸命働いたわけです。

───ちょっと整理させていただきますと、ア

ら急に良くなった。日本人も強い国を再建した
その結果、安かろう悪かろうから、安くて良い

メリカの極東戦略が変わったことを背景に、日

本の輸出が伸びていく。ところがその大半がイ

ものに変わってきたのです。
輸出もどんどん伸びました。しかし、製品の

ミテーション。当時大きな国際問題になってい

しょうか。

ザイン制度が生まれていったと考えて良いので

する必要がある。そうしたところからグッドデ

たと聞いています。国際問題だから政府が関与

ほとんどは欧米の模倣品ばかりでした。そうし
たらアメリカやヨーロッパのメーカーが、議員
を使いながら日本製品のボイコットをプロモー
トした。
日本製品の排斥運動というのが、野火のように
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本に与えたわけですね。日本の製品はその頃か

トークショー会場風景

＊

平野 そうです。でも私は、役所でなくてもで
きるのではないかとは言ったのです。松屋でデ
ザインコミッティーなどが活躍を始めていまし
たし。ただその頃の霞ヶ関、役所の権限はすご
く強かったんです。だから役所がやれば誰も文
句は言わない、また誰もが信頼してくれると。
ただし役所は音頭取りに徹する。審査には役人
は絶対に入ってはいけないと考えました。
＊

＊

＊

ら、生活のちょっと上にある「良いもの」を選

るという気持ちになってしまう。そんなことか

らあまり離れ過ぎると、いわゆる美術品扱いす

水準のものを選ばないと、つまり民間の生活か

もいい。なぜグッドなのか。それはある程度の

に近いところで「これで良いんだよ」と認めて

ートというものは、ベストではなく、より生活

のかなという感じを受けますね。やはりプロモ

っと「ベストなもの」に神経がいき過ぎている

平野 最近の審査の流れを見ていますと、ちょ

か理解していただけない部分です。

当時の通産省は、役所ではありながらアンチ
ビューロクラシズム的な雰囲気がありました。
民間が大事、役人はサーバントであるというこ

なってしまいます。

の人達ですから、グッドデザインをコンクール

けにはいかない。最近は審査委員が新しい時代

───ところで、Gマークが創設された時期
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日本デザインコミッティー
一九五三年、勝見勝、剣持勇、柳宗理、
丹下健三、亀倉雄策、岡本太郎などジ
ャンルを超えた一二名が「国際デザイ
ンコミッティー」として創設。一九六
三年に改称。一九五五年から松屋銀座
の「グッドデザインコーナー」の選定
を手がけ、グッドデザイン運動に先鞭
をつけた。現在も松屋内のデザインギ
ャラリーでの企画展を中心に、発足当
時の理念「デザインの啓蒙」を継承し
た活動を続けている。
＊

ですから、審査委員は全員民間人です。建築
＊

家の坂倉準三さんが委員長、丹下健三さん、清

ぼうという気持ちで「グッド」としたんです。

いくことが大切ではないかと思います。グッド

＊

ですから「コンクールではないよ」と。コンク

デザインの対象は、自動車やコンピュータなど

た方々でした。

とに徹していた。それだから思い切った人材の

ールはベストを選ぶから実は楽です。そうでは

の花形ばかりではない。医療機器とか工作機械

力さん、河野鷹思さん、亀倉雄策さん、そうし

起用ができ、制度も発展できたのだと思います。

なくて、
「ある一定水準以上のものを選び、み

───ここが今でもすぐに批判されるところで

的な気持ちで選ぶ人が多いんじゃないかと、ち

これを一足飛びに自動車と同列に審査するわ

す。なんで毎年千点も選んでいるのだと。でも

ょっと気になっています。
んでいない。洗濯機は生活の必需品です。だか
らデザインが良くないからといってすべて落と
ベスト主義、デザイン至上主義をとらないとこ

のパンフレットなどを読み返してみますと、ち

してしまったら、道案内がなくなってしまう。
ろがGマークの最大の特徴なのですが、なかな

誇りを取り戻すための
選定制度

洗濯機を例にとれば、一年で一つか二つしか選

りません。そうでないと皆がついて来られなく

ンの課題をクリアしていることが大切です。

とかもあるわけです。きちんと使えること、メ

ベターでもベストでもなく
グッドであることの意味
───確かに、先生が制度設立にあたって参考
＊

にされたと伺っている、カウフマン のグッド
インコミッティーは今日でもしっかり活動を続
けている。しかし先ほど言われたように「産業
は待ってくれない」
。そうしたタイミングの問
題を考えると、国が政策として実施した方が早
いとの判断があったわけですね。国の影響力が
非常に強かった時代ですから。
は、
「グッド」という言葉をあえて使ったこと

平野 そうですね。もう一つ話しておきたいの
です。
「良い」を表すならベターでもベストで

先を示すのではなく、一歩先を示さなくてはな

ンテナンスが容易なことなど、そうしたデザイ

平野拓夫氏

この制度の意義があるのです。啓蒙運動は百歩

＊

家清さん、デザイナーでは、柳宗理さん、渡辺

2
5

7

坂倉準三
建築家。一九〇一│一九六九年。東京
帝国大学︵現・東京大学︶美学美術史
学科卒業後渡仏し、ル・コルビュジエ
に師事。帰国後、坂倉準三建築研究所
を設立、ストイックで力強いモダニズ
ム建築を実践した。代表作は「パリ万
国博覧会日本館」
、
「神 奈 川 県 立 美 術
館」
、
「新宿西口広場」など。

丹下健三
建築家。一九一三│二〇〇五年。東京
帝国大学建築学科卒業後、前川国男建
築設計事務所に勤務し、同大学院を修
了。一九四六年丹下健三研究室︵のち
丹下健三都市建築設計研究所︶設立と
同時に助教授。のち東京大学都市工学

4

6

んなの道案内として役立てる」というところに、

8

デザイン運動も民間の運動ですし、日本のデザ

Jr.

科教授。戦後建築として初の重要文化

9

10

財となった「広島平和記念館」をはじ
めとして、日本の近代建築を牽引した。

清家清
前出：一四四ページ

3

2
3
4
5

柳宗理
プロダクトデザイナー。一九一五年生
まれ。父は民芸運動の柳宗悦。東京美
術学校︵現・東京芸術大学︶洋画科で、
バウハウス帰りの水谷武彦に接しデザ
インに転向。卒業後来日中のシャルロ
ット・ペリアンに師事。板倉建築事務
所を経て、一九五〇年財団法人柳宗理
工業デザイン研究所︵のち柳工業デザ
イン研究会︶設立。
「バタフライスツ
ール」など多くの名品を世に送り出す。

渡辺力
インテリアデザイナー。一九一一年生
まれ。東京高等工芸学校木材科卒業後、
ブルーノ・タウトが指導する群馬工芸
所勤務を経て、一九四九年渡辺力デザ
イン事務所︵後の Q デザイナーズ︶設
立。作品に「ヒモイス」
、ミ ラ ノ ト リ
」インテリアなどが

エンナーレ金賞の「トリイスツール」
、
旅客機「YS
ある。
ヒモイス（創建社）
、一九五一年

－
11

河野鷹思
グラフィックデザイナー。一九〇六│
一九九九年。本名は河野孝。東京美術
学校卒業後、松竹宣伝部を経て、対外
﹄や輸出振興のため
宣伝誌﹃ NIPPON
﹄などを
の 対 外 宣 伝 誌﹃ New Japan
手がける。一九五七年デスカ設立。
主な作品は、世界デザイン会議シンボ
ルマークなど。

てみたところ、
「真似と言われて悔しかった」

った。そこで当時を知っている方々にお尋ねし

じます。あのパッションは何なのかわかりたか

ょっとエキセントリックなほどの「情熱」を感

まう。これは自戒の意味も込めて、きちんと継

と、Gマークはただの評価システムになってし

ます。そうした情熱も含めて継承していかない

持ってデザインに取り組まれていたのだと思い

対する誇りを取り戻そうとする気持ち、気概を

時、特許庁長官の井上尚一さんが訪ねてきた。

新宿の保育園を借りて始めました。そこにある

を立てた。そうしたらかまわないということで、

当時私は特許庁の職員でしたから一応お伺い

ったんです。

「馬鹿にされたくなかった」といった答えが返

彼は G マークの設立にも深く関わった方で、デ

なところでやらないで特許庁を使いたまえ」と、

ザインにとても理解があります。そこで「こん

承していきたいと考えています。

ってくるのです。
平野 初期の審査委員の方で、今まだお元気な
方はほんの少しになってしまいました。私より

つきましたね。そのためには徹夜でも何でもし

二度とアメリカには負けたくないという根性が

き抜いてきたのです。私の場合は留学した結果、

ィリピン戦線でネズミやミミズまでも食べて生

に行っているんです。例えば柳宗理さんは、フ

そのあたりのお話をお伺いしたいのですが。

う学校の枠を超えた活動も展開なさいました。

の一方で「アワー・デザイン・スクール」とい

デザイン教育を整える活動をされています。そ

さんは米国留学から帰国後、いくつかの大学の

───次のテーマに移りたいと思います。平野

で名前を付けようと。みんなの勉強会という思

きた人達がボランティアで集まってきた。そこ

える方もドイツやイタリアへの留学から戻って

いろんな人がいろんな大学から来ましたね。教

岡瑛子さん、木村一男さん、豊口協さんなど、

で実技と講義を続けました。石井幹子さんや石

す。それで午後五時から一〇時頃まで、特許庁

学生に特別な身分証明書まで作ってくれたんで

ますよと。要するに、日本を復興させよう、そ

平野 発端は東京芸大での授業です。芸大でか

いから、
「われわれの」という意味の「アワー」

学生の熱意に押され
「アワー・デザイン・スクール」開設

して豊かな国に、贅沢ではなくとも食べていけ

なりスパルタ的な教育をしていましたら、他の

を冠して、
「アワー・デザイン・スクール」と

ちょっと年上の方々なんですけど、彼らは戦争

る国にしようという意気込みですね。そのため

大学の学生がたくさんもぐり込んでいたんです。

私は学閥派閥が大嫌いですから、学校なんて

なら辛いことも厭わない、そうした情熱は言わ

人ぐらい、質問も他の大学の学生の方が多いと

どこでもかまわない。そんなことで、あっちこ

したのです。

当時は、日本人の商売をモンキービジネスだ

いう状態でした。彼らから、こうした新しいデ

っちでたまったり、コミュニティを作ったりと、

もともとクラスは一二人でしたが、いつも三〇

とか、猿真似だとかと、よく馬鹿にされました。

ザイン教育の場を作ってほしいという声が上が

ずもがな、誰もが持っていました。

事実デンマークの猿のおもちゃを長野県で作っ
載され、
「これが日本の姿だよ」と。だからデ

ていたんです。それがドイツの雑誌に大きく掲
ザインをわかってもらいたい、そして輸出も盛
んになってもらいたい。外貨が欲しい、食べ物
も欲しい。そうしたハングリーさが役所の人達
にも民間の人達にもあった。そのベクトルが一
つにまとまっていた時代です。今の若い方々に
はなかなかご理解いただけないと思いますが、
そういう時代だったんです。
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───当時の大先輩の方々は、食べ物が欲しい、
お金が欲しいという以上に、自分たちの文化に

聞き手の青木史郎氏

6
7
8

亀倉雄策
グラフィックデザイナー。一九一五│
一九九七年。新建築工芸学院に学び、

日本デザインセンター設立に参加。後

﹄のアートデ
日本工房では﹃ NIPPON
ィレクションを手がける。一九六〇年
に亀倉デザイン研究室設立。東京オリ
ンピックポスターなどでグラフィック
デザインを牽引した。また G マーク、
J IDA、デザインイヤーなど多くの
シンボルマークも手がけた。

カウフマン のグッドデザイン運動
ー・カウフマン ︵ Edgar Kaufmann

ニューヨーク近代美術館理事エドガ

Jr.

ドデザイン運動に大きな影響を与えた。

は一九五三年に邦訳され、日本のグッ

した著書﹃近代デザインとは何か？﹄

エッセンス「一二の定理」と実例を示

ッドデザイン・ショウ」を開催。その

トを拠点として、一九五〇年から「グ

、 一 九 一 〇 │ 一 九 八 九 年 ︶ は、 同
Jr.
館とシカゴのマーチャンダイズ・マー

Jr.

そんなことが昭和四〇年頃まで続いていました。

うすると、トップのところは、東工大も多摩美

交流させて「良いもの」を選ばせるのです。そ

工業大学だからごつごつしたものを作るという

も差がない。美大だからきれいなものを作る、

この問題をお聞きしたのは、今われわれが

ことはまったくない。ということは、センスと

───ここでも先ほどの熱気、情熱を強く感じ

「高度デザイン人材の育成」という問題に取り

いうものは教えられてできるものではないと。

ますね。

組んでいるからなんです。日本のデザイン教育

センスは、それぞれの人がどの分野においても

潜在的に持っているものだと。そう考えると、

工学系、経済系の学校を卒業した上にデザイン

を勉強することもできないことではない。いず

今日のように、仕組みやシステムがどんどん

れにせよ、四年では難しいと思います。

分化していけばいくほど、感性とか発想という

ものは損なわれていきます。感性や発想は、や

育てることができるのでしょうか？

質的な意味でのデザイナーは、学校教育の中で

そこで平野さんにお聞きしたいのですが、本

なる。ですから私は、大学院を含めた六年制を

ニアリングや経済の領域も問題解決には必要と

ざまな領域を勉強しなければならない。エンジ

複雑ではなかった。今は解決するためにはさま

もデザイン。問題を解決するには、昔はさほど

きにくい。感性というのは、自分で育てるもの

ってしまった場合は、なかなか感性の育成がで

す。ただ、そうした環境でもデジタル的に固ま

と思います。大学院は総合大学が良いと思いま

ザイン系の学校に入るというのは、良いことだ

す。そうした意味では、高等学校を出てすぐデ

はり自由な環境でなければ生まれてこないので

感性は専攻によらず
自分で育てるもの

らない領域は、私がデザインを志した頃と比べ

生まれません。デザイナーが勉強しなければな

一二六単位では、はっきり言ってデザイナーは

た六・三・三・四という体制、しかも四年間で

が極めて重要な要素になります。そういう意味

デザインの世界では、直感力とか感性というの

至難なところがある。それは感性の問題です。

いうのも、一つの方法かと思います。ただ大変

工学や経済を勉強した人にデザイン教育をと

───教育の問題にも関連しますが、これから

ですから、そうした点が心配ですね。でもデザ

ると、三倍にも四倍にもなっています。日進月

から、一般論としては感受性が強い時代にエン

の日本はどのようなデザインを目指していけば

えています。

歩の技術革新、価値観の多様化と社会の変化、

ジニアリングや経済をコチコチにやった人が、

良いとお考えですか。いわゆる量産型のマーケ

次のテーマは
心のデザイン、心とデザイン

とは言えますね。

イン系の学生は、あまりに物事を知らな過ぎる

そうしたことを含めると、とても四年間では、

果たして大丈夫かという疑問です。

ているのですが。

ティング＆デザインでないことは、はっきりし
京工業大学でも同じ課題を出して、互いに討論

平野 産業とか製造というのは、競争であって

ただし私が多摩美術大学で教えていた時、東
問題のあるところを解決していくことです。そ

させるという授業をやってみました。お互いに

デザインというのは、事物の不具合なところ、

社会に通用するデザイナーはできません。

平野 立場上難しい質問ですが、戦後定められ

もってデザインを勉強するべきではないかと考

ることができるのかと。

方が早い。でもそれで本当のデザイナーを育て

いる。産業振興という意味では、彼らを鍛えた

学生は、むしろ経営学部や工学部の方に増えて

穴があきそうです。またデザインに興味を示す

心ではなくなった。実践的教育の部分に大きな

が経済的環境の変化から、企業が人材育成に熱

教育は企業で行われてきたと思います。ところ

を俯瞰的に見ると、基礎教育は学校で、実践的
聞き手の青木史郎氏
（左）
と平野拓夫氏

のプロセスもデザインであるし、またその結果
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レクサス（ Lexus
）
トヨタ自動車が一九八九年に北米で設

に、日本の産業はイミテーションの時代に始ま

戦いは避けられない。先ほども言いましたよう

沢美大で学長をしていますけれども、金沢のい

イン」でした。まあ難しいテーマです。私は金

ました「品格」といったもの、それを目指して

かなければ食べていけない国です。先ほどいい

てくると思います。

日本のデザイナーは頑張っていかなければなり

踏まえて、
「これから先進国がやることはもう

───ありがとうございました。

ろいろなところで、逆に教えられることばかり

度のブランクがあって、さてこれからどうする

一度原点に返ること、原点を踏まえて、心のこ

本日平野先生のお話をお伺いし、Gマークに

り、マスプロダクション、マスセールを前提に、

か、が問われている。その答えは、経済産業省

もったデザインをすることが重要ではないか」

限っても、創生期の情熱、心が、その原点であ

立した高級車ブランド。先行高級車に
匹敵する品質と日本車ならではの経済

風に言えば産業の「高品位」化ということでし

といった話をしました。それはそれで好評でし

ると改めて思いました。原点を失わないこと、

りも、次世代の G マークの役割も、はっきりし

ょうか。付加価値をつけることを超えて、人々

たが、私の次に講演した五人、ドイツのデザイ

きちんと継承していくことが、次の世代のデザ

ませんね。その方向性が見えてくれば、人づく

が賞賛するような位置を占めるためにはどうし

ナーやフィンランドはノキアのデザイナーです

インを拓く鍵になるように思います。

ったことを今も学んでいます。そうしたことを

たらいいか、という課題でしょう。

が、その五人中四人が、日本の伝統美や心とい

です。金沢のものづくり、ものを創る精神とい

先般、経済産業省の豊田正和通商産業局長が

ったものを取り上げていました。べつに打ち合

付加価値をつける時代へと発展していった。こ

金沢にお越しになり、金沢の伝統を見て、スピ

わせていたわけではありません。彼らが日本に

グッドデザイン制度の生みの親、育ての親である。

ドデザイン賞審議委員会の委員を務めるなど、文字通り

審査委員、また現在は審査結果をオーソライズするグッ

ら一九九五年まで通算三二回にわたりグッドデザイン賞

多摩美術大学教授、二〇〇三年から現職。一九六三年か

高裁判所のインテリアなどを手がける。一九七〇年から

出光石油のロゴ、キングジムのファイルなどの文具、最

オ︵現・平野デザイン設計︶を設立、ホテルオークラや

原案を作成。一九六〇年退官し、アワーデザインスタジ

のグッド・デザイン商品選定︵G マーク︶制度を提案し、

九五七年九月、グッドデザイン賞の前身となる旧通産省

芸科卒業。同年特許庁に入庁し、意匠審査官となる。一

一九三〇年生まれ。一九五三年東京芸術大学美術学部工

金沢美術工芸大学学長

平野拓夫（ひらの・たくお）

リッツがきちんと残されている、それで安心し

ですが、逆に言えば、日本はそれだけしっかり

憧れているということに、大変びっくりしたの

なぜこの精神を現在のものづくりに生かせない

した原点を持っているということです。

＊

日本は資源のない国です。産業が頑張ってい

のだろうか。なぜ故障のない立派な「レクサ

たというようなことをおっしゃっていました。

れには成功したと思います。それから一〇年程

性やアフターサービス、和のテイスト
を高次元で融合し、高級車市場参入の
成功例となった。このクラスにハイブ
リッド車を供給しているのも大きな特
徴。のち世界各地に展開し、日本では
二〇〇五年から販売が開始されている。

アートセンタースクール
）
（ Art Center School of Design
ロサンゼルスにある全米屈指のデザイ
ン学校。
一九三〇年開校。現
Art Center

。実務本位、技巧重
College of Design
視で知られ、一九五五年から海外貿易
振興会︵J ETRO、現・日本貿易振
興機構︶が開始したデザイン留学生制
度により多くの研究員が留学。また一
九五六年、産業工芸試験所の外国人デ
ザイン専門家招聘計画に応じて同校校
長 E・E・アダムスらが来日するなど、
その影響は大きい。

ス」が、ベンツの次に位置しなければならない
のか、悔しくはありませんかと、はっぱをかけ
られましたね。
いわゆる発展途上国の追い上げは、致し方な
いだろう。でも「最高のものはヨーロッパ、故
障が起きないものは日本製」といった受け止め
方もいまだに続いている。確かに品格といった
視点からみると、ヨーロッパの方に良いものが
多いというのも事実です。だから一段上のステ
ージを目指さなければならない。デザイナーも
そうした意識をしっかり持たないといけない。
＊

私事になりますが、今年の三月、私の出たア
メリカの「アートセンタースクール」の創立七
〇周年記念同窓会がありました。そこで基調講
演を依頼されたのですが、その命題は「心をど

金沢 21世紀美術館・展示風景

11

のように捉えるか」
。
「心のデザイン、心とデザ
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松下幸之助
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松下電器産業創業者。一八九四年│一
九八九年。正三位勲一等受章。九歳で
火鉢店に丁稚奉公、一六歳で大阪電燈
でソケット開発を始め、一九一八年松

︵現・関西電力︶入社。その後、大阪
下電気器具製作所を創業、現在の松下
電器産業を一代で築き上げる。一九五
一年に米国視察から帰り、
「これから
はデザインの時代だ」として同社にわ
が国初の製品意匠課を設けた。

聞き手：
二〇〇六年一〇月五日

───今日ご登場いただきます豊口協さんと植

び、Gマーク創設以来、選定点数が最も多い企

れています。この間の選定数は一七〇〇点に及

率は四十数倍だったと後で聞きました。

年に採用されたのは私一人だったんですが、倍

東京芸術大学大学美術館陳列館

松豊行さんは、グッドデザイン賞にとって実に

業だと言って間違いないでしょう。

ザイン賞審査員を、民営化後はグッドデザイン

豊口先生は一九七三から九五年までグッドデ

れからについても縦横に語り合っていただきた

返るのはもちろんですが、日本のデザインのこ

こうした二人ですから、本日は五〇年を振り

ンするわけです。例えば二日で描けと部長から

マに応えるスケッチを持ってプレゼンテーショ

ら商品の依頼が来ると三十数人全員がそのテー

入社当時は毎日がコンペでしたね。事業部か

なくてはならないお二人なんです。

賞審議委員会委員長を務めておられるばかりか、

言われた場合、二日間で仕上げてそれを壁に貼

計をこなして事業部に流す。そういうコンペが

って全員で投票し、一番を獲得した者が詳細設

く思うのです。

『Gマーク・グッドデザインのすべて』という
著書があります。植松さんは松下グループのデ
ザイン部門が独立したパナソニックデザイン社
『松下のかたち Gマーク選定四〇周年記念 松

当時のデザイン開発の実情をお話しください。

植松さんとは特別な接点があります。まず入社

のキャリアを松下電器でスタートしましたので、

───豊口さんは大学卒業の一九五八年、最初

ことを覚えてます。

ろ」と言う。毎日が本当にコンペの連続だった

の意匠部長がおにぎりを作って「おい、食べ

になるわけで、寮に帰ることは許されず、当時

毎日、ずっと続きました。間に合わないと残業
下グループ マーク選定商品集 1962
─ 1996
年』を発刊しました。日本初の意匠部門が同社

豊口 私が松下電器に入った時のデザイナー数

今もなお生きている
「MAYA」理論

で誕生したことは周知ですが、この本の中には

の社長ですが、松下電器産業は一九九七年に

「Gマーク選定制度の歩みは、そのまま松下デ

は三八名。二日間にわたる入社試験を経てその

学工学部工業意匠学科は当時、どういうデザイ

言いにくいことですが、私が卒業した千葉大
ザインの歴史と発展の歩みとも言える」と記さ

G

1
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も盛んになり、自分の製品が選ばれるいうこと

その後、電化製品の質がだんだん上がって輸出

チェックして選定するのが基本だったようです。

して引っかからないという範囲で審査委員会が

ず、製品が輸出された場合にイミテーションと

六年間の G マークは、申請方式を採ってはおら

豊口 あります。というのは私が入社して五、

りますか。

すが、Gマーク申請は豊口さんの記憶の中にあ

うになる前の年から積極的に参加しているので

───松下は Gマーク制度が申請方式を採るよ

な毎日でした。

した。ですから大学時代とは違い、相当ハード

図面はこう描くんだというふうに授業を進めま

って J IS︵日本工業規格︶の規格書を持って

たために、クラスメートが出席簿順に教壇に立

たですね。例えば工業製図では先生がいなかっ

ン教育をしていいかまだはっきりしていなかっ

なんと一七人でした。入ったら造形研究という

のど真ん中でしたので同期入社のデザイナーは

植松 豊口先生とは違って、私どもは団塊世代

論の洗礼は受けたのでしょうか。

植松さんは一九七一年入社ですが、

がそれを受け入れることができる領域だという。

は「 Most Advanced, Yet Acceptable
」の頭文
字をとったもので、先進的ではあるがまだ人々

ついて直接うかがったことがあるんです。これ

有名ですが、真野さんから「

一さんですよね。幸之助さんの「水道哲学」は

らしたのを松下幸之助さんが引っ張った真野善

───当時の部長というのは千葉大で教えてい

るんです。

段階」に

は、デザイナーの資格がないとはっきり言われ

業デザインコンペで特選を取れないデザイナー

あかんやないか」と。それと並行して、毎日工

いつは口でうまいこと言ってるけど、実は全然

もうみんな軽蔑の眼差しで見るわけです。
「あ

というふうに言っています。あえてこの言葉を

「売れて儲かってイメージが上がるデザイン」

ーウィの MAYA だったんです。これを私は今、

たのは真野先生から教えられたレイモンド・ロ

ザインとはなんだろうということで最初に思っ

と極めて高いレベルで指導された。そんな記憶

ムやディテールのフィニッシュを体得させよう

時に造形の感覚として、ブランドの持つフォル

決めることが必須なのですが、真野先生はその

イデンティティー」と「プライオリティー」を

てデザインを率いていました。デザインは「ア

にはディーター・ラムスという雲の上の人がい

鳥、さらにブラウンの鳥を作れと。ブラウン社

一つはナショナルの鳥、もう一つはホンダの

って三つの鳥を作れと命じた。

発刊していますが、ある時に発泡アクリルを削

も一緒にやって﹃木のとり│発想と造形│﹄を

インダストリアルデザイナー。一九一
六│二〇〇三年。東京高等工芸学校工
芸図案科卒業。千葉大学工学部工業意
匠学科講師を経て、一九五一年に松下
幸之助の招きで松下電器産業に入社。
匠課課長をはじめ、意匠部部長、意匠

日本初の意匠部門である宣伝部製品意
センター所長を務める。一九七七│八
ラジオ「ナショナルDX 350」

六年武蔵野美術大学教授。
（松下電器産業）
、一九五三年

理

＊

ニックデザイン社ができた二〇〇二年、いいデ

それで「MAYA」なんですけどね。パナソ

があります。

3

真野善一

は刺激になりますから、部長が選んで申請する

ことでいろいろやらされました。その頃の真野

＊

ディーター・ラムス

ようになりました。ですから社内で選ばれない

使っているんです。私が新人だった一九七〇年

＊

）
（ Dieter Rams
ドイツのインダストリアルデザイナー。

さんは「鳥を削れ」って言うんですね。ご本人

4

2

M
A
Y
A

M
A
Y
A

＊

一九三二年生まれ。ヴィースバーデン

時のデザイナーの落ち込みはひどかったですよ。

製作技術学校で建築とインテリアデザ
インを学ぶ。一九五五年にブラウン社
に入社し、
一九九七年の退職時まで
「ミ
スター・ブラウン」と呼ばれる。一九
八八年ブラウン社の総代理人に選任。
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レイモンド・ローウィ
前出：一四七ページ

トークショー会場風景

−

1

2
3
4

マリオ・ベリーニ
）
（ Mario Bellini
イタリアの建築家、プロダクトデザイ
ナー。一九三五年生まれ。一九二八年
創刊の建築・デザイン誌﹃ドムス﹄の
編集長を一九八六年から九一年まで務
めたことでも知られる。オリベッティ
製品、カッシーナ、B ＆ B イタリア、
ヴィトラなどの家具、電気製品、照明
〇 周 年 展 に は 象 印 マ ホ ー ビ ン の「ミ

などで名作多数。グッドデザイン賞五
ニ・デカ」が選ばれている。

ロドルフォ・ボネット
）
（ Rodolfo Bonetto
イタリアのインダストリアルデザイナ
ー。一九二九│九一年。一九五八年に
事務所設立。消費財から生産財まで幅
広いデザインを手がけ、そこで研鑽を
積んだ日本人デザイナーは数多い。ス
タジオは現在、二代目のマルコ・ボネ

給が一万四〇〇〇円ぐらいの時に一台七万円く

＊

前後は、マリオ・ベリーニ、ロドルフォ・ボネ

ソニーがヘッドの特許を持ってますから、その

らいしました。それを松下も作ったんですが、

＊

ット、エットレ・ソットサスといったデザイナ
等がデザインしたイタリア製品はゴールデンコ

松下製品は売れない。それで幸之助さんが私を

分だけ松下の方が高くなってしまう。ですから

＊

ーによるミラノデザインが素晴らしかった。彼
ンパス賞を受賞し、芸術品としてニューヨーク

がいた頃のブラウンは素晴らしかったが、経営

トがないから潰れたんだと思いました。ラムス

ったんですよ。最初に真野さんが掲げたのはル

さんがその理論を唱えるまでには紆余曲折があ

豊口 松下幸之助さんがデザインを導入し真野

まずやってみようと声をかけたのがデザイン部

まだなかったプラスチックの成型品のケースを

レコーダーができたんです。木箱は止め、当時

後に九九八〇円というオープンリールのテープ

工場長以下、みな真っ青ですよ。けれど半年

れ！」
。こんなやり取りがあったんです。

いと言うんだったら、一万円以下の製品を作

自分の子供に一万円以下でないと買ってやれな

る技術屋でありデザイナーだと。そのお前達が

ない。お前達は日本を代表する企業に勤めてい

お前達にそんなに安い給料払っているつもりは

達は一万円以下なら買うてやれます」
、
「わしは

含めた関係者を呼んで、
「お前ら、なんぼやっ

権がブラウン兄弟からジレット、プロクター・

シャッと貼ってあったんです。それでわれわれ
はなるほどと思った。松下はその当時、ちょっ
と言うのがはばかられるのですが、「マネシタ電

くなる、あるいはそれを生かすマネジメントが

ていこうという局面のデザインの旗印は
「 Form

こで技術革新をしながら素晴らしい商品を作っ

いスピーカーを考えよう。それから一つのキャ

ーシングは何か。それはプラスチックだ。小さ

隊だった。素材を変えてみよう。量産できるケ

欠落するとそういう事態に陥ってしまう。だか

」でした。無駄な装飾をす
follows the function
るな、ぎりぎりの機能を考えろ、年間に技術者

器」などと呼ばれもして悔しかったんです。そ

らパナソニックは第二のブラウン、オリベッテ

もデザイナーも少なくとも一〇点の特許ないし

を作っていくんだと。そうした成功を松下在職

イナーと技術者の力によって新しいマーケット

なりましたよ。マーケットを作っていく、デザ

倍売れなんです。この戦略はものすごく勉強に

ープレコーダーを買わざるをえない。自動的に

が声を入れて相手に送ると、相手は必然的にテ

の製品を作ったんですね。一台売って、その人

コーダーということで小さいお弁当箱スタイル

は封筒に入るので、声の手紙を送れるテープレ

インチリールですから一時間録音でき、テープ

ッチフレーズを書く││「声の手紙」
。二・五

ィになってはいけない、そのために本当の意味

は意匠登録を取れ。それが取れない人間は辞め
てもらってもいい││そう言われたんですね。
厳しい会社だなと思いましたよ。
その頃はわれわれもまだ幸之助さんに会うチ
ャンスがあったんです。ちょうどテープレコー
のテープレコーダーが非常に売れていた。木箱

ダーが出てきた頃で、ソニーのオープンリール
のビニールレザーを貼った重いタイプで、初任

ることに感動してるんですけれど、豊口さんも

テープレコーダーは
「声の手紙」

んなふうに思っております。

で MAYA を実現するのがいいデザインだ。こ

ー・ラムスの「 Less but better
︵より少ない
けれどより良い︶
」といったプリンシプルがな

＊

アンド・ギャンブル
︵P ＆ G︶に移った後のデ
はるかに劣っているじゃありませんか。
＊

ザインはどうですか、五〇年前のブラウンより

イス・サリヴァンの
「 Form follows the function
︵形態は機能に従う︶
」
。これが意匠部の壁にピ

ンスをどう関係づけるかのデザインマネジメン

ザインは絶対残るはず、でも技術とパフォーマ

もブラウンもみんな潰れるか衰退した。いいデ

た人々が関わったブリオンベガもオリベッティ

近代美術館︵MoMA︶のパーマネントコレク

9

たら子供達に買うてやるか」
、
「そうですね、私

豊口協氏

ションに多数選ばれています。ところがそうし

6

───MAYA理論が現在に至るまで生きてい
それを体験されたわけですね。
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5

ミース・ファン・デル・ローエの「 Less is
︵少ないことはよい多いこと︶
」
、ディータ
more
8

ットが経営を引き継ぎ、日本でのデザ
イン開発事例も多い。

エットレ・ソットサス
）
（ Ettore Sottossas
イタリア在住デザイナー。一九一七年
生まれ。オリベッティ社のデザイン主
任時代に開発したタイプライター「バ
レンタイン 」
︵一九六九年︶で知られ、
ポストモダンの活動としてスタジオ・
アルキミアに参加し、メンフィスを結
成。優れた造形と思想でイタリアデザ
イン界を代表する。

「レス・イズ・モア」
ドイツ人でモダニズムを代表する建築

「レス・バット・ベター」
家のミース・ファン・デル・ローエが
︵より少な
唱えたのが「 Less is more
いことはより多いこと︶
」
。ポストモ
︵より
ダンの時代には「 Less is bore
少ないことは退屈︶
」と揶揄されたが、
ディーター・ラムスはミースの言葉を
︵より少なく、しか
「 Less but better
しより良いもの︶
」と再定義した。

7

5
6
7
8

ルイス・サリヴァン
）
（ Louis Sulivan
米国人建築家。一八五八│一九二四年。
マサチューセッツ工科大学を卒業後パ
リ美術学校に学び、シカゴに事務所開
設。共同制作、有機的機能主義建築を
提唱し、米国近代建築のパイオニアと
なる。代表作はシカゴのオーディトリ
アム、シカゴ万博交通館。
「形態は機
能に従う」とのモットーは有名。

ロナルド・メイスの七原則
ノースカロライナ州立大学大学院にユ
ニバーサル・デザイン・センターを創
設しプログラム・ディレクターを務め
たロナルド・メイス︵ロン・メイス、
一九四一│九八年︶が提唱したユニバ
ーサルデザインの七原則は次の通り。
︵一︶誰にでも公平に使用できる︵二︶
使う上での自由度が高い︵三︶簡単で
直感的に分かる使用方法となってい
る︵四︶必要な情報がすぐ理解できる
らないデザイン︵六︶無理な姿勢や強

︵五︶うっかりエラーや危険につなが
い力なしで使用できる︵七︶接近して
使えるような寸法・空間となっている。

また全員呼びました。

わけです。返品の修理が大変だと聞いた社長が

のベルトが伸びてしまい、回転数が狂ってくる

いから長時間使う。そうするとベルトドライブ

ところが返品が来ました。面白くてしょうがな

生産が間に合わないぐらいものすごく売れた。

豊口 そうですよ。で、後日談があるんです。

気がします。

い。
「声の手紙」と聞くとラブレターのような

それがＭＡＹＡ理論以前のことですから、すご

なる理論を先取りするエピソードですね。でも

二乗に比例するという「ネットワーク外部性」

───ネットワーク製品の効用はユーザー数の

思っています。

てもらおうと。これが一つの戦略だったと私は

デザインの品質も含めたクオリティーを立証し

出てきて、とにかく G マークの中で松下の品質、

そこに G マークに対する会社としての熱意も

戦いの連続、新発想の連続なんです。

本の姿の縮図のような気がしますね。要するに

六年間のうちに何度も体験した。これは今の日

ることを根本的の信念とすること」と。

多分に含まれたる物を製出し、需要家に喜ばれ

品には、親切味、情味、奥ゆかしさ、ゆとりの

│││
『松下のかたち』の冒頭にあります。
「製

が松下の伝統と言えると思います。

年に「所主︵社長︶通達」があるんです。これ

いては豊口先生もご存知でしょうが、昭和一七

ク社会の基本だと思うからです。そのことにつ

もが使えるということがユビキタスネットワー

ではなくて、デジタルデバイドを克服して誰で

ものと考えています。単に高齢者や障害者向け

が、われわれはユニバーサルデザインを重要な

った。で、G マークとも関連すると思うんです

様に、ものづくりの基本には学ぶところが多か

て内容を推測した次第です。ただ豊口さんと同

っているか分からず、優秀な通訳の英語を聞い

でお会いしました。大変ご高齢で何をおっしゃ

はアメリカで仕事をしていた折にたまたま現地

いう人はほとんどいないと思います。ただ、私

植松 今の松下の社員で創業者と直接話したと

になってるんですよ。

その当時のことが今も私のデザイナー人生の軸

としています。ロイヤル・カレッジ・オブ・ア

ライナ大学のロナルド・メイスの七原則を基本

う場合は、一九八八年に亡くなったノースカロ

植松 私どもが「ユニバーサルデザイン」とい

と長くなるのでここでは止めますけれど。

ょっとおかしいと思うんです。その理由を話す

入ってきたユニバーサルデザインの解釈は、ち

た考え方です。ですから十数年ほど前に日本に

ったにせよ、思想としては松下に最初からあっ

ンのことなんです。当時そうしたタームはなか

本来、国際的に評価され通用する商品のデザイ

豊口 「ユニバーサルデザイン」という言葉は

長も務めていらっしゃいます。

協議会理事、新日本様式協議会運営部会副部会

───植松さんは国際ユニヴァーサルデザイン

重要なメッセージとして今も掲げているんです。

はそうしたものづくりの DNA は継承しようと、

ですから驚くべきことです。ですからわれわれ

親切味、情味、奥ゆかしさ、ゆとりを訴えたの

まり「欲しがりません、勝つまでは」の時代に、

とは真珠湾攻撃の翌年ですよ。太平洋戦争が始

植松 皆さんは分かっていますか。昭和一七年

＊

「どや？」
、
「実は売れたんですけど、こうこう

単に使い勝手が良いだけではなくて、調和と永

遠性を条件としますから「サステナブル」であ

ート︵RCA︶では「インクルーシブデザイン」
。

そこへなぜ、その上のランクの商品を置いてこ

ることも含みます。われわれはより分かりやす

しかじかで」
、
「お前達はアホや、ほんまにアホ

んのや。あのテープレコーダーはこれだけお使

く、できるだけ多くの方々に適合するデザイン

や。松下のシェアが四十数％になっただろう。

いになるとこうなりますけれども、こちらなら

だきましたが、七〇年代以降の変化はどのよう

───一九七〇年までをおもな話題としていた

一九七〇年代は
情報通信分野の大変革期

という姿勢で活動しています。
るのがメーカーとしての責任だろう。喜びをそ
こで切っちゃいけない。次の喜びをちゃんと与
えてきなさい」││こうです。あの人はやっぱ
りすごい人だった。その時代に松下幸之助と触
れあった私達デザイナーはすごく勉強になって、
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10

そういう支障はございませんと言って置いてく

植松豊行氏

9
10

わるなと、情報通信の分野で大変な変革がある

画・設計をやりました。その時にああ時代は変

が、私はその万博で電電公社のパビリオンの企

豊口 大阪万博が開かれたのは一九七〇年です

だったのでしょうか。

なります。その最後近くの教え子が植松さん、

五四歳で独立、同時に武蔵野美術大学の教授と

台の商工省工芸指導所に入所し、一九五九年に

さんの父上は豊口克平さんです。克平先生は仙

───ご存知の方もおいででしょうが、豊口協

ザインの領域もグンと広がりました。

私は松下を退社して随分経っていましたが当

の仕事も忙しくなったのです。

な成長期が七〇年代から始まって、デザイナー

えていった商品もありました。その意味で大変

ムで取り組み、ある程度できたところで技術屋

ませんでしたが、日本最初の胃カメラにはチー

ーはテレビ番組「プロジェクト X」には登場し

その期間は実に勉強になりましたね。デザイナ

くる。頭を切り替えてやっていかざるを得ない

つながっているんです。

RCA からも。いろんな人がいろんな所で横に

ンシップで来ていました。英国ダイソンからも

ンしたデザイナーは学生の時に松下にインター

てほしい。アップル社の「iPod」をデザイ

───それで豊口さんの七〇年代は情報機器の

発案だったと記憶しています。

ァクシミリは、朝九時に毎日新聞にある送信機

ロトタイプに挑戦した。もっともその当時のフ

電話やファクシミリ、それからテレビ電話のプ

ようという時代だとの観がありました。ですが、

ら、まだ変なものを出さないようにチェックし

省貿易局検査デザイン課が所掌していましたか

デザイン行政については、松下入社時、通産
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豊口克平

ことを痛切に感じたんです。その年、万博の仕

克平先生の後任が松下の真野善一さんですから、

＊

掛人である通産省の池口小太郎︵堺屋太一︶さ

その意味でも縁の深い二人なんです。

＊

んにいろんな会議で会うと、時代は変わる、時

植松 大学ではインテリアを教えておられた豊

＊

時、宇賀洋子さんという女性デザイナーがいて、

インダストリアルデザイン︵ID︶の歴史は

ます。ですから、新しいフォルムをきっちり出

一世紀ちょっとですから、ルーツはまだ分かり
ても、
「いや、飲んでみろ、お前が飲めたら商

していこうという、そんな青っぽい思いが僕ら

んです。
「こんな太いもの飲めますか」と断っ

変革をやっていました。イギリス留学の経験も

品化できる」と。そんな経験もしました。

仕事が多かったのですね。

のスイッチをオンにすると、万博会場の受信機

大局的には産業界は一九九〇年までパイが大き

の七〇年代にはありましたね。

豊口 豊口デザイン研究所はさまざまな企業と

から出てくるのが午後四時。新聞一枚送るのに

た時代なんです。為替が一ドル・三六〇円から

くなり続け、淘汰ではなくみんなが大きくなっ

万博の時には、おそらく日本で初めての携帯

の関係がありまして、例えば車ではスズキ自動

博の時にはもう完全にデジタルのパック伝送に

一〇〇円へ、九〇年代には七九円五〇銭まで上

七時間かかりましたよ。それが八五年のつくば
なってましたから、すごい技術の進歩です。デ

車、カメラではオリンパス、家具では岡村製作
原則ですので毎日毎日違った製品が依頼されて

所。それから電電公社やソニー。一業種一社が

鮮でした。先ほどの「声の手紙」も宇賀さんの

ある女性の目から見た工業デザインの視点は新

さんが「豊口さん、お前、飲んでみろ」と言う

のであれば、みなグローバルにつながると考え

つながります。デザインをライフワークにする

イツのウルム造形大学、そしてバウハウスまで

＊

た先生方の教えは共通すると思っています。ド

ンした佐々木達三さんに教わりました。そうし

＊

口克平先生、次いで「スバル 360」をデザイ

11

プロダクトデザイナー。一九〇五│九
一年。東京高等工芸学校工芸図案科卒
業。ほていや百貨店に勤務しながら型
而工房に参加して蔵田周忠の指導を受
ける。一九三三年に商工省工芸指導所
に入所、一九五九年に退職して豊口デ
ザイン研究所を開設。一九五九│七七
年武蔵野美術大学教授。
スポークチェア［OM5027］
（天

代を変えなきゃいけないと盛んにおっしゃって
いました。
堺屋さんがまだ三〇代、参加したデザイナー
も同じ三〇代。そこから情報通信分野が爆発的
に膨れ上がり、家電から情報通信へ、エレクト
リックからエレクトロニクスに変わっていった。

12

全廃」をはじめとしてデザイナーの目で会社の

豊口協氏
（左）と植松豊行氏

組合の執行委員や婦人部長を務め、
「お茶くみ

G マークの商品対象も猛烈に広がり、同時に消

15

童木工製作所（現・天童木工）
）
、一九
六三年

商工省工芸指導所
一九二八年に商工省が国井喜太郎を所
長として仙台に開設したデザインの振
興・研究のための機関。木工・漆工、
金工、図案設計の三部があり一万平米
の敷地に三棟の工場ほかの施設を有し
た。ブルーノ・タウトも一時勤務、豊
口克平、剣持勇等わが国デザインのパ
イオニアが多数集った。産業工芸試験
所、製品科学研究所への改組を経て一
九九三年に役目を終える。

佐々木達三
インダストリアルデザイナー。一九〇
六│九八年。東京高等工芸学校木材工
芸科卒業。横浜船渠設計課を経て、一
九四九年に仲間とトリトン・デザイン
開設、日本インダストリアルデザイナ
ー協会初代理事長。代表作は「スバル
360」
。一 九 五 九 │ 七 七 年 武 蔵 野 美
術大学教授。

13

14

11

12

13

ウルム造形大学
）
（ Hochschule für Gestaltung
一九五五│六九年にドイツのウルム市
にあったデザイン大学。オトル・アイ
ヒャー夫妻と初代学長となるマック
ス・ビルらの計画によって開学。バウ
ハウスの流れを汲みながら、第二次世
界大戦後の新しいデザイン教育に取り
組む。杉浦康平が指導にあたり、複数
の日本人デザイナーが学んだ。

バウハウス
）
（ Bauhaus
一九一九年にドイツのワイマールに設
立された国立のデザイン教育機関で、
一九二五年にデッサウに移転、一九三
二年にナチスにより閉鎖、ベルリンで
私立学校として活動したが翌年解散す
る。ヴァルター・グロピウス、ハンネ
ス・ マ イ ヤ ー、 ミ ー ス・ フ ァ ン・ デ
ル・ローエを校長として多彩な人材が
結集、近代デザインの方法論の形成に
寄与し、理論と教育の両面で世界的な
影響を与えた。水谷武彦、山脇巌・道
子夫妻らが学び、わが国への影響は多
大である。
デッサウ市立バウハウス校舎、一九
二五─二六年、D＝ヴァルター・グロ
ピウス

く、細かな記憶がないんです。

て三〇代、瞬きして四〇代」と言うくらい忙し

がりました。良くも悪くも僕らは「寝返り打っ

きたんです。少し古い話になりますが、家庭で

豊口 あの頃、新しい生活用品がさまざま出て

とよく言われた時代でした。

ニッチ商品が選ばれてメイン商品は選ばれない

た。ところが G マークに選定されているわけで、

が日本人にあったために最初は実は売れなかっ

豊口 あれにしても、白いものに対する抵抗感

でしょうか。

│──日本インダストリアルデザイナー協会

ってきました。それで、日本の食生活のための

という、非常に合理的な生活文化を日本人は作

───グッドデザイン賞商品は売れない、とは

模様に関する意識がだんだん変わってきて、真

（JIDA）
が Gマーク反対の旗を降ろした一九

器には白いもの、模様がないものがなかったん

さすがに言われなくなりました。

使っている食器や器は全部女性が片手でつかめ

七〇年以降の審査はどのようなものでしたか。

です。模様がないのは神様と仏様へ捧げる器だ

植松 世界的に生活スタイルが激変したのは一

っ白い食器に対する抵抗が薄れたんです。

豊口 最初に私が G マークの審査員となった一

けなんですよ。そうした日常世界に女性が片手

九九〇年代だと実感します。クローバリゼーシ

る寸法であり、スタッキングできて戸棚に入る

九七三年のメンバーを思い出しますと、全員私

では持てない大きなスープ皿など、新しい白い

ョンが影響しているはずです。神社仏閣スタイ

生活意識を変えてきた
Gマーク

を教えてくださった先生ですよ。戦前派の小池

になかったものが七〇年代あたりに出てきて、

器が出てきた。基本的に日本人の生活様式の中

をするということで、大阪まで行った記憶があ

〇点強の時代ですが、東京と大阪二カ所で審査

G型しょうゆさしは一九五八年選定と早いので

───記念展に選ばれている森正洋さんの白い

ギャップがあったんです。

ダン、とはいえ北欧とイタリアではまた違うと

とバウハウスの流れを感じさせるヨーロッパモ

式家具に近いものが全盛で、ヨーロッパに行く

ルのテレビが日本にあった時代、アメリカは様

グローバル時代の
国家のデザイン戦略

なぜか私がポコッと入ったんです。選定数三〇

岩太郎、知久篤、皆川正といった先生方の中に

ります。

すが、片手で持てるものは白くてもよかったの

こういうのはただ赤いだけ。ここにある木目の

チックの純粋な赤がいい」と発言すると「君、

か」と怒られ、
「エアコンのボディーのプラス

ね」と言うと「なんだお前、こんなのがいいの

て急速に、同じデザインが世界中で通用するよ

った。それが八〇年代後半から九〇年代にかけ

ン、アーモンドホワイト、それに木目しかなか

蔵庫ならハーベストブラウン、アボカドグリー

カの白もの商品の色は三つと決まっていた。冷

いった具合でした。また、ちょっと前のアメリ

その時に困ったのは、私が「これ、いいです

評価できないのか」と怒鳴られ、
「すみません」

いざ知らず、少し前だったら考えられない事態

OXO は米国市場でも販売する。欧州製品なら

しが今年グッドデザイン賞の大賞候補となり、

山中俊治デザインの米国 OXO 社の大根おろ

パ的な白が入ってガラッと変わりました。

いますか。アメリカのキッチン商品にヨーロッ

うになったんです。テイストの進化、洗練と言

成型品は技術的に大変なんだ。こういうものを
と言いながらも随分と反発しましたね。その時
代時代に新しく開発されていく製品の表現上の
問題、素材の問題とかが整理されずに複雑に乱
れていった時代だと思うんです。何を審査基準
にするかでだいぶ苦労しました。
───審査はいつの時代も大変ですよね。植松
さんは応募する側ですから審査に対する思いは

ですよね、グローバルにモダニズムがきっちり

認められるようなデザインが大きな流れとして

Gマーク大全
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また違いますでしょう。
植松 七〇年代は G マークをとると売れない、

左から聞き手の森山明子氏、豊口協氏、植松豊行氏

14

15

あるのだという気がします。
豊口 その認識はとても重要です。ユニバーサ

───「二・五次産業」を唱えた関本さんですね。

インハウスと
アウトソーシングのいい関係

年だったと思いますが、米国政府は連邦デザイ

デザイン振興策としてのGマークが大きく変わ

ルデザインとはそのことだからです。一九七二
ン会議を開きました。全連邦政府から人を集め

ったと感じたのは一九八〇年に大賞を設け、松

」が選ばれた時。それ以降は大

てその後のデザインストラテジーについて議論

下の「SL

賞とともにその年のデザイン傾向が記憶に残る

ようになりました。

豊口 私はその年は審査委員でしたのでよく覚

えています。あの製品は数年で姿を消すんです

のサイズがハードを決める点で、コンパクトデ

が、画期的でしたよ。デザインとしてはソフト

ィスク︵CD︶プレーヤーなどのはしりだった

制覇することが可能になった、次は郵便切手か

さんはユニバーサルデザインの基本的な考え方、 ︵IID︶が担当しました。IID には松下の

らない非常に苦労した時代でした。壇上で関本

資本も入っていましたので仲間ですが、ジョセ

に感知した日本人がNEC の関本忠弘社長でし

豊口 その通りです。そして米国の戦略を最初

ェイ構想」がその仕上げだったわけですね。

───九〇年代のゴア副大統領の「情報ハイウ

アメリカが絶対的な力を持っています。

ンピューターでは、早くに世界征服を意図した

広がり、飛行機と飛行場、インターネットとコ

るのが依頼だったんです。社長自身も選んでお

が審査して、情報通信の未来像を社長に提案す

数の応募作がそこにありました。それらを私達

かを問わず募集するというコンペに集まった多

情報通信の分野、機器はどうなるかを絵か文書

査してもらいたい」と言いました。これからの

を含め一〇人ほどを呼んで「君達にこれから審

それで関本社長は面白いこと試みました。私

つです。

クデザイン社が採用しようとしていることの一

シングするのではない関係。これもパナソニッ

けではなく、かと言ってスポットでアウトソー

人に通じるんだと実感しました。インハウスだ

でなく、その人のフィロソフィーが手を介して

というか。デザイナーは姿・形を表現するだけ

た。テクニックおよびその人の持ってる洗練性

人です。二人のスケッチにはオーラがありまし
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NECの関本忠弘社長
関本忠弘は一九二六年生まれ。東京大
学理学部物理学科卒業後 NEC に入社
し、八〇年社長、九四年会長。NEC
の小林宏治会長が世界に向けて「コン
ピューター・アンド・コミュニケーシ
ョン
︵C ＆ C︶
」を発表したのが一九七
七年。関本忠弘は一〇年後に「NEC

した。その時のテーマは「郵便切手からハイウ
ェイまで」
、戦略が「ユニバーサルデザイン」
。
目的は世界を制覇するデザイン戦略を立てるこ
とだったんです。ロン・メイスがニューヨーク
でユニバーサルデザインの概念を発表するのは
一九七四年。流れはワシントンからニューヨー
クへ、官から民に移行した。メイスの宣言では
七つの原則がきれいな言葉で書かれていますが、

らハイウェイまで全部やるということで、大戦

グローバリゼーションという言葉をぶつけ、デ

フ糠沢さん、アラン島崎さんは米国アートセン

んです。

略が始まるんですね。それが米国の「ユニバー

ザインの重要性はここにあるとおっしゃった。

た。G マークのある式典で関本社長はグローバ

られました。その時の関本社長の考え方は、世

豊口 いやあ、IID のスケッチは怖くて触れ

植松 あれはインターナショナル工業デザイン

サルデザイン戦略構想」です。

タースクール・オブ・デザイン出身のアメリカ

リゼーションという言葉を使ってはっきりと警

界中でどんな人間がどんなことを考えているか

んじゃないかと思った。人間がそこにいて語り

なかったですよ。そばで見ていると目が潰れる

＊

告したんです。気付いた人がどれだけいたかは

いてもらったほうが早いと。そうして情報を集

かけてるような気がするんですよね。

を知るには、いちいち聞きに行くよりは紙に書
めたんです。感心しました。

の製品を一般の人が買わなくなっていたんです。

世界のデザインに一つのシステムがずーっと

「ああ、すごい人だな」と思ったものです。

その裏にはインターネットでアメリカは世界を

−
10

はコンピューター、通信、IC の分野
でいずれも世界のベスト 5 入りした」
と胸を張り、その直前に G マークの大
量選定も果たした。

東京芸術大学大学美術館陳列館・展示風景

分かりません。当時、日本の通信機器メーカー
何を買ったらいいか、何を作ったらいいか分か

16

16

二〇〇六年二月四日│三月三一日、バ

「日本デザインの遺伝子」展
ンコクで日本貿易振興機構とタイ・ク
リエイティブ・デザイン・センターが
開催した展覧会。日本の工業デザイン
成立の要因と背景を紹介することを目
的に、一五のテーマを抽出した展示が
好評を博す。基調講演者は豊口協と小
澤弘︵江戸東京博物館︶
。

を私は「空気」と言ったんですが、随分と勉強

いんです。アラン島崎のスケッチの良さ、それ

す、細かいところまで。そこまで描く必要はな

植松 今のデザイナーの多くは描きすぎなんで

れで九つです。こうした課題に日本が取り組む

ンスポーテーション、新素材、地球と宇宙。こ

クノロジー、シティ＆アーキテクチャー、トラ

させて出てきたのが環境創研です。

した。それで事務所の若い連中に一年間考えて

インが日本は遅れていることが三つ目の要因で

言われ始め、鉄道や橋といったインフラのデザ

わけです。そこでは人文科学、自然科学、社会

最後の仕事になるだろうと思って長岡に行った

したので、事務所は若手に任せ、おそらく人生

長岡造形大学の設立を引き受けることにしま

ていたということは非常に恵まれていると感じ

という宣言ですから、この中にデザイナーとし
ました。

させてもらいました。
───その描きすぎはコンピューター導入と関
係するのでしょうか。
植松 私は松下で CAD・CAM の採用委員を

───豊口デザイン研究所が一九九一年に環境

を目標としましたので、プロダクト単体から離

てデザインを考える教育と研究の場を作ること

科学の融合体、つまりトータルサイエンスとし

インのスキルあるいは表現力とコンピューター

創研に名称変更したことと、九四年にＧマーク

れた環境創研という事務所名はその目標と連動

徹底してオリジナルな
デザインを目指せ

のオペレーション能力をどう両立させるかとい

に施設部門が加わったことを私は関連づけてし

やっていた時期があるんですが、純然たるデザ

う課題が出てきたのは八〇年代後半でした。ド

───そろそろ最後の質問としましょうか。大

していなくはないんです。

学が会場ですから、デザインを志すに当たって

まうのですが、いかがでしょう。
この世を去って父が作った事務所が終わったと

どんなことを考えたのか、今後に何を望むかを

豊口 いくつか要因がありました。一つは父が

ソフトウェアの使い勝手が悪かったこともあ

いうこと。息子に事務所を譲る気はない、事務

うかがいます。

ラフターと製図板、それに CAD・CAM が並

り、デザインワークそのものが混迷していた時

所に呼び返す気持ちもまったくないと言い続け

植松 私は工場長もやり商品企画もやるという

存していたんです。

期のような気がします。

ていた父でした。もう一つは環境問題が盛んに

科学技術博覧会が発した九つのメッセージに触

れ、その基調講演で豊口さんは八五年のつくば

コックで「日本デザインの遺伝子」展が開催さ

商売だなと思ったのが高校時代だったような気

買い求めて使ってくれる。これって素晴らしい

きだったんです。自分が考えたものをだれかが

志したわけですね。きっかけはやはりものが好

経験をいたしましたが、もともとはデザインを

東京芸術大学大学美術館陳列館・展示風景

───ところで二〇〇六年二月から三月、バン

れ、未来に向けた共通言語としてのデザインに

がします。

＊

ついて語ったのでしたね。

すべきポジショニング、目指すべきエリアとそ

ありがたいこと。望むことは、G マークが目指

う角度から見る人がいて、違う評価をするのは、

が悪いなどとは一切言いません。自分達とは違

れたいと思ってはいますが、審査委員の選び方

不良品だと。新タイプの製品はすべて賞に選ば

なんだ、選んでもらえれば良品、落ちるものは

をとっています。グッドデザイン賞は評価基準

私どもは「G マーク＝インスペクション説」

豊口 大阪万博からつくば科学博への一五年間
の技術の変化の一端は先に述べました。つくば
博の会場で使った通信端末機については、私が
電電公社の顧問やっていたので全部任されまし
たが、すべてデジタルでした。大阪万博で日本
の政府と企業が国民に約束したことは果たされ
たんです。そこでつくば博では世界に向けてメ
ッセージを送りました。エネルギー問題、イン
フォメーション＆コミュニケーション、エレク
トロニクス、メディカルサイエンス、バイオテ
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17

のボーダーを座標軸で示せるようにすること。
そして企業は、徹底してオリジナルなデザイン
を生み出す努力を惜しんではなりません。
豊口 G マークの民営化は大歓迎でした。お上
がやる行政というのは途上国の行政なんですよ。
そして成功しました。オリジナルデザインは日
本が生き残る唯一の方法であって、そのための
信頼感溢れるグッドデザイン賞であってほしい

様書の清書をして働きました。その父がなんと

をあきらめて建築事務所で二年間、計算書と仕

す。ところが父が結核を患ったものだから大学

です。文学部出身の母の影響もあったと思いま

高校時代は文学部で児童文学を学びたかったん

の道に入ったと思われるでしょうが、実は私、

イン」です。文学は、回顧録までとっておきま

ルで走りもいい。ジャガー最後の「グッドデザ

フォードが買収する前の車は八年間ノートラブ

しかないと思っていました。六五歳で購入した、

豊口 運転手なしで乗れる美しい車はジャガー

たが、文学部の夢はまだ叶っていませんね。

───ジャガーのスポーツカーは手に入れまし

豊口協（とよぐち・きょう）

長岡造形大学理事長

環境創研代表取締役会長

学科卒業。同年松下電器産業に入社しオーディオ事業部、

一九三三年生まれ。一九五八年千葉大学工学部工業意匠

技術本部意匠部を経て一九六三年退社。豊口デザイン研

究所に転じて一九九一年に環境創研に社名変更し、現在

代表取締役会長。一九六八年から一九九四年まで東京造

形大学に奉職し一九八四│九二年学長。一九九四年の長

岡造形大学創設で、学長、理事長を歴任。東京造形大学

名誉教授、韓国東西大学客員名誉博士、台湾大同工学院

栄誉教授、中国無錫軽工大学栄誉教授。一九七三│九五

年グッドデザイン賞審査員、民営化なった一九九八年よ

りグッドデザイン賞審議委員会委員長を務める。著書に

﹃G マーク・グッドデザインのすべて﹄
︵実業出版︶がある。

植松豊行（うえまつ・とよゆき）

パナソニックデザイン社社長兼松下電器産業上席理事デ

ザイン企画グループグループマネージャー

産業デザイン科卒業。同年松下電器産業に入社し、一九

一九四八年生まれ。一九七一年武蔵野美術大学造形学部

九〇年テレビ本部デザイン部部長。電化・住設社デザイ

ン部統括参事などを経て、二〇〇二年パナソニックデザ

イン社社長となる。社長就任後、総合デザイナー協会理

事、デザイン交流協会評議員、経済産業省製造産業局研

究会委員、日本ファッション協会理事、国際ユニヴァー

サルデザイン協議会理事、iF プロダクトデザイン賞

などを歴任。二〇〇四年より武蔵野美術大学、二〇〇六

︵ドイツ︶審査員、新日本様式協議会運営部会副部会長

年より多摩美術大学、京都工芸繊維大学、バウハウスで

客員教授を務める。

164

証言─グッドデザインの60年

蔵田周忠
田大学建築科選択修了。分離派建築会

建築家。一八九五│一九六六年。早稲
で活動し、東京高等工芸学校工芸図案
科講師、武蔵工業高等学校講師、東京
芸術大学教授を歴任。東京高等工芸の
教え子を中心に型而工房を結成し、一
九二八│四〇年、家具を中心としたデ
この工房のメンバーの一人が豊口克平。

ザイン、展示、頒布、執筆活動を展開。
木製小椅子、一九三四年

ものです。
ドイツのカメラ見本市「フォトキナ」にオリ
ンパスの「XA」が出品された時、それまで日
本製カメラを二流品だとこきおろしていたドイ
ツ人が「XA」を見て、
「豊口、私は間違って
いた、謝る。日本のカメラはすごい」と言った
んですよ。そういうものです。

か持ちこたえそうになり、私の名付親である建

しょうか。

すんだ」と語ったようです。

築家の蔵田周忠先生に相談に行ったところ、「お

───夢は叶うも良し、早く叶わない夢もまた

さっき父の話が出ましたから素直にデザイン

前の親父さんがやってる仕事は将来必ず日本の

良しですね。ありがとうございました。松下の

＊

役に立つから、お前もやってみる気はないか」

に心からの拍手を送りたいと思います。

未来を展望していただいた豊口先生と植松社長

デザイン部門とGマークの草創期にさかのぼり、

トークショー会場風景

と言われました。

らジャガーの E タイプに乗って文学部へ行き直

前に生意気にも、
「もし六五歳まで生きていた

そうこうして入った大学ではクラスメートを

18

18

早川徳次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

シャープ株式会社創業者。一八九三│
一九八〇年。一九一五年繰り出し式シ
ャープペンシルを発明。後に大阪で早
川金属工業研究所を設立、一九二五年
国産鉱石ラジオ一号機、次いで真空管
ラジオを発売し、一九四二年早川電機
工業と改称。戦後は家電へと領域を広
げ、一九七〇年会長就任とともに現社
名に改称。日本のエジソンとも称され、
奉仕」という企業哲学を貫いた。

「真似される商品を作れ」
「事業は社会

聞き手：

世紀美術館レクチャーホール

二〇〇六年一〇月二二日
金沢

省︶が輸出のためのデザイン振興に非常に熱心
坂下さんが東京芸術大学をご卒業になられた

就職に際しては大企業もたくさん候補にあり

ていきたいと思っています。

坂下清さんと黒川玲さんをお招きしました。坂

のは一九五七年と伺っていますが、どういうデ

ましたが、当時は三流企業に近かった早川電機

だった時代です。

下さんは約四〇年間シャープにお勤めになり、

ザインを目指してこられたのかお話しいただけ

工業株式会社を選びました。創業者の早川徳次

シルを開発された方で、日本初の鉱石ラジオも

さんは世界で初めて繰り出し式のシャープペン

＊

製品のデザインや企業そのもののデザインマネ

ますでしょうか。

として活躍されながら、新潟県の地域産業にも
関わってこられました。

に見ると電器製品も地域産業も日本を代表する

ラリーは英国王室でも使われたほどで、世界的

た伝統的な地域の産業があります。新潟のカト

です。一方日本には漆や織物、金属加工といっ

シャープは世界でも屈指の電器製品のメーカー

が、世界中どこへ行っても看板を目にしますね。

いう新しい概念、新しい手法が入ってきました。

代、アメリカからインダストリアルデザインと

へ進むことができたんですね。ちょうどその時

に進みました。幸い次男坊でしたから好きな道

の市立工芸高等学校に学び、一浪して東京芸大

の船場です。近所の染色作家に勧められて大阪

坂下 私が生まれ育ったのは商売で有名な大阪

機やマイクロウェーブを使った電子レンジなど、

電」や掃除機、さらにトランジスタの卓上計算

器といわれた冷蔵庫、洗濯機などの「白もの家

オからトランジスタラジオ、あるいは三種の神

しか言いようがないのです。そこで真空管ラジ

ばなかった。結果として非常に運が良かったと

りに共感し、どうせ入るならとあえて大樹を選

発明されている。そうしたものに対するこだわ

産業なんですね。今日はこのお二人の共通点を

常に時代に先駆ける新しいものをデザインする

日本を代表する産業は自動車と電器製品です

1

戦後の経済復興の中で、通産省︵現・経済産業

時代に先駆ける
パイオニアとして

ジメントを手がけられ、また黒川さんは建築家

───ここ金沢での二回目のフォーラムには、

21

読み解きながら、グッドデザインについて考え
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1

機会に恵まれたのです。

たのが発端です。私は東京生まれの東京育ちで

とファインダーを覗いたことがあって、その中

にずーっと並んでいたのが企業の顔だった。企

すが、ある早朝、新宿の大通りの写真を撮ろう

ノロジーと生活の架け橋をデザインでまとめ上

業が街の景色を作り、その商品が店を構成して

ですから私は、今までになかった道具を生活

げていく、そういった仕事をずっとやってきた

いることに初めて気がついた。それまでは東京

の中にどうやって根付かせていくか、ハイテク

わけです。その後企業そのものをデザインする

で大きな企業と仕事をしてきましたが、実際に

街を作っている一番の基本は地域産業ではない

のような地域の産業なんですね。とすればこの

部品を作りものに仕立てていくのは、実は新潟

方向に進むべきだと思い、四〇年のうちの約半
分は企業内のデザインマネジメントをやってき
ました。そうした分野は今までにないものでし
たが、企業が社会にアウトプットするすべての

の成果が認められたのでしょうか、デザイナー

を重ねながら、パイオニアのつもりで⋮⋮。そ

デザインの関係を自分自身で体験し、試行錯誤

う信念があった。先輩もいませんから、経営と

で炊飯や洗濯ができたり、はたきとほうきが掃

で言うと「ハビングの時代」
。スイッチ、ポン！

一つの専門であるマーケティングのキーワード

人間の夢がモノ化してきた時代です。私のもう

は宇宙船が月に届いたりと、技術革新によって

ら三年以上続けられるならやりますと言ったら、

担当が替わってしまい、長続きしない。ですか

しかも県の行政はだいたい三年単位でテーマや

易でも、とてもやりきれる仕事ではありません。

しかし地域産業の活性化は、口で言うのは容

か、そんなふうに感じていた時にいただいたチ

としては、あるいは東京芸大の出身者としては

除機に替わったりと、私たちの体の中にあった

すぐに財団を作ってくださった。地域に関わる

ャンスでした。

珍しく、一部上場企業の上級役員という大きな

知恵もすべてモノ化され、それを持つことが時

どんな仕事でもそうですが、継続しないと効果

ものをいいデザインにしなければいけないとい

責任を持たされることになりました。

代のステータスとなった。欧米に追いつけ追い

今はもう七〇歳を越しましたが、そういう経

私自身は都市系の建築からスタートしていま

ある産業全般を担当して、かれこれ一九年を越

させていただきました。以来買い手が生活者で

は表れません。これは新潟の仕事でうんと勉強
す。一九七〇年に開催された大阪万博のパビリ

したところです。一軒一軒の会社も工場も全部

越せで、ひたすら元気な時代でした。

ネジメントの基本となる骨組みをきっちりと作

オンを担当して、その年に独立しました。その

見て回り、現場で打ち合わせをするような、額

験なり知識を生かしながら、新たにデザインマ
り上げて、後世に伝えるために一生懸命まとめ

後万博の総合プロデューサーだった電通に声を

に汗して足で稼ぐ仕事をしております。

＊

上げようと、今頑張っているところです。

かけていただいて図面の読み取りを指導してい
───黒川さんが日本女子大学を卒業されたの

れないかと言われた。最初は SP なんて聞いた

開発したから、女性の視点で SP を企画してく

───坂下さんはデザイナーから出発して、二

た時、ある繊維会社がしわになりにくい繊維を
が一九六〇年ですから、坂下さんとはほぼ同時

こともない状況でしたが、これがきっかけでそ

〇年も前からコーポレートデザインマネジメン

デザイナーにはビジネスマインド、
経営者にはデザインマインドを
代に活躍なさってきたわけですね。

の後も主に女性にものを売る販促企画を手がけ
そこから新潟県の仕事へは、一九八七年に地

います。お二人ともものづくりの基礎の基礎に

ら始まって、地域産業のマネジメントをされて

トを実践してこられ、また黒川さんも建築家か

黒川 六〇年代はまさに日本の高度成長期の第
＊

域の産業を活性化したいというお話をいただい
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東京オリンピック
一九六四年一〇月に開催されたアジア
初のオリンピック
︵第一八回夏季大会︶
。
シンボルマークとポスターは亀倉雄策。
した必要にして十分」を目指したアー

「日本的を加味した国際性、装飾を排
トディレクションは、勝見勝以下デザ
イン懇談会が担当。世界に先駆けたピ
クトグラムの採用はその後も受け継が
東京オリンピックのポスター、一九

れ、国際的に高く評価されている。
六二年、D＝亀倉雄策

東京オリンピックのピクトグラム、
一九六二年、D＝山下芳郎

黒川玲氏

ることになったのです。

産業の基本は
地域の産業が元気でいること

3

一期ですね。六四年に東京オリンピックがあり、
ィ大統領暗殺が衛星中継で報じられ、六九年に

首都高速や新幹線ができた。六三年にはケネデ

2

2

大阪万博（日本万国博覧会）
一九七〇年、当時通商産業省の池口小
太郎︵堺屋太一︶の提案で実現したア
ジア初の万国博覧会。テーマは「人類
の進歩と調和 」
。シンボルマークは大
高猛、会場の総合設計は丹下健三、ア
ートディレクションは勝見勝が担当。
世 界 七 七 カ 国 が 参 加 し、 岡 本 太 郎 の
「太陽の塔」
、丹下健三と磯崎新による
「太陽の塔」
、一九七〇年、D＝岡本

「お祭り広場」などが人気を集めた。
太郎

目を向けておられるようですが、デザインをど

がやってくれると放っておいたら、決してその

は不可能に近い。一方経営者には、やはりデザ

る能力を身に付けないと、企業全体のデザイン

インを理解してもらいたい。少なくとも美しさ

企業のイメージは良くならないんです。
幸い経営者にも恵まれました。入社当時のこ

のように捉えていらっしゃるのでしょうか。

とですが、扇風機のデザインで当時社長の早川

デザインマインドを持つ。両方のバランスがう

坂下 私自身はデザインには一つの正解という
人間に関わるすべての行為であり、デザイン能

けたらどうか」と言われて、
「社長の指示とは

まくとれて、初めて企業の価値は高まるのでは

ザイナーがビジネスマインドを持つ、経営者が

力を持ち得たからこそ壮大な文明や文化を作り

いえ、近代デザインの原理・原則からいって、

ないでしょうか。

を理解し尊重するマインドを持ってほしい。デ

上げられた。ですからそれをうまく活用するこ

私は絶対にそういうことはいたしません」と顔

さんから「この台座はだだっ広いから飾りを付

とが、人間に最も必要な知恵ではないかと感じ

面蒼白、クビを覚悟でそう申し上げて、周りか

ものはないと考えています。デザインはやはり

ています。

おかげで、それ以降いろんなことでトップマネ

しかしこの時、自分の主張をはっきり伝えた

それが逆に企業イメージのプロモーションとな

ば、企業そのものをデザインする必要がある。

───企業が社会に影響を与えることを考えれ

プロのデザイナーは
プロの生活者たれ

企業が社会にアウトプットするのは商品のデザ

ジメントから相談がくるようになった。私の考

らも本当に驚かれたことがありました。

インだけではないと気づいたからです。黒川さ

え方を理解してやらせてくれたシャープのトッ

私が企業全体をデザインしようと思ったのは、

最近では企業の社会活動も盛んになってきてい

んもおっしゃったように街には看板もあるし、

セールスプロモーションの視点から地域産業に

って、生き延びるための重要なポイントともな
製品のデザインしか頭にない人と、そうでは

関わっていらっしゃる黒川さんにお話しいただ

プはデザインマインドが高かったと思っていま

工場を持っている。その従業員のことや、ビル

なくて企業全体をデザインすることも大切だと

ければと思います。

ます。シャープ一つとってみても、会社のビル

や工場が近隣に与える影響も考えなくてはいけ

感じる人、そこに大きな違いがある。学生にも

黒川 最初に新潟に行った時、デザインセンタ

るというお話でした。そのあたりも踏まえて、

ない。商品のデザインだけではとても社会的な

よく言いますが、デザイナーに必要なのはビジ

ーの壁に「人のまねをするな」という大きなポ

す。

責任を果たすことはできないと感じて、どんど

ネスマインドです。経営の根本である数字を、

スターが掲げられていたくらい、当時はまねっ

や販売店だけではなく、世界各地にたくさんの

ん幅を広げていったわけです。

感覚だけではなく理性としてきちっと理解でき

も機能的にデザインしたし、応接室や会議室な

える人がいなかった。ですから私はユニホーム

かけだけで決めている。そうした部分は誰も考

ユニホームもお仕着せで、人事部か労務部が見

んな材料や形でもかまわない。あるいは社員の

しか考えていなくて、外壁が白でも青でも、ど

がある。例えば工場の設計者は効率のよい生産

いますが、実はその間にものすごく大きな空白

めに形がある。形だけが外れているということ

すんなり人間の手の中で使い心地よくさせるた

るために素材や機構という機能を考え、それを

声を大きくするという意味を一番良く具現化す

し上げました。例えばものを見る、移動する、

と機能と形の三角形でものは成立するのだと申

とだと考えていた。なので私は、狭義には意味

多くの人がデザインは装飾とか格好をつけるこ

こデザインが多くありました。ヒアリングでも、

企業は縦割りできっちり部署分けがなされて

どは用途に応じたインテリアから、極端に言え

はないんだと、今もそう言っています。

特に私は生活市場産業の担当ですから、生活
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ば壁に飾る絵の選定まで全部を手がけました。
始めたらきりがないくらいたくさんある。誰か

坂下清氏

3

者は次に何を望んでいるのかという人寄りのと
ころから始めています。まず生活をデザインす

───先ほどはオールマイティーなデザインは

ユーザーと生産とデザイン、
その二通りの関係性

していく。これが商品のデザインです。そして

ないということでお二人の意見が一致しました

る。その生活が望んだことを地域産業でモノ化
やはり売れて初めて産業になりますから、望ん

が、ということはたくさんのものを作らなけれ

坂下 堺屋太一さんが命名した「団塊の世代」

＊

らっしゃるのでしょうか。

してデザインの関係性をどんなふうに捉えてい

ばならないのでしょうか。ユーザーと生産、そ

でいる人にちゃんと届くように流通もデザイン
する。生活のデザイン、商品のデザイン、流通
のデザインの循環系が産業のデザインになるの
ではないかと感じています。
───最近になってバリアフリーやユニバーサ
ルデザイン、エコロジーなどが強く叫ばれるよ

ニアは使いやすさまで考えてはくれませんから、

とを考えていたんじゃないでしょうか。エンジ

ンワークの過程で、無意識のうちに使う人のこ

すが、昔から一人ひとりのデザイナーはデザイ

坂下 確かに今ははっきりとした言葉がありま

うだったのでしょう。

坂下 デザインのテクニックは向上したかもし

たり素材が選べるだけでは困ります。

ている。ですからデザイナーは、ただ形が描け

逆に言うと生活者が成熟してきて目が高くなっ

見が言える。プロとの差があまりないんですね。

ションは誰もが持っていて、プロでなくても意

ロではないということ。特に生活用品やファッ

その意味で最近感じるのは、デザイナーがプ

たと思う。幸いテクノロジーが進化して、現在

は本格的なマーケティングを考える時代に入っ

う考え方で、たぶんその段階から、日本の企業

対象としたバリエーションを増やしていくとい

基本機能は同じであっても異なるセグメントを

マーケットセグメンテーションをしっかりして、

が出てきました。ユーザーを階層などで分ける

ライフスタイルマーケティング」という考え方

が家庭を作り始めた七〇年代半ばに、
「ニュー

調整役は結局デザイナーなんです。逆に私は、

では一つのコンベアベルトで同じものを大量に

ークに生かされてるのかどうか、時々疑問に思

なサイズがあるし、機能にも違いがある。皆さ

れませんが、生活に無関心なデザイナーが多い

を与えるのではないか。求められている多様性

うことがあります。

んは国内製品しか見ておられませんが、海外向

ユニバーサルデザインという言葉はいささかう

に対して言葉一つで応えられるのかどうか、非

───どうしてそうなっちゃったんでしょう。

けのテレビでも開発途上国と先進国では違って

一つひとつとはいかないまでも、もっときめ細

常に疑問ですね。

黒川 同世代の仲間とだけ付き合ってるからじ

いて、それぞれの生活環境にきちっと対応して

作っているような企業はほとんどありません。

黒川 新潟でもカトラリーを作るというとユニ

ゃないでしょうか。でも生きて生活しているの

いる。ですからマスプロダクションという言葉

もあるはずなのに、自身の生活感覚がデザイワ

バーサルデザインが問題になりますが、高齢者

は赤ん坊からじいちゃんばあちゃんまでいるわ

は今では死語に等しいんですね。

ですね。デザイナーもちゃんと家に住んで家族

や介護が必要な方といっても、嚥下能力の衰え

けで、何世代もの幅がある。そういう人達との

コンベアベルトが一〇〇メートルくらいあって、

けで、万人のためのデザインは万人に不自由さ

た人か手が不自由な人かで大きく違う。日本は

ネットワークは大事だと思うんです。要するに

端から見ると向こうがかすんでいた。で、せい

ぜい一、二カ所ハンダ付けするだけで次のステ

昔の話で恐縮ですが、私の入社当時は一本の

かい生産をしている。例えばテレビにはいろん

標語を作って時代を動かすのが好きなようです

───プロのデザイナーはプロの生活者たれ、

勉強が足りない。

えん か

葉だけ先行してしまうのはいかがかなものかと

ですね。

が、デザインは関係の間に成立するもので、言
思います。
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証言─グッドデザインの60年

堺屋太一
元官僚、作家。一九三五年生まれ。本
名は池口小太郎。東京大学経済学部卒
業後通商産業省入省。大阪万博、沖縄
海洋博を手がけ一九七八年退官。未来
社会を描いた﹃油断！﹄で小説家とし
てデビュー。ほかに﹃団塊の世代﹄
、﹃峠
の群像﹄
、
﹃秀吉﹄などがある。内閣特
別顧問。早稲田大学大学院ファイナン
ス研究科教授、東京大学先端科学技術
研究センター客員教授。

聞き手の安次富隆氏

さんくさいと思っている。身体差は当然あるわ

うになりましたが、そうした時代との関係はど

4

4

財団法人にいがた産業創造機構︵NI

「百年物語」
CO︶プロデュースによる新潟発の国
際ブランド。二〇〇五年のドイツ・フ
ランクフルトメッセで初めて発表し、
ヨーロッパ米市場を視野に入れた商品
開発、情報開発、流通開発によるブラ
ンド構築を推進。安達紙器工業の特殊
紙の技術を生かした安次富隆デザイン
の「紙製ペーパーナイフ」はドイツデ
ザイン・プラス賞を受賞している。

電子機械工業会
電子機器・部品などの業界団体として

（EIAJ）
一九四八年に発足した社団法人。国際
電気標準会議︵IEC︶における国際
標準化活動、J IS 規格作成協力をは
じめ、新分野への対応研究、国際交流
などを行う。二〇〇〇年社団法人電子
情報技術産業会︵J EITA︶に発展
的解消となった。

しかし今では相当ロボットに置き替わり、また

リエーションを作るなんて考えられなかった。

ップに流れていく。そういう仕組みですからバ

黒川 そうとも言えますね。みんな同じような

りと、地域産業のものづくりは似ている。

───大企業の細かくセグメントしたものづく

その歴史をどのように見ていらっしゃったので

領域へと大きく広がってきています。お二人は

割に変わり、昨今では人やシステムに関わる新

争力を持つために国策としてデザインの質を上

しょうか。

規模の地域産業では生産量はあまり変えられま

げていくという先見性がありました。ただそれ

坂下 グッドデザイン制度には、国際社会で競

以上に多様化に向けたいろんな方法が開発され

せん。でも業種の中でオンリーワンの得意技を

はものに即した比較的狭い範囲の選定でしかな

いた時代もありましたが、二、三人から三〇人

ている。高度情報化社会が進めば、インターネ

持てば、どんな厳しい産業状況でも生きていけ

く、不満を持っていた時期もありました。私自

生産をして、量として大きなメーカーに納めて

ットなどを使ってユーザーと作り手がダイレク

るのではないか。生産システムを変えるのでは

身は「ノット・バッドデザイン」がグッドデザ

をどんどん組み立てていくなど、皆さんが思う

トに結びつく、オンデマンドに近い生産システ

なく、考え方や開発の仕方を変えようとしてい

インだと思っています。ところが審査員の方々

屋台方式といって、一人の組立工が複数の商品

ムもできるでしょう。やはり私は、一人ひとり

るところです。

は時代を背負って、ベストデザインを選ぶとい

う意気込みで、たしかにレベルは高いけれど数
───坂下さんが東京芸大を卒業された一九五

これからの選定基準には、使われ方や日本のア

ションの役割を果たした事実は否定しませんが、

が非常に少なかった。制度そのものがプロモー

査ではニーズもやはり時代の情報に左右されて

七年に通産省がグッドデザイン賞を作り、それ

イデンティティがなんとなくでも見えてくるよ

Gマーク制度は
産業という行為に対応

のニーズに応えるものづくりがこれからの大切
な課題だと思っています。
黒川 たしかにカスタマイズなら一人ひとりの

いて、今ならロハスやメタボリックシンドロー

から五〇年が経ちました。最初は外国の真似を

ニーズに応えられますが、マーケティングの調

ムのように、日々頻出する言葉は知らない間に

───「ノット・バットデザイン」とはかなり緩

うな方向性が望ましいと思っています。

ら産業としては共通仕様でいける部分と、坂下

やかな見方ですね。

阻止するため、その後は独創性を促すという役

さんがおっしゃったようにカスタマイズ化され

坂下 いえ、決して緩やかではなく、バッドの

皆さんのニーズの中に入り込んでいる。ですか

ていく部分があるんだと思います。
幸せなことにというか、新潟の場合は企業規

デザイン部門のトップが月一回の会合をもって

達は電子機械工業会にデザイン委員会を作り、

定義を非常に厳しくすればいい。七〇年代、私

「百年物語」は、一〇〇年間││といっても抽

産業形態です。例えば新潟発の国際ブランド

ょうということで、その議論はベストを選ぶの

視してベースになるところをきちっと作りまし

いました。表示文字の標準化など、競争を度外
＊

象的な意味合いですが、長く使うことで環境負

ではなくバッドの基準を厳しくするものでした。

レントとはっきり認めることもあっていい。そ

ですから最近のように特に優れたものをエクセ

げるのか二通りあって、その両方が望ましい。

じわっと上げていくのかベストを示して引き上

荷を下げるという視点で企画しています。この

6

デザインのレベルを底上げする時に、底辺から

＊

きません。むしろ多品種少ロットに対応できる

模が極めて小さいので、最初から量では勝負で

トークショー会場風景

場合は最初から作れる量も決まっていますから、
限定ターゲットに対する限定生産型のものもあ
ります。そういう製品をいくつか持てば全体と
して大きな量になる、今はそんなふうに地域産
業の展開を考えています。
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International Council of Societies

ICSID
（
）
of Industrial Design
国際インダストリアルデザイン団体協
議会。一九五七年設立。イギリスのデ
ザインカウンシル
︵DC︶
、アメリカの
IDSA、日本の J IDA など世界の
デザイン振興機関が連携し、国際的な
レベルでデザインやデザイン教育の向
上を図る。二年ごとに国際会議を開催
し、日本では一九七三年京都、一九八
九年名古屋の二回が開催されている。

がいいねというとんがったものもあってもいい。

本当にジャストナウ的に、今年だけは絶対これ

でしょうか。ですから企業の哲学でもいいし、

行為そのものが対象になってきてるんじゃない

が対象になってきています。つまり産業という

ら意味の評価、さらには目に見えないものまで

黒川 当初は形に対する評価だったのが、形か

ょうか。

く審査に参加されている黒川さんはいかがでし

振興という二つの意味があると思いますが、長

───グッドデザイン賞にはデザインと産業の

バッドという概念で、ぜひ選んでいただきたい。

の代わりグッドデザインは文字どおりノット・

開き直るという意味ではなく、それが日本のデ

われる歌舞伎も明らかに京劇に端を発している。

ジンはモンゴルだし、日本の伝統的な演劇とい

やすい例としては、国技といわれる相撲もオリ

すね。ものづくりの原点もそこにある。分かり

ベルに昇華させていくハイブリッド文化なんで

なものを取り入れながら、それをより高度なレ

ではなく作法やマナーも含めて世界中のいろん

てみるとやはり日本の文化そのものが、形だけ

もありましたが、よく言われました。でも考え

ティがないと、これには悔しい思いをしたこと

ザインはたしかに素晴らしいけれどオリジナリ

国際デザイン会議に招かれましたが、日本のデ

坂下 私は八〇年代にICSID などいろんな

ジナリティがあるのではないかと思います。

いう振る舞いや作法自体に、やはり日本のオリ

ののように時間をかけて洗練させていく。そう

ていて、それをあたかも元から日本にあったも

てくれば、日本の中にはあらゆるものが含まれ

ないんじゃないでしょうか。昔からの歴史を見

こかで操作された一つの方向性しか代表してい

び」
「さび」ばかりを認める「日本的」は、ど

葉なんてけばけばしい色の集合体ですよね。「わ

日本のナチュラルカラーも土色系。でも秋の紅

れど東照宮もあるじゃないか、とはならない。

桂離宮が出てきてしまいます。桂離宮もあるけ

一方、日本のオリジナリティというとすぐに

ないし洋服だって着ています。

産業という行為そのもの、そして今という時代

ザインの特質でありオリジナリティだと考えれ

＊

と今後を見透かしたところで、グッドデザイン

ばいい。ですからこれからは日本だけのグッド

│││そうしたハイブリッド文化としての日本

五感へのこだわりが
日本のデザインを創る

賞の評価がなされ始めているような気がしてい

デザインではなくて、むしろ日本のデザインの
レベルの高さを世界に発信し、世界に影響を与

オリジナルを洗練させ、なおかつ世界に発信し

の開発に取り組んできましたが、その国の平均

える仕組みを作っていくべきでしょうね。

所得やインフラストラクチュア、あるいは気候

はものすごく励みになるんですね。新潟ではメ

いかがですか？

風土によって異なるライフスタイルがあること

ていくには、具体的にどうしたらいいのでしょ

黒川 今のお話を言い換えるに過ぎないんです

は事実です。住家形態や衣服の文化、食生活も

───坂下さんがお考えになる良いデザインと

が、今では誰もが新潟のお米だと思うコシヒカ

違うわけですから、生活に関わりの深い家電製

ーカーの社長達が「今度 G マークを獲らないと

リも、実は福井がオリジナルです。それを新潟

品││洗濯機や冷蔵庫などは、それぞれのライ

うか。

その後もずっといいものを作っていったりする。

に持ってきて、何十年もかけてブランド化した。

フスタイルに見合った商品を供給する必要があ

坂下 私は過去、さまざまな世界市場向け商品

自分の能力を他人からしっかりと評価されるこ

もともと日本には本来的な元素のようなオリジ

ると思う。

は、ハイブリッド文化としての日本ならではの

とも大事なので、そういう意味でやはりグッド

ナリティがあるわけではなく、いろんな国から

しかし一方で、例えば最近の液晶テレビや携

独自性に根差すということですね。黒川さんは

デザイン賞はあった方がいいかなと思いますね。

いろんなものが入ってきている。生活市場でも

帯電話など、まったく新しいライフスタイルを

ごく張り切る。それで金賞を受賞したりすれば、

───デザインが多様化している今、一言で言

が売れているという状況です。私達も日本人と

過半数は海外から来ているもので、そちらの方

ボーナス出さないぞ」なんて言うと、みんなす

うのは難しいと思いますが、何が良いデザイン

この国のオリジナリティは
ハイブリッド

なのか、日本の独自性という視点も絡めてお話

作り上げていく商品は、個々の市場に合わせる

一方、地域産業にとって、賞をいただくこと

るのです。

7

いいながら、畳ばかりで生活しているわけでも
しいただけますでしょうか。
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7

な⋮⋮。

うひと磨きする、職人さんの技術といったよう

性などはもうすべてクリアしてしまった上でも

いく方向が、一つあるような気がします。機能

いった感性があって、それをもっと推し進めて

るものにしていく目触りとか手触り、舌触りと

があるように、具体的な物をそれ以上の価値あ

黒川 そうですね、日本には目利きという言葉

いうことですね。黒川さんはいかがでしょう。

界の新しいライフスタイルに十分貢献できると

───日本オリジナルは、グローバル化する世

あると思っています。

また現在の日本は、それができるポジションに

晴らしいものを発信していく方がいいのかなと。

テクノロジーと造形、デザイン性が融合した素

のではなく、それこそ日本の高度に洗練された

そこから日本の産業を支えていってほしいなと

産業とデザイナーがもっと密接に仕事をして、

んですね。そのそれぞれの地域の一つひとつの

中小企業を請け負っているのはほとんど地域な

セントは中小企業だと言っていましたが、その

二パーセントだけが大企業で、あとの九八パー

黒川 今日の午前中のテレビで、日本の産業は

たいと思います。

て、より安定した制度にしてもらえればありが

〇年に向かって知恵をしぼっていっていただい

た今、ここでよしとするのではなく、新たな五

ちょうどグッドデザイン制度も五〇年を経過し

デザインを生み出してくれると確信しています。

じていますし、これからますますレベルの高い

坂下 やはり私は日本のデザイナーの能力を信

いただけますでしょうか。

出てきてよかったと思います。最後に一言ずつ

一度拍手をお送りいただきたいと思います。

がとうございました。聴衆の皆様にはぜひもう

───興味深く、また示唆に富んだお話をあり

︶総合プロデューサーに就任。

二〇〇三年より新潟県産業創造機構︵

︶ディ

にオープンした「新潟館 ネスパス」総合プロデューサー、

一九九七年より新潟の情報発信の場として東京・表参道

創造産業振興協会︵

などを手がける。一九九一年、財団法人新潟県生活文化

た資生堂、ニッカウィスキーなどの企業戦略、商品開発

所を設立し、ホテルの建築設計や市町村の景観開発、ま

活芸術科住居専攻卒業。一九七〇年黒川玲建築設計事務

一九三八年生まれ。一九六一年日本女子大学家政学部生

建築家、戦略プランナー

黒川玲建築設計事務所代表取締役社長

黒川玲（くろかわ・れい）

長を務める。

また二〇〇〇年より財団法人大阪デザインセンター理事

蔵野美術大学教授を経て、現在大阪成蹊大学客員教授。

戸芸術工科大学教授、立命館大学経営学部客員教授、武

本部長、一九九七年に退社し、同社顧問に就任。のち神

合デザイン本部長、一九八九年常務取締役総合デザイン

七三年総合デザインセンター所長、一九八一年取締役総

同社のコーポレートデザインマネジメントを推進。一九

ン調査担当課長を務め、帰国後はデザイン部門に在籍し、

に入社。一九六三年から一九六六年まで米国支社デザイ

案科卒業。同年早川電気工業︵現・シャープ︶株式会社

一九三三年生まれ。一九五七年東京芸術大学美術学部図

大阪成蹊大学客員教授

財団法人大阪デザインセンター理事長

坂下清（さかした・きよし）

───五感で感じていくデザインが日本のオリ

思います。

ぶつ

ジナルと言えそうです。
坂下 まったくその通りだと思います。海外の
市場では、日本の商品はポータブルラジオの裏
まで、あるいは今おっしゃった手触りまできち
っとデザインされていて、なぜここまでするの
かという反応によく出合いました。しかしそこ

I
D
S

イン振興に尽力している。

レクターを務めるなど、新潟県を中心に地域産業のデザ

N
I
C
O

まで気を遣うのが日本人本来の感性でしょう。
デザインというよりも、本来の日本人のライフ
スタイルや生活感覚、研ぎ澄まされた感性とい
うものがあって、それを目利きのように敏感に
感じ取るからこそ、そういうものづくりが普遍
化してきた。そこを大切にする必要があろうか
と思いますね。
───ありがとうございました。五感全部に対

Gマーク大全

171

するこだわり方に日本オリジナルがある。違う
入口から入られたお二人から、一致した意見が

金沢 21世紀美術館・展示風景

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

シビック（ CIVIC
）
一 九 七 二 年 に 発 売 さ れ た 初 代 は 日・
欧・ 米 の カ ー・ オ ブ・ ザ・ イ ヤ ー を
受賞。
「マンマキシマム・メカミニマ
ム」の設計哲学を遺憾なく発揮した一
九八三年の三代目は「ワンダー︵驚異
の︶シビック」と呼ばれ、走行性能の
高さとスタイリッシュなかたちが融合。
グッドデザイン賞大賞に輝いた。
」
（本田技研工業 ）
、
25i

聞き手：
二〇〇七年一月一八日
福岡アジア美術館あじびホール

───本日はグラフィックデザイナー、アート
ディレクターとして活躍され、東京学芸大学の

一九八五年、
「分衆」「少衆」
が誕生

＊

一九五八年に東京芸大を卒業して日本ビクター

に入社。同じ年、興和化学が毎日商業美術振興

現在は多摩美術大学教授の岩倉信弥さんにお越

所で長らくクルマのデザインに携わってこられ、

ば、もういても立ってもいられない気持ちで、

地球温暖化に警鐘を鳴らしていましたね。聞け

たアル・ゴア元合衆国副大統領が先頃来日し、

佐野 「不都合な真実」という映画や本を出し

ルにつながった。その時は日本橋高島屋のアー

トカエル。これがヒットして六三年の店頭カエ

めた。最初の仕事はコルゲンコーワのマスコッ

った。すぐに興和から電話がきて、バイトを始

クの新聞広告を募集し、応募して奨励賞をもら

運動︵現・毎日広告デザイン賞︶で養毛トニッ

当時はデザイナーの仕事とはピンときていな

千回くらい世界中でこの話をしてきたという。

トディレクターでしたが、六五年に独立してデ

教授も務められた佐野寛さんと、本田技術研究

かったものの、非常に感動した記憶のあるコー

僕も一九八三年でしたか、日本グラフィックデ

ザイン制作会社を創った。六七年に名古屋から

＊

ワのカエルをデザインされた佐野さん。とうと

ザイナー協会︵J AGDA︶で「ピースポスタ

浅井愼平を連れ出してデルモンテトマトジュー

しいただいています。

う日本のクルマが出てきたなと、私が大学でデ

ー 展 」 と い う の を 始 め た 時 に ポ ス タ ー「 for

ラダ」という新聞広告、七二年には松本幸四郎、

＊

ザインを志すきっかけともなった「シビック」

」を出品し、以来なるべく持続可能な社
ever.
会に向かうような活動をやってきた。グラフィ

当時の市川染五郎夫妻を起用して「夫婦でワイ

＊

を手がけられた岩倉さん。それぞれのお話を伺

ックデザインの仕事、特に広告ではなかなかで

エーの都区内進出第一号店となった碑文谷店の

ン」キャンペーンを始めた。七四年には、ダイ

スのポスターや、僕がコピーを書いた「飲むサ
った上で、グラフィックとプロダクト、二つの

きないことですから。
僕のデザイナー人生はカエルで始まりました。

3

「シビック
一九八三年

4

領域からのデザインの考え方や、その教育など

2

を話し合いたいと考えています。では早速、佐
野さんからどうぞ。

1

1
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アル・ゴア元合衆国副大統領︵第四五

「不都合な真実」
代、一九九三年から二〇〇一年まで務
め、
「情報スーパーハイウェイ構想」
を推進︶が自ら出演し、地球温暖化の
深刻さを告発、人類が今すぐしなけれ
ばならないことを、身近な生活への配

させました。

オープニングキャンペーンを全部任されて成功

に気づいて、やっと僕の特徴がメジャーになっ

害が起こり始め、世間もようやくことの重大さ

マーケットが広がった。いい商品を出すという

他のメーカーがつぶれたわけではないんですね。

で二万五千台売れたクルマができました。でも、

ていく。デザイナーの力ってものすごいなと思

ことはマーケットを広げていく、世の中を変え

年、ウディ・アレンに「おいしい生活」と書か

に多摩美を卒業しました。
「世界一のオートバ

岩倉 私は一九六四年、東京オリンピックの年

ス︵ Sales
︶とエンジニアリング︵ Engineering
︶
、

七六年の初代「アコード」は、初めてセール

「N360」
に始まり
すべてはホンダで学んだ

てきたのかな、というのが現状です。

一方、八〇年の「ザ・マンザイ」という TV
番組で始ったタモリやビートたけしのオモシロ
＊

時代に、八一年から「不思議大好き」というキ

せたキャンペーンに方向転換させました。それ

イメーカーとなったホンダが自動車を始める」

そしてデザインを含む開発︵ Development
︶が
全員一緒にスタートする「S・E・D システム」

＊

った。一九六七年のことです。

まで、一団となって遠くの憧れに向かって走り

という発表に感動して入社し、以来ほとんどの

で作りました。今では当たり前ですが、ホンダ

ャンペーンをやっていた西武百貨店は、翌八二

続けてきた日本人に、毎日の暮しを高度化しよ

ことをここで学んできました。

うと呼びかけたわけです。

初めて手がけたクルマは軽乗用車の「N36

から小突き回されたり、何も分かってないと言

この中で私達デザイナーも、営業や工場の人達

はもう三〇年も前にこれを始めていたんです。

＊

0」
。その時社長の本田宗一郎さんから、一万
時軽乗用車メーカーは四つほどで、全部合わせ

われたりしてもまれながら、いろんなことを勉

二代目「プレリュード」が生まれます。このク

＊

その頃からデザイン室長を任されて、八二年、

強しました。
いかと夜も日もなく考えて、結果的にシリーズ

食ってもまだ足りない。どんなものを作ればい

て七、八千台。一万なんて、マーケット全部を

＊

台売れるクルマを作れと号令がかけられた。当

9

慮も含めて提言したドキュメンタリー
映画。全米で大ヒットを記録し、後同
名の本も出版された。

日本グラフィックデザイナー協会
（JAGDA）
一九七八年に設立され、一九八四年社
団法人化されたグラフィックデザイナ
＊

そして八五年、博報堂生活総合研究所が﹃分
は﹃少衆の時代﹄という言葉で対抗したのです

衆の誕生﹄というレポートを出す。対して電通
が、要するに大衆がいくつものクラスターに分
かれて、それぞれの価値観や美意識で生活を始
めた。その兆しは七〇年代末からあったのです
が、それがこの頃、いっせいに顕在化したので

8

ーの全国組織。約二三〇〇名の会員を
擁し、デザインの質とデザイナーの社
会的地位の向上を目指す。展覧会やシ
ンポジウム開催のほか、亀倉雄策賞・
新人賞の授与、﹃J AGDA 年鑑﹄など
の刊行、著作権保護、デザイン料に関
する取り組みなどを行う。「J AGDA
平和ポスター展」は一九八三年、ポス
HIRO

す。
そのためでしょうか、G マークの審査にもグ
ラフィックデザイナーを入れた方がいいんじゃ
ないかということで、僕も審査員になった。で、
審査委員長もやらせていただきました。

バブルが崩壊する前年の一九八九年には、総合
その後僕は東京学芸大学の教授に転身し、定
年までいて今日に至るというわけですが、大学
では最初に申し上げたような環境問題などを教
えていて、それを忠実に守って社会に出るとい
いことはないよなんて言っていた。入社試験に

10

ター制作を通して平和を希求する活動
として、ポスターキャンペーン「
」とともに開始。
SHIMA APPEALS
一九九一年まで毎年開催した。
」
、一九八三年、
ポスター「 for ever.

D＝佐野寛

毎日商業美術振興運動
毎日新聞社主催のコンペ。グラフィッ
クデザインが商業美術と呼ばれていた

は失敗するだろうし、会社では上司に怒られる
だろうし、業者だったら仕事はこない。だから
僕が教える正反対のことをすれば成功するよと。
けれども最近では身近なところにいろんな大災

トークショー会場風景

一九三一年に、ポスターと新聞広告の
とした募集、選定と展示、講演会で質

二部門でスタート。企業をスポンサー
の向上を目指し、若手デザイナーの登
竜門ともなった。一九六四年毎日商業
デザイン賞、一九七三年毎日広告デザ
イン賞と改称し今日に至っている。
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6

7

5

2
3
4

ルマでは、スポーティが売りだった「ホンダら

ム︶思想」
。こういうのが素晴らしいデザイン

たホンダの「MM︵マンマキシム・メカミニマ

生活空間、社会空間を構成する「もの」にと

で、そこには日本も外国もないんです。

性を両立させるために、ボンネットを一〇〇ミ

って、一番重要なのは関係性です。どんな「も

ーのシルエットと、
「アコード」のような実用
リ下げています。それだけエンジンを削ること

の」でも周囲との関係で価値が決まる。クルマ

しさ」を取り戻すためミッドシップスポーツカ

になり常識では大変なことでしたが、社長から

であれば、道との関係、道を歩く歩行者との関

かつてブルーノ・タウトが絶賛した桂離宮は、

＊

ーや、あるいは田園風景などとの関係ですね。

係、道の脇に立つ建物やストリートファニチャ

お声をいただいて、一丸となってやり切った。
＊

その前年の初代「シティ」では、ボンネット
を前後二〇〇ミリ詰めています。この二つを重
ねると機械部分は相当小さくなり、同じ大きさ

的に人間優先につながる。人間尊重は今、ホン

ものづくりの効率を極限に高めることは、結果

トとなりました。小さくすれば、軽く安くなる。

の後、ホンダの技術者全員が共有するコンセプ

「マンマキシマム・メカミニマム」と呼び、そ

品が付いている。で、まだ三〇年は大丈夫だろ

部品メーカーもたくさんできていて、新品の部

たベトナムで、なんとそれがまだ走っていた。

るんですが、ホンダを引退する頃に視察に行っ

くらいはやれと言われて作ったオートバイがあ

界一のオートバイ会社に入ったんだから、一台

それと余談を一つ。入社直後に、せっかく世

多くはウィリアム・モリスのアーツ・アンド・

れているのです。そして驚くなかれ、村びとの

らはまるで一つの織物のように美しく織りなさ

デン、家々、そこに住む人々の生活様式。それ

ォルズの田園生活空間を構成する自然や、ガー

世界一美しい村といわれるイギリス、コッツウ

でが一連の美しさを構成しています。あるいは

性と、庭を構成する草木や庭の向こうの景観ま

室内の壁、床、天井、家具、調度品相互の関係

ダのフィロソフィになっています。

うと。入社当初に作ったオートバイが、引退後

クラフツ運動に参加したデザイナーや職人の子

なら人間の場所は広くなる。われわれはこれを

企業のフィロソフィを作ってしまった。それが

もさらに三〇年走り続けるのかと思うと、感激

「昔は良かった」になっちゃうけど、江戸期の

ている。

孫で、今も運動が創出した生活用品を作り続け

＊

デザイナー本来の能力なんじゃないか。次の三

して涙が出そうでした。

ただき、その頃から「ホンダのデザインは違う

つまりデザイナーが技術のコンセプトを作り、

代目「シビック」ではグッドデザイン大賞もい
ぞ」と世界中で言われるようにもなった。
「時

いことは楽しい。ちょっと高邁な言い方かもし

をゆだね、楽しんでいましたね。やっぱり難し

達はみんな、ものづくりを心底愛し、信じ、身

限らず、本田さんをはじめ当時ホンダにいた人

私達はものすごく自信をつけた。デザイナーに

う方向で新しい時代や感動を作っていくことに、

ゃない。もう前提はグローバルだから、
「人間

佐野 「日本の」を強調するのはあまり好きじ

いと思います。

現状をどう見ていらっしゃるのか、お聞きした

〇年の日本のデザインの独自性と革新の歴史や

年記念でもありますから、まず最初に、この五

二人に伺っていきます。グッドデザイン賞五〇

───ありがとうございました。ここからはお

いことなのかもしれない。だから僕は、自動車

でも社会の変化が激し過ぎる時代には仕方のな

なもの」に、通時的には関係性が無秩序になる。

査して作るものだから、共時的には「似たよう

たちは、マーケティングが新しいトレンドを調

さを追い求めて大量生産される現代の「もの」

ると美的に調和するのです。それに対し、新し

は、それぞれに作った衣食住の品々も、合わせ

日本のように文化様式が高度に完成した社会で

れませんが、未来は予測するのではなく志向す

「失われた一〇年」
は
良いものを取り戻した一〇年

ることで決まる。ぜひそんなふうに次の時代を

産業とか住宅産業とかに分かれるのでなく、全

のための」じゃなきゃ。岩倉さんのお話にあっ
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西武百貨店「不思議、大好き。
」
「おい
しい生活」キャンペーン
戦後初めて豊かさを実感するようにな
った日本を象徴するキャンペーン。と
もにコピーは糸井重里、デザインは浅
葉克己、写真は坂田栄一郎。八〇年代
は「広告の時代」でもあり、映像表現
などを含めて、広告表現はこの時期大
きく深化をとげた。

「分衆の時代」
「少衆の時代」
博報堂生活総合研究所の﹃
「分衆」の
誕生：ニューピープルをつかむ市場戦
略とは﹄における「分衆論」は、商品
の＂差異＂へのこだわりが多様な消費
を生んでいるとした。電通 PR 局長・
藤岡和賀夫による﹃さよなら、大衆：
感性時代をどう読むか﹄の「少衆論」
は、
＂感性＂を共有する「少衆」が個
性的な消費を行うと分析。ともに「大
衆市場の崩壊」時代を読み取っている。

軽乗用車「N360」
一九六七年、ホンダ初の量産軽乗用車

岩倉信弥氏

作って行っていただきたいと思っています。

代を創っている」と。先進的に、しかも人と違

13

として、当時約三一万円という低価格
で発売。発売数カ月で「スバル 360」
を上回るベストセラーとなった。
「N
っころ」の愛称で親しまれ、その高い
性能と広い居住スペースは、日本の軽
乗用車の水準を大きく引き上げた。

本田宗一郎
本田技研工業創業者。一九〇六│一九
九一年。静岡県磐田郡に生まれ、高等
小学校卒業後アート商会に入社。会社
経営、浜松高等工業機械科︵現 ･ 静岡
大 学 工 学 部 ︶ 聴 講 生 を 経 て、 一 九 四
六年浜松市に本田技術研究所を設立。
「スーパーカブ」
、
「シビック」
、
「アコ
ード」などでホンダを世界的車メーカ
ーに育てる。ソニーの井深大を盟友と
し、従業員からは「オヤジ」と親しま
れた。一九八九年、日本人として初め
てアメリカ合衆国の自動車殿堂入りを
果たす。

12

11

5
6
7
8

アコード（ ACCORD
）
一九七六年、
「シビック」の上級車種

製品を作ってほしいと思うわけです。G マー

部が「環境産業」であるという前提に立って、

う一度思い返したんじゃないかと思いますね。

の「失われた一〇年間」を機会に、日本人はも

え直すべきでしょう。昔の「もの」
、昔のデザ

う一度、
「本当にいいデザイン」とは何かを考

インも再評価すべき時でしょう。

クの運動は製品のデザイン的高度化について想

───しかし企業として生き残りをかける場合、

た一〇年」と言われますが、私は良いものを取

岩倉 バブル崩壊後の九〇年代はよく「失われ

価も加えてほしいと思います。

ランショップ」的な観点に立って、関係性の評

に表現する技術だと考えています。会場には過

世代ですが、デザインはやはり心を可視化し形

私はまさにものの時代にどっぷり漬かってきた

そのキーワードがすでにたくさん出てきました。

───最近よく言われる心の豊かさの大切さ。

きている。それは日本人全体がこうありたいと

〇年単位でヒットするクルマが大きく変わって

うには大変な覚悟がいります。とはいえほぼ一

岩倉 クルマは家の次に高い商品ですから、買

ダではどうだったのでしょうか。

めません。ずっと独自性を維持されているホン

デザインが付加価値の手法となり得ることも否

り戻した一〇年間だったと思う。例えばデザイ

去の Gマーク製品も展示されていますが、お二

クルマも住宅も
「環境産業」
になってほしい

ン。デザインを日本に採り入れる時に、明治時

ことが大事で、そのちょっと先を提供していく。

夢見て、自分たちの生活を大きく変えてきた姿

自信を持って「いいデザイン」と言えるもので

そこで新しい発見をし、感動し、次を期待して

人は良いデザインとはどんなものだとお考えで

る人の称号。今もお師匠さんなどと言いますが、

す。以前は「G マーク＝いいデザイン」とシン

もらう。そういう繰り返しができる商品。さら

代の人達は一生懸命考えて「意匠」という字を

匠は優れた技術を持つと同時に、技術や技術者

プルに思えた。それが過剰生産、過剰消費の時

に一つひとつの商品だけではなく、企業全体が

けれど、全体が夢見ている方向性に応えていく

を束ねることができる選ばれた人ということな

代になって、一つのものを永く愛用してもらっ

どういうメッセージを発信しているか、発信し

でもあります。一人ひとりの顔はよく見えない

んです。それをデザインの日本語とした。

ては困る、どんどん買い替えてもらいたいとな

続けられるか、もっと言えば保証できるかとい

しょうか。

上手に絵を描いたり、ものをカッコ良く作る

った時、デザイン価値の質が変わった。
「いい

うことも大事で、その実現のためにわれわれデ

佐野 展示品の三分の二は今も愛用しています。

のがデザインだと思われがちですが、古くから

／わるい」から「おもしろい／つまらない」に

ん心ですが、匠はものを作る技術、あるいは作

日本人は、ものに心を込めたり、誰のために作

ザイナーは活動しているんですね。

ょっと先を提供していく。それができるのが優

佐野 同感です。人々が夢見ている方向性のち

変わった。新しさが上っ面のものになった。も

や大陸からどんどん入ってくる文明を、積み重

う。
「文明は西から」と言われるように、西洋

るのかということを非常に良く考えてきたと思

当てた。これは素晴らしい言葉で、意はもちろ

個別に製品の評価をするだけではなく、
「コン

像以上の成果を上げてきましたが、これからは

として発売。三ドアハッチバック、後
に四ドアセダンも加わった。FF 方式
の特性を活かし、広い室内を実現。三
代目は日本車で初めて、アメリカでの
小型車販売台数一位を記録した。

プレリュード（ PRELIDE
）
「プレリュード」は一九七八年、ホン
ダベルノ店の専売車種として登場した
日本初のスペシャリティーカー。一九
八二年の二代目は斬新なデザインで女
性にも人気が高く、
「デートカー」と
いう言葉を生んだ。

シティ（ City
）
一九八一年発売。リッターカークラス
のハッチバックで、
「トールボーイ」
と呼ばれた背の高いデザインが人気と
なった。また折り畳むとトランクにぴ
ったり収まる五〇 CC バイク「モトコ
ンポ」も同時発売された。

ブルーノ・タウトと桂離宮
、一
ブルーノ・タウト︵ Bruno Tauto
八八○│一九三八年︶は「鉄の塔」や
「ガラス・パヴィリオン」で知られる
ドイツの建築家。一九三三年日本イン
ターナショナル建築会の招きにより来
日、のち商工省工芸指導所でも指導し
大きな影響を残した。また桂離宮、伊
勢神宮、岐阜県白川郷などを訪れ、特
に桂離宮を「眼は思惟する」と絶賛、
その紹介に努めた。著書に﹃日本文化
私観﹄
﹃日本美の再発見﹄などがある。

ねてきた自然観や宗教観によって常に日本的な

れたデザイナーでしょう。
「くたばれマーケテ

るのには有効ですが、明日についての考えを知

ィング」と最近僕は言ってますが、マーケティ
戦後五〇年ほどは文明一辺倒のきらいはあり

ることは難しいのです。そもそも「創造の前に

ものにしてきた。そういう能力をもって、千数

ましたが、ここ一〇年で日本は革新的なものを

は想像がある」のです。昨日と違う、よりよい

ングは顔の見えない人々の「いま」の欲求を探

生み始めています。戦前日本に入ってきた自動

明日を夢見ることは、デザイナーの役割でしょ

に責任転化せず、自分が本当にいいと信じ得る

う。だからこそ、デザイナーはマーケティング

車も、今では日本の文化として世界中に受け入
れられ、普及している。日本は外からの文明を
独自の文化の上に乗せる達人で、そのことをこ
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百年かけてこの日本を創ってきた。

佐野寛氏

9
10

11

12

ものをデザインすべきなのです。それをテス
ト・マーケティングすることはいい。要するに
マーケティングに従うのではなく、従わせるの
です。
岩倉 最近のグッドデザイン大賞などを見ると、
そうしたいいものが生まれてきていますよね。
良さの質が変わってきている。クルマなら燃費、
テレビなら画素数と、数字で性能が言えたり、
大きい小さいや軽い重いではなく、心が動くと
か楽しいとか、人が助かるとか、何とも言えな
多い。選び手の目利きというか見識、心のあり

い人間の気持ちとの関り合いを形にしたものが
ようもそういう方向に動いていて、非常に健全
な方向性が提示できている。「ものからことへ」

とか「まあ、早い！」じゃなくてね。それがう

のが選ばれるようになった。
「まあ、きれい！」

のかを「もの」が語りかけてくる、そういうも

度化が乗っかる。これが一番素晴らしいことで

とできていて、その上に一つひとつのものの高

も、ピシャっと合う。文化のシステムがちゃん

それぞれ一生懸命作ったものをパッと合わせて

品調達のすべての部署を私がコーディネートし

営業、生産、開発、品質管理、コスト管理、部

れは担当部署全部が集まらないとできない。で、

ました。企業というのはやはり商品が命で、そ

った時期に、私は四輪商品の総括責任者になり

と言われて久しいけれど、その「こと」が何な

れしいですね。

しょう。ただ、今は文明の変化のスピードが早

しいけれど、その素晴らしさを一つの商品で完

あり、人間と科学の融合を理念としてきました。 「そうだ、これだよ！」って言ってくれる。や

───私が在籍する九州大学には芸術工学部が

ろうとしてることを可視化し、全体を束ねなが

きていると感じています。

ですから芸術とか科学とか、経済、情報とい

った領域をマルチディシプリナリーに、
＂横串
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ウ ィ リ ア ム・ モ リ ス の ア ー ツ・ ア ン
ド・クラフツ運動
イギリスのデザイナー、ウィリアム・
、一八三四│
モリス︵ William Morris
一八九六年︶は中世を理想とするジョ
ン・ラスキンの思想に共鳴し、六○年
代より手工芸復興を目指す「アーツ・
アンド・クラフツ運動」を展開。日用
品を通して生活と社会を変革するこの
運動の中心には「グッドテイスト」と
いう考え方があり、以後世界のグッド
デザイン運動の拠り所ともなった。

オデッセイ（ Odyssey
）
一九九四年、
「クリエイティブ・ムー
バー︵生活創造車︶
」の 第 一 弾 と し て
発売されたミニバン型乗用車。乗用車
ベースの高い運動性能と広い室内空間
を両立させ、ミニバンブームの火付け
役となった。現基幹車種の一つ。

佐野 僕も同意見です。八九年に審査委員長を

ード」
、
「オデッセイ」です。社長はあえてデザ

て生まれたのが五代目の「シビック」や「アコ

＊

をどうしたらいいのかは、デザイン教育の問題

過ぎて、そのために混乱が起きています。そこ

イナーの私を束ね役に選び、私は「みんなが目

標にできる絵を描きましょう」と言った。可視

化ですね。例えばエンジニアは、エンジンは得

結させないでと言ってる。そこまでは G マーク

さらにさまざまなジャンルの共同や、お話にあ

ら総合力を引き出していく、この二つがデザイ

意でもクルマ全体はなかなか見通せない。でも

も審査できないけれど、ここが今、一番重要な

った心の文化、あるいは時間の流れといったこ
を追求できた時代もありました。江戸時代なら、

岩倉 バブルが崩壊してホンダの存続が危うか

話を聞いて「こんなのでしょ？」と絵を描くと

ことになってきているんじゃないかと。

髪型、かんざし、着物、帯、草履など、職人が

確かにそういうことを考えずにいいデザイン

ンには重要だと思った。

デザイナー教育と
みんなのためのデザイン教育

でもあると思いますね。

ごかった。一生懸命選びましたよ。選んだもの

で選ばれるものが悪いはずがない。だからこそ

情報通で何でもよく知っていますから、その中

はいいものだったと思う。特に今は、消費者も

やった時はほぼバブルの頂点で、出品点数もす

佐野寛氏
（左）と岩倉信弥氏

とにも取り組んでいかなければならない時期に

私は関係性を言うんです。個々の製品は素晴ら

14

13

14

孫子の兵法
中国春秋時代の思想家・孫武︵孫子と
も称し、紀元前五世紀頃の人︶の作と
される﹃孫子﹄は、古今東西最良の兵
法書と言われ、ナポレオン・ボナパル
トが愛読したという話も伝わっている。
全一三篇からなり、緻密な観察に基づ
くその現実的な戦略は、現代のビジネ
スにも応用できるとして、広く参照さ
れている。

いくつかに分かれているデザインの学科もバラ

的＂につなぐのがデザイナーの役割かなと。今

みには一〇〇台描けるようになった。目つぶっ

いても三、四〇台、一カ月後には八〇台、夏休

あるのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

判断の観点が違うのではないかと感じることが

ア、そして受け手になるエンドユーザーの価値

何を、どのように、なぜ使うのか、同じイメー

岩倉 クライアントとデザイナーはユーザーの

ですね。本当に勉強したい人はもうそうしてる

いこともボーッと浮ぶようになってくるし、そ

ジが描けるように、きちっと共有することがま

ていると、彼らが見せたかったことが分かって

でしょうが、そういう勉強を積まないと、関係

れを取り巻く状況までもが見えてくるようにな

ず大事ですね。それともう一つ。判断する基準

ても描ける。他人の作ったものを一生懸命描い

性を持って世の中を良くしていくようなデザイ

る。だからデザイナーになりたかったら、いっ

には孫子の兵法みたいなところがあって、ホン

バラではなく、アート系や近隣の大学なども含

ンはできない。

ぱい絵を描いてほしい。例えばグッドデザイン

ダでは「天地人彼我」ということを叩き込まれ

「5W1H」││つまり誰が、いつ、どこで、

佐野 横浜市には、官庁の組織を横につないで

賞の製品をとことん模写し続ければ、いいデザ

ました。世の中はどうなってるの？ われわれ

くる。自分の好きな線も分かってくる。やりた

企画を立てていく「総合企画室」という部署が

イナーになれるんじゃないかな。
＂絵空事＂と

の状況は？ 人の気持ちは？ 競争相手は？

めて、どこでも授業が受けられるようにしたい

あります。田村明さんという方が非常な抵抗を

言われるけれど、描き続けることで頭の中が整

共有の＂まな板＂がないと、良し悪しも条件に

ということを数字や文章で作っておく。いわば

ライアングルには、いろんな形があると思いま

佐野 クライアントとデザイナーと消費者のト

てきました。

この二つを自分なりにちゃんと作るようにし

よりますからなかなか議論にならない。

＊

押し切って実現されて、結果、目覚しい実績を

が一緒に動くようになったり、こうしたいとい

理され、記憶されて知識がたまったり、頭と手
う思いも出てきたり。目も使うし頭も使う、心

そういうことが、全国で当たり前のように行

上げた。
われることが必要だろうと思う。ですから僕は

も手も使う。日本人って手の国民じゃないかと
いう感じがしています。

「デザイン概論」というような授業を、文学部
から医学部から建築学部から商業、経済学部に
至るまで、すべての学部や学科の必修にしたら
どうかと思う。デザイナーを育てるデザイン教

す。一番幸せなのは、クライアントのたくさん

売りたいという思いと、こういうデザインが作

美しい国をつくる
これからのデザイン
───私は、意思決定者としてのクライアント

育より、すべての人間が基本的な認識としてデ
ザインをよく分かってもらうことの方が重要だ

りたいというデザイナーの思い、こういうデザ

部一致すること。ファッションではよくありま

インを待っていた！ という消費者の思いが全

と、実際にデザインするデザイナーやエンジニ

───しかし幅広く勉強すればするほど自分の

と思いますね。
立脚点が分からなくなって、デザインを学ぶ学

すし、
「コンランショップ」や「IKEA」に

ただし生産が大量になってくると、その三角

生は非常な不安に陥るようですが、その点はい
岩倉 大変難しい質問ですね。私達が学生の時

形の中にいる人といない人の関係も問題になる。

並ぶ品々はそういうことが考えてありますね。
は、クルマをやりたくても街にはまだあまり走

だから製品は多様でなくではいけない。多様な

ろう、と、言うは簡単行うは難し。なぜ難しい

形になったものの豊かさ。両方揃った社会を作

そういう社会が豊かな社会。心の豊かさと心が

価値や美意識が多様なかたちで健全に存在する、

ってないし、クルマを作った経験のある先生も
いなかった。でも自動車会社はそろそろ立派に
なってきていて、入りたいけど試験がある。で、
クルマをやろうという友達と二人で、一日一〇
〇台描く約束をした。最初の一週間は朝まで描
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15

かがでしょう？

聞き手の森田昌嗣氏

15

か。エコロジーとエコノミーが今、相反してい
れば、そういう社会はきっとできますよ。

るからです。しかしそれが同じ方向を向き始め
───最後に岩倉さんに、特に若い人達へのメ
ッセージをお願いします。
＊

岩倉 私は学校での教育を「共育」だと考えて
います。皆さんご存知のように、伊勢神宮は二
〇年に一度の遷宮で、そっくり同じものに建て
替えますね。昔は二〇歳前後の若くて腕の良い
職人を集めて、その上に四〇代の超ベテラン、
さらに六〇代の棟梁がいた。二〇年に一度とい
うことは、新米は次にはベテランになり、次の
二〇年後には棟梁になる。建物だけではなく、
神宝という調度品を作り替える職人達もいて、

いただきました。
「関係性のデザイン」という

これも目で見て、同じものを作る。新米とベテ
ランと棟梁が一緒になって、力の限りを尽くし

ことが、今日の全体をまとめる言葉だったかと

ですから現代でも、年寄りの私達がそういう

けたのは、小池岩太郎先生の「愛をデザインし

東京芸大の院に進んだんですが、一番刺激を受

思います。私は、九州芸術工科大学を卒業して

豊かで刺激的な環境を創ってあげて、新しい時

ろ」という言葉でした。芸工大でプロセスを踏
が何を言われたのか分からなかった。よくよく

むデザイン観を培ってきた当時の私には、先生

って育っていけたら、いいデザイナーが生まれ

考えていくと、まさに今日のお話です。デザイ

ン賞獲りまくりのベテランの先生方と一緒にな
るのではないか。そして「美しい日本」をデザ

ンは、人を愛す、社会を愛す、さらに地球を愛
の本質をもっと発信していく必要があると、実

インしてくれるんじゃないかと思っています。
にないと思います。

感いたしました。ご清聴ありがとうございまし

することまで広がっていく。そうしたデザイン
───ありがとうございました。次の夢と、そ

た。もう一度拍手をお送りください。

好奇心を持って腕を磨いてください。それ以外

代を知っている若い人達が、もうグッドデザイ

も続いてきたわけです。

て総合力を発揮する。そういうことが千何百年

福岡アジア美術館あじびホール・展示風景

れに結びつけるための、たくさんのいいお話を

佐野寛（さの・ひろし）

株式会社モスデザイン研究所社長、

株式会社 SDS 研究所所長

芸科図案部卒業。同年日本ビクター株式会社入社。日本

一九三五年生まれ。一九五八年東京芸術大学美術学部工

橋高島屋宣伝部嘱託を経て、一九六五年株式会社モス・

アドバタイジングを創設。一九八九年から一九九九年ま

で東京学芸大学教育学部教授。二〇〇一年株式会社モス

デザイン研究所社長、二〇〇二年株式会社 SDS 研究所

所長。興和のカエルのマスコットの生みの親であり、キ

ッコーマンのデルモンテやマンズワインの広告、ダイエ

ー碑文谷店オープニングキャンペーンなどを手がける。

佐野山寛太名での著作も多く、著書に﹃広告化文明﹄
、

﹃人間縮小の原理﹄
、
﹃現代広告の読み方﹄などがある。

岩倉信弥（いわくら・しんや）

多摩美術大学教授

一九三九年生まれ。一九六四年多摩美術大学立体デザイ

ン科卒業。同年本田技研工業株式会社に入社。創業者・

本田宗一郎の薫陶を受け、デザインおよび商品開発に携

る。スポーツバイク「ベンリィ SS50」
、乗用車「N3

60」などのデザインを担当。その後はデザイン室技術

統括、本田技術研究所専務を歴任し、
「シビック」
、
「プ

レリュード」
、
「アコード」などの大ヒット車のデザイン

を統括。一九九五年常務取締役
︵四輪事業本部商品担当︶
。

一九九九年退職。二〇〇〇年より現職。また立命館大学

客員教授も務める。著書に﹃ホンダにみるデザイン・マ

ネジメントの進化﹄
、
﹃デザイン「こと」始め﹄などがある。
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伊勢神宮の遷宮
照 大 神 を ま つ る 三 重 県 伊 勢 市 の「神

伊勢神宮は、皇室の御祖神とされる天
宮」の俗称。また遷宮は正式には「神
宮式年遷宮」といい、二〇年に一度、
内宮・外宮の正殿など、正宮・別宮の
すべての社殿や鳥居を建て替え、あわ
せて装束や神宝を新調し、神体を遷す
行事。六九〇年、持統天皇の御代に始
まるという。現在第六二回式年遷宮が
進められ、二〇一三年には正遷宮︵神
体の渡御︶が予定されている。

16

16
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・
・
・
・
・
・
・
・
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・
・
・
・
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

聞き手：
二〇〇六年一〇月六日

入社された当時から振り返ってお話をいただけ

は何かをまとえばいいわけで、なんだっていい。

方がいい。例えば衣類。暖をとるという意味で

東京芸術大学大学美術館陳列館

───本日は元オリンパス株式会社常務取締役

ればと思います。

同じものでもいいレストランで食べた方がおい

しかしやはりかっこ良くまといたいですよね。

の米谷美久さんと、元株式会社NECデザイン
社長、榊原晏さんのお二人をお招きしています。
まず最初に米谷さん、その後榊原さんのお話を

新しいデザインが生まれる。それはついてくる

と考えると、そこから新しいカメラが生まれる、

しい。たった一度の人生をより楽しく過ごそう
さんはデザイナーと聞くとかっこいいという印

米谷 今ではデザインが満ちあふれていて、皆

いい生活をしたい、
そこからデザインが生まれる

米谷さんは、一九五六年にオリンパス光学工

伺っていきたいと思います。
業、現在のオリンパス株式会社に入社後、一貫

います。スーパーエンジニアといいますか、設

では八一年に「XA 2」で大賞を受賞されて

の名機を世に送り出されてきました。Gマーク

「XA」など、世界のカメラ史に名を残す数々

リンパスペン」
、 七 三 年「OM 1」
、七九年

してカメラの設計に従事され、一九五九年「オ

日々過ごしたい││そういうところが私の原点

い生活や美しい生活をしたい、少しでも楽しく

ザインってなんだい？」と聞かれたら、より良

と決していいデザインはできない。じゃあ「デ

あまりデザイン、デザインと、とがって考える

こいいものじゃない。私自身の経験からいくと、

象を持たれるようですが、実際はそんなにかっ

い生活から発想して、ああいうデザインにつな

て考えたのではなく、より良い生活、より楽し

思っています。それも決してデザインを先行し

で、デザイナーの仲間に入れてもらえたかなと

りません。でも G マークで大賞をいただいたの

実は私はエンジニアで、デザイン出身ではあ

ものだと思うんですね。

計とデザインを同時にやってしまわれる方で、

がった。ですからあまり他社のカメラも見ませ

ん。見ると発想がそこに限定されてしまって、

なんです。
より良い生活にはやはり美しいものがあった

私もお目にかかるのを楽しみにしておりました。

−

会場には若い学生も多数参加されていますので、
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−

私がオリンパスに入社したのは一九五六年で、

えてしまって、本当に欲しいものが見えてくる。

欲しいかと発想すれば、従来のカメラなんて消

はみ出せなくなる。より良い生活のために何が

と仲間に入れたわけです。そういう時代を経て

申請しました。即 G マークをいただいて、やっ

一般公募するようになって、早速「ペン F」を

ながら見ていたものです。その後、六三年から

世の中になかったんです。

サイズをハーフにしちゃった。そんなカメラは

なら七二枚。要するにフィルムを半分に切って

四枚撮りで四八枚撮れることです。三六枚撮り

2」で大賞

どうしてそんなものを作ったかというと、一

今日まできて、最終的には「XA

つには当時出始めたカラーフィルム││今のネ

＊

までいただきました。確か大賞制度ができて二

G マークのスタートとほぼいっしょでした。翌

年目のことだったと思います。

最初は現場がノーと言った
「オリンパスペン」

ではありませんでした。委員の方が街を歩い

当時の G マークは通産省直轄で、まだ公募制

いますが、そのコンセプトはどのようなものだ

ん。社会に対しても大きな影響力があったと思

今日の携帯電話でも達成できる数ではありませ

一七〇〇万台も売れたと聞いています。これは

───
「オリンパスペン」のシリーズは総計で

それを生産し、販売するとなると並大抵ではな

たから生まれたということでしょうか。しかし

───なるほど。つまり、使う側の視点に立っ

んですね。

たいと思ってできたのが、この「ペン」だった

たのではなく、自分でもカラーフィルムを使い

でした。ハーフサイズのカメラを作ろうと思っ

＊

れれば値段は半分になる。そういう発想が原点

は安くできないけれど、同じフィルムでも倍撮

かった。私はカメラメーカーですからフィルム

ガではなくてリバーサルですが、それが大変高

五七年の G マーク第一号が「キヤノン L

1」

です。どうして最初にカメラが選ばれたかとい
うと、戦後、復興の先端を走っていたのがカメ
ラだった。家電や自動車よりもカメラの方が先
行していた時期があったんですね。そういう時

て、目に付いたかっこいい製品を選定する。だ

ったのでしょうか。

＊

から見付けてもらえないと G マークにはならな

米谷 普通フィルムには二四枚撮りとか三六枚

代に私はカメラの設計を始めたわけです。

多い年で一二、三点、少ない年は四点くらいで、

撮りがありますが、
「ペン」の最大の特徴は二

い。エンジニアとして、ずいぶんフォローもさ
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キヤノンL 1
一九五七年に発売された三五ミリカメ
ラ。デザインは川田龍宥。当時として
は近代的な単一面処理のレイアウト、
量産体制に見合った合理的なデザイン
が評価され、同年 G マーク選定商品第
一号︵商品デザイン部門︶となった。
G マーク選定第一回の同年は、ほかに
ガラス器、陶磁器、ミシンなど四七点
、一九五
キヤノンL 1（キヤノン）

が選定されている。
七年

オリンパスペン
一九五九年発売。フィルムを半コマで
使う全く新しい発想、それによる小型
軽量化、高い描写力、美しく使いやす
いデザインでベストセラーとなり、ハ
ーフサイズカメラブームの火付け役と
なった。また、プロカメラマンのサブ
カメラとしても重用された。

ハーフサイズカメラ
「オリンパスペン」が先鞭をつけたハ
ーフサイズカメラ︵ハーフカメラまた
はハーフ版カメラともいう︶は、六〇
年代から七〇年代にかけて流行。
「キ
ヤノン DEMI」
、
「リコーオートハー
フ」
、
「フジカハーフ」などの機種が相
次いだが、フルサイズ機の小型化やフ
ィルム価格が安くなったことで、七〇

トークショー休憩時間の受講者

私のカメラはなかなか選ばれない。いらいらし

3

−

−

年代後半には次第に下火となった。

－

い。ところが委員の数はそんなに多くないから、

2

－

1

1
2
3

豊口克平
前出：一六〇ページ

オリンパスペンF
一九六三年発売。ハーフサイズカメラ
唯一の一眼レフカメラとなった。シャ
ッター幕に初めてチタンを用いたロー
タリーシャッターを採用。二〇本にお
よぶバラエティー豊かな交換レンズを
揃え、その革新性が人気を集めた。

ってもピンとこないでしょうけれど、当時私の

「ペン」の一号機は売値が六〇〇〇円で、とい

の次に出てきたのが生産サイドの問題です。

なものは売れないという反論がありました。そ

米谷 ええ、まず最初に売る側の人から、そん

れたんでしょうね。

設計部長が役員で、まあ隅に座っとれというこ

だから会議にも出られない。たまたまその時は

米谷 いえ、役割も権利も与えられていません。

与えられたのでしょうか？

発の最前線というか、先頭を切るような役割を

すね。米谷さんの場合、年齢を問わず企画や開

型はどうされたのでしょう。

なりますが、いわゆるデザインのスケッチや模

ても興味深いお話ですね。ちょっと話が細かく

───新人教育の宿題から名機が生まれる。と

から認められていたわけじゃない。

るということからドーッと走った。決して最初

試作品まで仕上げちゃって。結果、これはいけ

最終的にはデザインが必要です。一九五六、五

とで、入口近くの一番末席で参加させてもらい
そもそもの発端は新入社員のための宿題でし

七年当時はデザインという言葉さえまだ定着し

初任給が一万五〇〇〇円ですから、月給の約半
その頃普通のカメラは四、五万円していて、半

た。会社に入ると一年生で何もわかりませんか

ていない時代でしたが、オリンパスの場合は豊

米谷 設計ではエンジニアが線を引きますが、

年くらい飲まず食わずで働いてやっと買えるよ

ら、誰か先輩に教わるわけです。ところが先輩

口克平さんが顧問デザイナーで、カメラを設計

ました。黙って座っているだけでしたが。

うな、今でいったら軽自動車くらいの値段でし

達には与えられた仕事があり、毎日スケジュー

もらいなさいというマニュアルがあったんです。

したら必ず豊口デザイン研究所でデザインして

分、今でいうと一二、三万円くらいなんです。

た。エンゲル係数が非常に高い時代ですから大

よね、じゃまくさくて。で、毎日会社に行くけ

ルに追われていますから、面倒見きれないです

ところが豊口さんのデザインは最先端をいく

宿題とはいえ、ここまでできたんだからと持っ
と。でもあんまり易しいとすぐに答えが出ちゃ

ユニークなもので、シンプル・イズ・ベスト、

れど仕事がない。そうすると先輩達も見るに見

＊

どなかなか買えない。せめて給料の半分ならと

変な出費なわけですね。カメラは使いたいけれ
いう価格設定でした。
当時オリンパスで一番安いカメラでも二万三〇

うので、ちょっとレベルを高くすれば二、三年

何も付いていない。素晴らしいデザインと言え

て行きました。

〇〇円で、月給の一月半分、今で言えば五〇万

は一人で遊んでいてくれるだろうと、そのテー

ば言えるけど、一般受けしそうにない。そこで

かねて、じゃあ開発部内で宿題を出してやろう

円くらい。大衆機と称するものがそのくらいの

マが今言った六〇〇〇円。一番安いカメラのさ

常務に「こんなカメラ、私は使いません」と言

ここで生産サイドから問題が出てきたんです。

値段です。そういうカメラを作っている工場が

らに四分の一の値段設定なら、当分答えは出な

さんへ持って行った時に、
「俺はもうカメラの

会員にも推薦していただいて、まあデザイナー

4

日本インダストリアルデザイナー協会
一九五二年、剣持勇を中心とする工芸

（JIDA）
指導所︵同年八月産業工芸試験所と改
称︶が発足させた工業デザイン研究会
佐々木達三︵理事長︶
、小杉二郎、柳

が設立準備委員会となり、同年一〇月、
宗理、渡辺力らを加えた二五名によっ
て創設。インダストリアルデザインの
職能の確立と質の向上を目指す全国組
織。一九五七年、創設された国際イン
ダストリアルデザイン団体協議会︵I
CSID︶に加盟。一九六九年社団法
人化。

六〇〇〇円のカメラと聞いて、
「そんなおもち

ったら、
「そんならお前、自分でデザインしろ」

と。まあ宿題ですからね、販売する前提がない

いだろうとたかをくくって出した宿題に、私は

から気楽に言えたんでしょうね。それで結果と

ゃを俺達に作らせる気か」と拒否した。工場長
しまったんです。

から「生産ノー」という答えが会議に出されて

して「ペン」のデザインをやってしまった。そ

＊

れがデザイナーへの第一歩でした。その後ハー

フサイズで一眼レフの「ペンF」をやはり豊口
───米谷さんは、その頃おいくつだったんで

デザインは止めた。お前に任せた」とおっしゃ

新人教育の宿題で
デザイナーの仲間入り

すか？

った。オリンパスには顕微鏡などもありますか

6

︵日本インダストリアルデザイナー協会︶の正

＊

米谷 卒業して二、三年目ですから、二六歳く

ら、俺はそっちの方をやると。その時J IDA
───その年齢でまったく新しい機種を提案し
実現までされたのは、今考えるとすごいことで
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5

らいですね。
米谷美久氏

4
5
6

XA2（オリンパス光学工業）
、一

の仲間になっちゃったといういきさつです。変

ません。今のようなデジタルなら電話の中にも

いいなと。だけど世の中にそんなカメラはあり

入りますが、当時はフィルムという大きさがあ

り種で申しわけありませんが。

りますからそんなに小さくもできない。それで

いろいろ考えた時に、ミキモトパールの創業者、

御木本幸吉さんの「世界中の女性の首を私のパ

生活する視点が生んだ
「ペンEE」と「XA」
───その後の「XA」も、いわゆるマーケッ

ラをぶら下げてやろうと、そういいう発想で

て、よし、じゃあ世界中の女性の首に私のカメ

ールでしめたい」という有名な言葉を思い出し

思いますが。

「XA」を考えたんです。

してカメラを使わせる。カメラを買うことでは

んですよね。記録しておきたい気持ちが結果と

撮られるのが専門だった。でもカメラは道具な

けれど、温泉に行くのにカメラは持っていかな

くわした。決定的瞬間。これはいいぞと思った

転手があわてて裸で飛び出してきたところへ出

も燃え移ってしまって、温泉に浸かっていた運

長距離トラックから火が出ているんです。幌に

教鞭をとっておられました。まずそうしたご経

ードされてきた方で、退社後は多摩美術大学で

デザイナーとして、またディレクターとしてリ

大先輩です。永年にわたりNECのデザインを、

たします。榊原さんは東京芸大の出身で、私の

───では続いて榊原さん、よろしくお願いい

誰もがデザイナーになれる
わけではない

なく記録が目的だとすると、家庭の記録だって

いでしょう。だから写してない。それでいつも

験からお聞かせください。

とパチパチと音がしている。何だろうと見ると、

ある。子供がハイハイしたとか立ったとか、そ

カメラがあったらなと考えた。それからもう一

部含まれていて、それ以上付け加えることは何

榊原 米谷さんのお話にはデザインの本質が全

行ったものでしたが、ある時温泉から出てくる

れを記録するチャンスは女性の方がはるかに多

ターカメラで写真を撮るシーンがありましたよ

つ。
「ローマの休日」という映画の中で、ライ

うな、いずれにしても男の道具でした。女性は

でもマーケティングの対象は男性だけです。

ね上がりました。
「女性」というユーザー層は

三パーセントと、一挙に一〇倍以上ドーンとは

れまで二パーセント弱だった女性ユーザーが三

EE」の発想でした。この「ペン EE」で、そ

抜きにして、押せば写るカメラ。それが「ペン

いうと、絞りやシャッタースピードなどは一切

なるじゃないかと。で、女性が使えるカメラと

なんかなくていい、記録することが目的であり

───米谷さんは以前ある講演で、カメラは形

に近いわけですけれど。

もう今では携帯電話で撮れますから、私の理想

ある。そんなことをずっと考えて続けていた。

記録するためには常時カメラを携帯する必要が

た。いつ何が起こるかわからないから、映像で

ね。日本製なんですが、あれでパッと写してい

になんかなるもんじゃないよということ。もっ

いう人達に特に申し上げたいのは、デザイナー

ろうと思っている人も多いんでしょうね。そう

に話をシフトしたいのですが、デザイナーにな

かなりいらっしゃるようなので、あえてそちら

てなんだかよく分からない。今日は学生さんが

十年もやってきましたが、いまだにデザインっ

もないという気がします。僕もデザイナーを何

＊

やはりいたわけですね。

といい仕事、やりがいのある仕事は世の中にい

そして「XA」
。発端は入社したての頃の工
場実習での体験です。カメラ工場はメインが信

した。

からといってあまり力むなというお話をされて

っぱいある。先ほど米谷さんも、デザイナーだ

形が目的化すべきではないとおっしゃっていま

いはずなんですね。
私に言わせれば、女性も使えばユーザーは倍に

のカメラは高価で、お金持ちかご隠居さんのよ

ておきたいのですが、先ほど言ったように当時

米谷 その前に「ペンEE」にもちょっと触れ

＊

んの体験や生活への思いから生まれたものだと

トリサーチから生まれたものではなく、米谷さ

榊原晏氏

米谷 ええ、常時携帯できるカメラがあったら
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オリンパスペンEE
ースピード六〇分の一秒、露出は絞り

一九六一年発売。固定焦点、シャッタ
の自動調整とし、シャッターを押すだ
けで美しく撮影できる画期的なカメラ
として登場。女性や初心者のユーザー
を獲得し、ハーフサイズカメラ普及の
原動力となった。

カプセルカメラXA、XA 2

2」は、一九八一年カメラで初のグ

った。初心者向けに改良された「XA

高性能コンパクトカメラの先駆けとな

ラらしくないカメラを目標に開発され、

多用した初の試み。女性も持てるカメ

した。本格的カメラにプラスチックを

ことでレンズカバーやケースを不要に

開閉式プラスチックカバーを採用する

「XA」は一九七九年発売。ボディに

−

ッドデザイン賞大賞を受賞。
九八一年

7

州で、諏訪の温泉地なんですね。よく朝風呂へ

8

7
8
－

GK グループ
一九五三年、当時東京美術大学図案科
生の栄久庵憲司、岩崎信治らが、教授
の小池岩太郎を招いた GK デザイング
ループに始まる。のち GK 工業デザイ
ン室。一九五七年法人格を得、有限会
所として設立。その後 GK インダスト

社 GK インダストリアルデザイン研究
リ ア ル デ ザ イ ン、GK 設 計、GK グ
ラフィックス、GK ダイナミックス、
GK テックなどが分かれ、現在は株式
会社 GK デザイン機構が統括する GK
デザイングループとして活動している。

ね。コピーも古いし活字も古い。もう見ただけ

げると、その広告がめちゃめちゃダサイんです

に入るしかないと。で、高度成長期から今日ま

てるはずです。本当にものを作るならメーカー

いましたが、僕もまったくそう思う。
デザイナーになるには、実は資格がいるんで

でずっと一生懸命やってきた。確かに今の日本

度なデザインが提供できる国にしたのはインハ

然高いと思うわけ。よし、じゃあこいつをデザ

しい。デザインを教えている先生方は、とにか

してやろう、世の中を美しく変えてやろう、と。

ウスデザイナー達だと、これはもうはっきり申

で頭にくる。僕の方が美的センスのレベルが断

く学校を出ればデザイナーになれるようなこと

ちょうどその頃には「GKグループ」が活動を

し上げたい。

すよ。僕としては、デザイナーに向いた才能と

を言いますが、非常に無責任です。そうすると

始めていて、戦後のまだいろんなものが足りな

ところが今、街に並んでいる日本のデザイン

す。これは間違いのないことです。これだけ高

技術もセンスもないのにプライドだけ持って世

い時に、先輩の栄久庵憲司さんたちがデザイン

はなんとつまんない顔してるんでしょう。どこ

のデザインは世界一で、世界中が尊敬していま

の中に出て、途端にそのプライドを傷つけられ

で世の中を良くしようとがんばっていた。でも

のプロダクトもみんな同じ顔をしている。なぜ

インで底上げしてやろう、デザインで世直しを

て、たちまちしょぼくれてしまう。で、世の中

僕から見ると、なんだか格好だけつけてるよう

そうなっちゃったのか。それは全部インハウス

センスを持った人だけにデザイナーになってほ

に不満を持つようになる。そういう人をあまり

な感じがするんですね。どうせデザインするな

デザイナーがデザインしたからなんです。
デザインの国にはならないと、そう思った。そ

先します。その結果が今のデザインです。彼ら

ータをベースにデザインし、それがすべてに優

＊

にも多く目にしてるものだから、あえて言って

チュアからやらなければ、この国が本当に良い

ら土管のような目に見えないインフラストラク

じゃあデザイン教育は何をしたらいいかとい

れを目指して入ったのが日本電気、今の NEC

インハウスデザイナーはマーケットなどのデ

なければなってはいけない。

おきます。デザイナーは、よほど選ばれた人で

うと、デザイン的なセンスを持った人を育てる

という会社でした。

てることに集中していただきたいと、そう考え

意識を持った一般の人々をなるべくたくさん育

と二つあって、僕は後者のいわゆるインハウス

する道と、企業の一社員としてデザインする道

フリーランサーとしてかっこよく作家活動を

いるのはユウコちゃんやナオコちゃんといった

でも、実は「ユーザー」なんていないんですよ。

テッドとかユーザーセンタードデザインとか。

ると、ユーザーだと答える。ユーザーオリエン

にデザインにとって大事なベースは何かと尋ね

ということ。美的教養と美的センスを持ち、美

ています。

デザイナーを選んだ。大きな会社なら実際に設

ないで、自分自身を見て仕事をしてほしい。そ

ーには、あまりキョロキョロと周りばかり見て

ょっと言い過ぎたかもしれませんが、デザイナ

僕が作りたいから作ったというのが米谷流。ち

す。マーケットの話なんかちっとも出てこない。

すべきかというと、米谷さんになるべきなんで

必要なんかまったくないんですね。じゃあ何を

デザイナーがそういうものづくりに加担する

から、安全に売れるかもしれないがつまらない。

データをなるべく多く集めれば安全だと考える

す。一人ひとりが買いたいから買う。そうした

個々の人達で、
「ユーザー」なんて嘘っぱちで

聞き手の長濱雅彦氏

計から製造までをやるわけですから、責任が持

インハウスデザイナーには
功罪がある
榊原 僕はデザイナーを目指してこの芸大に入
り、朝七時から学校に来て勉強しました。デザ
イン科でしたが、デザインを目指すのなら、画
家や彫刻家と同じレベルのものが作れなければ
いかんと考えて、日本画科や彫刻科の教室にも
行ったし、先生について建築も学びました。こ
の学校は、今もそうかもしれないけれど、各科
出入り自由なんですよ。友達もいっぱい作って
ね、造形について本当によく勉強した。
その頃は今と全然違って、例えば朝新聞を広
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9

9

）

G

イクスルーできるんじゃないか。それがこれか

うすれば今の日本のつまらないデザインをブレ

ね。そしてノーという答えを出してしまう。

売れないと思ってしまう。これが常識なんです

とがない」と言われる。売った経験がないから

術か芸術か、そのどちらにつこうかとさまよっ

ナーは何か小さなデザイン村に住んでいて、技

榊原 まったくその通りだと思います。デザイ

デザイナーは
自分の好きなものを作れ

くことなんですね。

トを作ること。そして二つの壁を打ち破ってい

ユーザーが欲しくなること。そういうコンセプ

方法は内からでも外からでもいい。大事なのは

この二つの壁を打ち破ることができるなら、

らデザイナーを目指す皆さんの役目だと思うん
ありがとうございました。榊原さんの

ですよね。

─
NEC時代にはGマーク大賞受賞のスーパーコ
ンピュータがあり、近年同社の「 ecotonoha
」
も受賞されています。

コンセプトありきが
もの作りの原点
───ここからはお二人に、もの作りにおける
エンジニアリングとデザインの関係について伺
いたいと思います。私自身のデザイナーとして

時代はとっくに終わっていると思いますが。

を作り、デザイナーが外側をカバーするという

としての経験から言っても、エンジニアが中身

ですね。高価なカラーフィルムも半分で使えば

たい気持ちを起こさせるものがコンセプトなん

思う。それが商品になるわけですが、その買い

をしていて、あれを買いたいこれを買いたいと

意味があるんですと説明をつける。それがいか

で、そういうものを基にしているからこれには

た意味とは違うコンセプトやいろいろなデータ

理屈を考え出す。それが米谷さんがおっしゃっ

立場がよくわからなくて自信がないものだから、

ている状態がずっと続いてきています。自分の

榊原 米谷さんはとんでもないとおっしゃるか

安くなるとか、カメラを常時携帯しようとか、

の経験、あるいはグッドデザイン賞の審査委員

もしれませんが、エンジニアは中から外へきち

んのです。たしかにバウハウスの時代には、デ

し一〇〇年くらい経った今になっていろいろ考

ザインはアートではないと宣言しました。しか
それを現実のものにしようとすると、一般的に

えてみると、僕はデザインはアートだと言って

らおうとか、そういうコンセプトが先行する。

イナーは外側の雲みたいにもやもやしたところ

はエンジニアが内からやり、デザイナーは外か

しまっていいと思っています。

今までカメラを使っていない女性にも使っても

に着想や出発点があって、そこから中へ向かっ

らやるという方法を取るわけですが、私にはそ

にそのものができ上がっていく。ところがデザ

てものを作る。優れたエンジニアは「まずイメ

の線引きはありません。

米谷 たしかにエンジニアの発想法は、榊原さ

のですが、いかがでしょうか。

こからイメージが触発されている印象を受ける

的は一個のレンガのようなベースがあって、そ

れば苦労なしに売れるはずですが、前例がない

不可能であったりという技術の壁がある。もう

ストが高くなり過ぎたり、あるいは本当に実現

プトを生かそうとすると大きくなり過ぎたりコ

ただ、一つには技術の壁はあります。コンセ

すが、実際には素晴らしい企画マンがいて、素

ンスまで含めたすべてをカバーできると言いま

ります。デザイナーは企画から販売、メンテナ

大きな組織にデザイナーとして入ればすぐわか

ない。でもアートなんですよ。これはちょっと

勇気がいる。説得力がなくなっちゃうかもしれ

晴らしいマーケッター、素晴らしい技術者、素

一つは常識の壁。コンセプトがしっかりしてい
と、営業サイドからは「そんなものは売ったこ

んのおっしゃるとおりだと思いますが、私の中

「デザインはアートだ」と言い切るのは非常に

ージありき」とよくおっしゃるけれども、基本

っとレンガを積むように作っていくから、確実

左から聞き手の長濱雅彦氏、米谷美久氏、榊原晏氏

ではエンジニアもデザイナーもありません。あ
るのはやはりコンセプト。皆さんが毎日の生活
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NEC「スーパーコンピュータ SX
4」
（一九九五年 Gマーク大賞）

−

「 ecotonoha緑 を 生 み 出 す 言
葉の樹」
（二〇〇五年 マーク ベスト
N
E
C

15

を描く力と造形力と、この二つだけ。あとはい

けるかと言えば、突然ですが、美的なイメージ

る。デザイナーが何をベースに彼らに伍してい

せん。大事なことはやはりセンスで、それは自

ら、女性層の中央に自分を置かなければ作れま

ってしまいます。たとえば女性向けのカメラな

ったカメラでは、市場の狭い特殊なカメラにな

そのとおりで、私も自分の欲しいカメラを設計

らないと思う。理屈なんかいらないんです。「ど

分の専門以外のことも含めて勉強して磨くしか

晴らしい営業、素晴らしい経営者といった専門

うしてこういう格好なの」って聞かれたら「僕

ない。いろんな世界の中央に自分を置くことが

してきました。しかし自分一人だけの要求で作

が作りたかったから」と言えばいい。他の人で

できるセンス、そういう変幻自在なデザインセ

米谷美久（まいたに・よしひさ）

オリンパス株式会社顧問

卒業。同年オリンパス光学工業株式会社︵現・オリンパ

一九三三年生まれ。一九五六年早稲田大学第一理工学部

ス株式会社︶入社。一貫してカメラの設計、デザインに

携わる。一九五九年、二四歳の若さで設計・デザインし

た「オリンパス・ペン」をはじめ、一九七三年、オリン

パスの＂O＂と米谷の＂M＂から名づけられた「OM

に移行する際には、制度検討委員会委員を務めた。

度の実施主体が通商産業省から日本産業デザイン振興会

大学造形表現学部教授を歴任。一九九八年、G マーク制

東京デザインネットワーク︵TDN︶理事長、多摩美術

ザイン部長、次いで株式会社 NEC デザイン社長。また

向。一九八六年同社取締役、一九九一年コーポレートデ

などを担当。一九七一年日本電気デザインセンターに出

関連するインテリア・グラフィックデザイン、CI 開発

社。家庭用製品、産業用電子機器などの商品開発および、

案計画科卒業。同年日本電気株式会社︵現・NEC︶入

一九三七年生まれ。一九六一年東京芸術大学美術学部図

元・株式会社 NEC デザイン社長

榊原晏（さかきばら・やすし）

どがある。

レフ戦争と OM の挑戦│オリンパスカメラ開発物語﹄な

り顧問。著書に﹃
「オリンパス・ペン」の挑戦﹄
、
﹃一眼

九八四年取締役、一九九二年常務取締役、一九九六年よ

する「XA2」などの名機を数多く世に送り出した。一

1」
、一九七九年、二年後にグッドデザイン大賞を受賞

－

家がいっぱいいて、もう完璧にでき上がってい

も言えることなら、その人に言わせればいい。

ンスをぜひ持っていただきたいと思います。
───今日のお二人のお話は、私自身のデザイ

とにかく自分の発想は非常に大事ですよ。
デザイナーには美的センスの専門家として、

ナーとしての活動を振り返ってみても、痛いと
だったと思います。では、このあたりで終わら

これは誰にも譲れないという自信を持って仕事
ありません。ヒューマンインターフェースとか、

せていただきましょう。どうもありがとうござ

ころを突かれたというか、非常に本質的なお話

最近ではユニバーサルデザインやインタラクシ

いました。

を続けてほしい。他のことに煩わされる必要は

ョンデザイン、サスティナブルデザインとか、
デザイナーは流行の言葉をすぐに取り入れて、
自分のテリトリーだと虚勢を張りたがりますが、
それは自信のなさの表れですね。デザインは生
活のあらゆる事象に遍在しています。ですから
自分が欲しいものを作れば、その中に必ずユニ
バーサルデザインも含まれているはずです。
デザイナーが他分野の一流の専門家たちと組
んで仕事をするのはいいことだけど、デザイナ
ーだからどの分野だって専門家なんだみたいな
顔をすると、それは二流の企画マン、二流のエ
ンジニア、二流のマーケッターになってしまう。
よけいな理屈は考えないで、
「僕はこれがやり
たいんだ」って、これだけでいいという気がし
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ています。
米谷 「自分の好きなものを作れ」というのは

米谷美久氏
（中）と榊原晏氏

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ヤマハ「ウィンドミディーコントロー
ラーWX7」

聞き手：

───皆さん、国際デザインセンターの初代専

おられます。

在は名古屋学芸大学でデザイン教育に当たって

国際デザインセンター
（名古屋）

二〇〇六年一一月二四日

務取締役は、今日のスピーカーである木村一男

た。長原實さんは旭川で家具メーカーを設立し、

一〇年ほど務め、静岡文化芸術大学に転じまし

高梨廣孝さんはヤマハのデザイン研究所長を

かりですので、それぞれの歴史はGマークの五

Gマーク開始年の前後に社会人となった方々ば

後にディスカッションに移りたいと思います。

プレゼンテーションをしていただきます。その

いて触れてもらい、あわせて問題提起のための

デザインを志した動機、Gマークとの関連につ

が二万円だった時代に八万円をこえる価格で販

で一九六六年に開発したもので、大卒の初任給

ーでした。寺内さんというギターの名手と組ん

ヤマハでの私の仕事らしい仕事の最初はギタ

て語りたいと思います。

しながら、おもにデザインマネジメントについ

大学での特別研究で取り組んだものとをお見せ

高梨 ヤマハ時代の製品十数点と静岡文化芸術

ヤマハ時代、
ライバルはGKだった

そのカンディハウスは二〇〇八年が創業四〇周

〇年を浮かび上がらせることとなるでしょう。

分野の異なる三名ですので、まずお一人ずつ、

年に当たります。日本インダストリアルデザイ

高梨さん、木村さん、長原さんの順にお願いい

さんです。この会場に本日は、木村さんを含む

ナー協会、国際デザイン交流協会、この国際デ

三名のスピーカーをお招きいたしました。

ザインセンターを舞台としてデザイン振興の世

たします。

売、現在はビンテージギターとして人気がある
界を開拓して来られたのが木村一男さんで、現
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川上源一社長
ヤマハ中興の祖であり、ヤマハ発動機
創業者。一九一二│二○○二年。静岡
県生まれで父親が社長を務めた日本楽
器入社は一九三七年。ヤマハを楽器や
オートバイのトップブランドに育て、
グループの多角化にも成果を上げる。
一九五一年に松下幸之助らと行った米
国視察によってデザインの時代を認識
するものの、松下とヤマハのデザイン
マネジメントは対照的だった。
「松下
さんは社内にデザイン課を設け、川上
さんは外に求める道をとった。こうし
てインハウスとフリーの二つの流れが、
しのぎを削っていくことになる」とい
うのが、栄久庵憲司の認識である。

小池岩太郎
前出：一四五ページ

丹下健三
前出：一五二ページ

柳宗理
前出：一五三ページ

も今回の五〇年展に後者二つが選ばれておりま

鍵盤楽器、管楽器ともにデジタル化し、幸いに

ルガン︶
、
「 Clavinova
」ブランドの電子ピアノ、
ウィンドミディーコントローラー「WX7」と、

この八〇年代後半は、エレクトーン︵電子オ

する学生六人と先生とで「グループ・コイケ＝

組むことを提案し、栄久庵憲司さんを代表者と

さいました。小池先生は優秀な学生でチームを

いて、東京芸術大学の小池岩太郎先生に相談な

源一社長は早くにデザインの重要性に気づいて

デザインに方向転換したんです。ヤマハの川上

将来に不安もあり、当時脚光を浴びつつあった

ーになって立てた戦略が G マーク選定と各種の

一九七〇年、三〇歳でデザイン部門のリーダ

回コンペですから、緊張感あふれる時期が六│

チできました。一〇年先輩の栄久庵チームと毎

うになり、コンペも常態化して各種製品にタッ

ザイナーの存在が社内で少しずつ認知されるよ

六人でしたが、これをきっかけにインハウスデ

ようです。

すのでご覧いただければと思います。この時期、

GK」を結成し、ヤマハのデザインに全面的に

デザイン賞獲得です。浜松のような地方では、

GK 結成後一〇年目にヤマハに入社した私で

す。おそらく、電子楽器がそのことに最も貢献

て、就職希望者が来てくれるようになったので

た。時間はかかりましたが段々と評価も定着し

＊

電子楽器の新しいプロトタイプを創出したとい

当たることになったんです。GK が最初にデザ

優秀な学生が応募してくれないので、広報活動

＊

うことでヤマハは世界の各賞を受賞いたしまし

インしたのは、新会社であるヤマハ発動機の

七年続きました。

た。
「WX7」は管楽器でありながらデジタル

すが、デザインはすべて GK という体制ですか

の一環としてデザイン賞の獲得に乗り出しまし

ら新入社員にはまともな仕事は回ってきません。

「赤とんぼ」と称するバイクでしたね。

住宅や家具もヤマハで手がけ、大学に移って

機器であることをどんなフォルムに結実させる

からはエコロジーをテーマとして二つの課題に

入社三年目に GK とのコンペに勝って製品化さ

役立ちました。もう一つは電動カーです。前が

照明器具やラジオなどを作動させるのに立派に

何ができるかを実験したんですが、その電力は

ンチほどの小さな風車が発生する微細な電力で

一つは風力発電用の風車の研究。直径三〇セ

コンペに負けたら私は退社するつもりだったん

のプレーヤーを呼んで判断を仰ぎました。その

審査できる人がだれもいなくて、外部からプロ

ギターは不良の楽器」の時代ですから、社内に

ートルズ来日でブームはあったにせよ「エレキ

れたのが、冒頭でお話ししたギターでした。ビ

生の身で恐れ多くも建築家の丹下健三さんに手

が、建築か工業デザインかで進路に迷い、高校

木村 私は一九五三年に高校を卒業するんです

＊

工業デザインについては、毎日コンペに勝っ

世紀以上前のことですが鮮明に覚えています。

築はおかしなことになる」と言われたこと。半

センスの良さが生むイメージに捕らわれると建

はさまざまな条件を織り上げることであって、

をやろうと思っているなら止めなさい。建築と

象に残っているのは、
「センスがいいから建築

した。一時間ほど話していただいた中で一番印

館にその丹下先生が来てくださった！。驚きま

大受験のために泊まっていた東京・下北沢の旅

＊

復興の気概が
先達から伝わってきた

二輪・後ろが一輪の三輪車ながら、バイクと同

紙を書いたんです。そうしますと何と、東京芸

したでしょう。

取り組みました。

1

です。当時の所属はピアノ事業部意匠係で係員

かが、非常に難しい課題だったのです。

2

じ操作性を有し、二〇〇六年に実際に公道を走
格電動スクーターそのままの超軽量の電気自動

らせることができました。動力関係はほぼ低価
車です。それをもって、私はめでたく大学を
「卒業」いたしました。
───グッドデザイン賞の歴史にとって、ウィ
ンドミディーコントローラー「WX7」やサイ
レントバイオリン「SV 100」といったヤ
マハの電子楽器は非常に重要ですので、そのあ
たりをもう少しご説明いただけますか。
高梨廣孝氏

3

て大きく報道された柳宗理さんしか思い浮かば

Gマーク大全
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高梨 大学で私は金属工芸を学び、それはとて
も面白かった。工芸作家を志していたんですが

4

−

1
2
3
4

った。それで浪人中は、四谷にある柳工業デザ

するなら課題を出して見てやろう」とおっしゃ

より難しいぞ」と脅かす一方で、
「東京で浪人

生に会うことができました。
「ID だって建築

ず、日本民芸館を訪れて近所にお住まいの柳先

されたのは一〇年前の一九九六年でしたね。

名古屋に株式会社国際デザインセンターが設立

務め、皆さんにお世話になったわけです。ここ

ンセンターにあって、事務局長や専務取締役を

ナー協会、国際デザイン交流協会、国際デザイ

かしい。この後は日本インダストリアルデザイ

卒業制作は鉄道車両でしたが、その時にお世

たミシンがその年に選定されたんです。

かのぼります。大学在学中に仲間とデザインし

G マークとの関係は、実は一九六〇年までさ

イン研究会に月に一度か二度通いました。テク
ニックよりも発想が大事だというのが柳先生の
方針だったように思います。事務所にある海外
のデザイン図書を見せていただくのも、楽しみ
の一つでした。

んにあったということでしょう。それにしても

九七九年から国鉄と関わるようになりました。

卒制展を見てくださり、その星さんの推薦で一

話になった国鉄のエンジニアである星晃さんが

には大いに疑問が湧きました。そこで、写真家

丹下さん、柳さん、石元さん、平野さんと、日

その後、松本哲夫さん、手銭正道さんらと立ち

一浪して大学には入れたんですが、教育内容
の石元泰博さんが﹃工芸ニュース﹄にニューバ

本のモダンデザインの教科書のような驚くべき

＊

ウハウスと通称されたイリノイ工科大学のデザ

ラインナップですね。

上げた「 Transportation Design Organization

イン教育について記事を書いていたのを読み、

＝ TDO
」で、民営化した
各社の新型車両
を手がけていくつも G マークに選定されました。

今回の記念展には、私たちが手がけたカモノハ

賞︶が出品されています。

一九六五年発売の「ニッサン・シルビア

───お二人ともGマークとは縁が深いわけで

時代が変わることにどう対応したらいいか分か
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石元泰博
生まれ。高知農業学校を卒業した後に

写真家。一九二一年サンフランシスコ
単身渡米し、ニューバウハウス︵シカ
ゴ・インスティテュート・オブ・デザ
イン︶の写真科に学ぶ。モホリ・ナジ
賞を受賞して一九五二年に卒業し、翌
年ニューヨーク近代美術館での写真展
に出品。日本の写真界にモダンデザイ
ンをもたらした功績は大きい。代表作
は写真集﹃ある日ある所﹄
、
﹃桂│日本
建築における伝統と創造﹄
、
﹃シカゴ・
シカゴ﹄
、
﹃伝真言院両界曼荼羅﹄など。

モホリ・ナジ
）
（ Laszlo Moholy-Nagy
ハンガリーに生まれ米国で没した抽象
画家、デザイナー、タイポグラファー、
写真家、映像作家、理論家。一八九五
│一九四六年。ベルリンで画家として
活動を始め、一九二三│二八年バウハ

木村 ほんとに有り難いことでした。

＊

﹃ Vision in motion
﹄を原書で読むよう勧められ、
大枚はたいて購入したものの読むことには挫折

」ですが、デザインをたった三人で担当す
311
るという、今では考えられない体制ですよね。

すね。それでは長原さん、長らくお待たせいた

シ型と呼ばれる 700 系新幹線︵一九九九年受

申し入れたり、大学を横断したデザイン学生の

たので、高梨さんがいらした浜松にはよく通い

しました。

試作一号車はヤマハ発動機の工場で製作しまし
ました。当時は四分の一クレイモデルから線図

ミズナラの
発見に始まり植林に至る

夫さんにお願いして「アワー・デザイン・スク

〇万円と高額で五百数十台しか売れませんでし

を描いて、いきなり木型を作りましたよ。一二

そうこうして私が大学を卒業して日産自動車

ょうど五〇年になりますので、当時にさかのぼ

た。その後「サニー」という車種などを担当し、

ってみます。私は義務教育を終えると公立の職

に入社した一九五八年は、G マーク創設の翌年

退社のきっかけは、翌年に日本開催が決定し

業補導所木工科に入って、職人修業を始めまし

長原 デザインという認識を持ってから私はち
直すのに先達たちが力を合わせていた時代で、

ていた世界インダストリアルデザイン会議の事

た。一九五一年のことですから、まだ徒弟制度

一九七二年に退社いたしました。
デザインもその一翼を担うのだとの彼らの気概

務局長をやらないかという栄久庵憲司さんから

が残っていて七年間カンナを持ったんですが、
が、成功と言える成果を収めることができて懐

＊

が伝わってきました。何もない時期だったから

イン会議とデザインイヤーは本当に大変でした

の打診でした。三八歳で経験した国際的なデザ
思います。

こそ、だれもが助けてくださり、幸せだったと

です。一九五〇年代は焼跡になった日本を立て

ール」で教えていただいたりしました。

ール・オブ・デザイン留学から戻られた平野拓

CPS

日産自動車で最初に責任もって手掛けた車は

やっぱり会いに行ったんです。モホリ・ナジの

木村一男氏

会をつくって交流したり、アートセンタースク

しました。ですが、カリキュラム変更を教員に

J
R

ウスで実験的写真を研究・指導。一九
三七年にシカゴに移り、ニューバウハ
ウス︵シカゴ・インスティチュート・
オブ・デザイン︶を創設。ここで学ん
だ の が 写 真 家 の 石 元 泰 博 で、 ゲ オ ル
グ・ケペッシュの﹃視覚言語﹄とモホ
リ・ナジの﹃ビジョン・イン・モーシ
ョン﹄が石元の教科書となった。

世界インダストリアルデザイン会議
ICSID︵国際インダストリアルデ
ザイン団体協議会︶の最初の日本大会
京都」
。
「人 の 心 と 物 の 世

となったのが、一九七三年開催の「I
CSID
界」をテーマに、海外からの参加者四
百人を含む総勢二千人が集まる。基調
ボードリヤールが行い、実行委員長は

講演は梅棹忠夫とフランスのジャン・
栄久庵憲司、事務局長が木村一男。

6

────先輩諸氏に親切にされる要素が木村さ

7

́73

5

5
6
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産業工芸試験所
前出：一六〇ページ

ハンス・ウェグナー
）
（ Hans J. Wegner
デンマークの家具デザイナー。一九一
四│二〇〇七年。一九三一年に家具職
人のプロライセンスを取得、一九三八
年コペンハーゲン美術工芸学校卒業。
ルネ・ヤコブセンらとオルフス市庁舎
を設計、椅子のデザインを始めて五百
以上の椅子をデザインする巨匠となる。
代表作は「Y チェア」
、ケネディ米国
大統領が使用した「ザ・チェア」
、
「チ
ャイニーズチェア」など。

らず、悶々としていたのです。
＊

その頃、旭川に新設された木工芸指導所に産
業工芸試験所出身の松倉定雄さんが初代所長と
について教わりました。
「これからの職人はデ

して赴任してきた。その方から初めてデザイン

世界に輸出しよう」と決意して旭川に戻り、一
九六八年にインテリアセンターを立ち上げたの
です。デンマークの家具を超えるという野心を

地域デザインとはそういうものなのです。

───ありがとうございました。セッションに

世界の中の
日本のデザインとは

ールームを開設し、道産素材を製品にして海外

抱いたんです。現在、ドイツのケルンにもショ

は世界から見てどのような水準あるのか、何が

移りますが、それぞれが属する分野のデザイン

G マークはいくつかいただきました。三井み

課題かについて意見交換していただきたいと思

で売る体制が整いつつあります。
どりデザインの二世帯住宅用家具、清水忠夫デ

います。三人とも海外との関わりが深いからこ

ザインを知れ」ということで、まず﹃工芸ニュ

ザインの木製オフィス家具、国際家具デザイン

そのテーマなのですが、今度は逆順で長原さん

ース﹄を読むように言われた。松倉塾と言うべ
ね。木村さんが柳宗理さんの事務所に通って海

コンペへのフィンランドからの応募作をリファ

からお願いします。

私は松倉塾でそれを体験したんです。それで、

き「設計製図教室」に、週二回ほど通いました
外のデザイン雑誌に魅せられたのと同じように、

インしたスツールなど。私のデザインだけでは

長原 わが国の家具の世界におけるポジショニ

＊

学のデザインの先生方と議論してなんとか立ち

たわけで、明治中期以降、商社が自社用に輸入

ですね。日本の歴史において椅子は必要なかっ

のは、世界市場で流通する家具は椅子中心なん

限界がありますので、外部との連携に早くから

＊

海外の雑誌にしばしば出ているハンス・ウェグ
人出身だと知るわけです。

ナーやフィン・ユールといったデザイナーが職

上げた先の国際コンペも、連携の一環です。ト

したものなどを除けば、われわれの生活に椅子

に輸出できる椅子が日本にあるかと言われれば、

リエンナーレ方式で一九九〇年から一〇回・三
ミズナラの植林も毎年実施しています。これ

ゼロではないにせよごくわずか。数社が市場開

が入ってきたのは五〇年前です。ですから海外
は苗を寄付してくれる企業が現れるなど、家具

いるのが現状なんです。

の影響で、日本の家具製造は縮小かつ疲弊して

ナムなどの東南アジア製です。そうした廉価品

販売されている家具の多くは中国、そしてベト

も多いのはアジア製ですね。大型店舗で大量に

あります。いま日本に入ってきている家具で最

リアブランドでも製造は日本という場合が結構

で、かなり高額商品でも顧客がいますし、イタ

な投資はしません。ミラノデザインはやや例外

さくて、そんなに魅力的ではないために積極的

一方、ヨーロッパから見ると日本の市場は小

拓しようとしているに過ぎません。
も植林も、私はデザイン活動だと思っています。

業界を越えた広がりをみせ始めました。コンペ

〇年間続ける予定なんです。

一九七二年に旭川に設立された北海道東海大

ングについて語るのは苦しいことです。という

8

取り組みました。

フィン・ユール

三年後、幸いにも市長が木工青年の海外派遣

学という見果てぬ夢を胸に帰郷したんです。

構えで動きましたので貯金が底をつき、欧州留

研修に臨みました。ただ、なんでも体験する心

二〇時間余りかけて上野に降り立ち、三カ月の

た。七年間働いて貯めたお金を懐に、旭川から

して産業工芸試験所の伝習生にしてもらいまし

そうした事実に刺激され、松倉所長にお願い

）
（ Finn Juhl
デンマークの家具デザイナー、建築家。
一九一二│一九八九年。デンマーク王
立美術学校建築科卒業。英国家具のリ
デザインが主流だったデンマーク家具
にモダンデザインをもたらした。代表
」
、
「ペリ
No.45
カ ン・ チ ェ ア 」
、
「チ ー フ テ ン チ ェ ア

作は「イージーチェア
︵エジプシャンチェア︶
」などで、オー
ガニックなフォルムの作品を残す。ま
た空港やエアライン、ホテルなどの建
築やインテリアデザインを手掛ける。
没後の二〇〇三年には建築家を対象と
する「フィン・ユール・アワード」が
創設された。

に渡ると、三カ月で熟練工の処遇を受けること

を打ち出し、それに何とかもぐり込んでドイツ
ができました。中古車を買い、週末には欧州各
地を旅して美術館巡りをしました。
三年半ほどドイツにいて、北海道の木材、と
りわけミズナラという木に出会ったのが衝撃で
したね。デンマークはこのミズナラを輸入して
珍重していたのに対し、旭川ではミズナラは鉄
道の枕木にしか使用せず、逆に輸出していたん
です。大きな落差を感じました。
「よし、この

デザインの地図となるとまた少し違うんです
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9

北海道産の素晴らしいミズナラで家具を作り、

長原實氏

10

8
9
10

JR東海「700系新幹線」

カンディハウス「HANACO」

代、公害問題と時を同じくして出てきたピアノ

高梨 ヤマハが非常に苦労したのは一九七〇年

が、まず市場についてお話ししました。

夫」と言うんです。

れました。何と「二五〇社ある、だから大丈

車メーカーが何社あるかご存じですか」と聞か

学生ばかりでなく先生のスケールも違います。

釜山の東西大学にはコンピュータ専門の金先生

による騒音問題でした。ピアノ殺人事件が起き
たこともあって、消費者にも突き上げられたも

がいらっしゃって、月火水は釜山、木金土は上

海の大学で教えているんです。
「週末は上海で

すから、来るなら上海に来てください」と誘わ

れました。国という単位でない動きが当たり前

なんです。日本でも企業では一般的になってき

らいま一歩の観があります。

た人材の流動化ですが、教育の場では残念なが

各国を訪れてもう一つ感じるのは、リサーチ

に重点を置いていることです。コンピュータ教

音源を普通のピアノに組み込んで切り替え方式

アノの技術が格段に向上し、この電子ピアノの

が採り得る方法ではありませんでした。電子ピ

当座はそれで切り抜けたんですが、多くの人

木村 これまでにも私は各国のデザイン教育機

将来を展望してご発言願います。

は最初だったでしょう。それでは木村さんも、

術工科大学に音響設計学科ができたのが日本で

───サイン音なども含む問題ですね。九州芸

が、このことがますます重要になると思います。

ーが課題を発見する方法が問われているんです

もエンジニアでも社会学者でもなく、デザイナ

論を盛んに議論していました。マーケッターで

リサーチ、サーベイ、オブザべーションの方法

一番力を入れて取り組んでいます。そのための

くては見つけられない問題をどう発見するかに

育はもちろんやっていますが、デザイナーでな

にしたのが八〇年代。完全なサイレントピアノ

デンを初めとして、ヒューストン大学、オハイ

関を視察してきていて、昨年だけでもスウェー

ょうか。

その先にデザインの未来があるのではないでし

ですから騒音公害を克服するのに二〇年かかっ
たことになります。
G マークが五〇周年を迎えた今年、今後を展

す。デザインは視覚にかかわる部分が圧倒的に

まだ分かりません。ただ気になることはありま

たりしました。日本のデザイン学生がそうした

行く先々で学生の作品を見たり、学生と話し

＝韓国高等科学技
of Science and Technology
術大学︶などを訪れました。

界の人口、戦争、資源の分配がどうなるかにデ

長原 五〇年後のことは到底分かりません。世

───いいお話をありがとうございました。長

大きいんですが、エレクトロニクス時代になっ

学生より劣るといった問題はありません。ただ、

ザインも大きく左右されるでしょう。私は木製

望するに当たって次の課題が何かということは

て多くの機器がデジタル音を発するようになっ

気がかりなのはスケールの違いです。例えば韓

〇世紀は人口爆発があって木の成長力の何倍か

家具をやっていますので木材を例にとると、二

の木材を消費してきました。特にグッドデザイ

から、補足でも展望でもどうぞ。

原さんはまだ言い残したことがおありでしょう

た。ですが、聴覚にとっての電子音の研究は進

らず、カーデザインを学ぶ学生が一杯いるんで

国に自動車メーカーは二社しかないにもかかわ
す。それで質問すると逆に、
「隣の中国に自動

んでいません。ベルリン芸術大学にはそれに関
今後の課題となるでしょう。

連した学科があるようですが、文化にかかわる

オ州立大学、そして今年は韓国の提携校や KA
︵ Korean Advanced Industrial Institute
IIST

をヤマハが発売したのは一九九四年でしたね。

どで費用がかさむんです。

万円かかる。防音と同時に空調、換気、照明な

坪単価一〇〇万円、六畳の防音室で実に三〇〇

を改造する場合の二つがあるんですが、後者は

ました。庭に独立して作る場合と、既存の部屋

われわれは防音室を作ることで解決しようとし

に頭を悩ませ、バカな試行錯誤もやった果てに、

にもマイナスとなった。デザイナーもこの問題

アノで出せるように進化してきたことが、皮肉

のです。三〇〇年かかってあれだけの音量をピ
左から木村一男氏、高梨廣孝氏、長原實氏
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ンの五〇年は、消費の五〇年だったとも言えま

認識だったと考えます。

ほしいと切実に思います。

そうすると他社も一斉にフロントグリルをつけ

これは企業の倫理、道徳の問題とも関係しま

た丸いテールランプの似たデザインを出します。

会場からの質問にもお答えしましょう。デザ

木村 デザインの定量化は評価の問題とからむ

デザイナーは決してやりたいわけではなかった

す。日本はまだしも、アジアではその傾向が止

間は五〇年後、まともに生きていられるのかと

非常に大きなテーマです。企業にあってはデザ

と思うのですが、トップの方針には逆らえない

したレトロ調の軽自動車がヒットしましたが、

悲観的になります。

イン提案の際に少なくとも三案は出して比較検

のでしょう。何もデザイナーに喧嘩せよと勧め

す。例えば、数年前にある自動車メーカーが出

とはいえ悲観してばかりいてもどうにもなり

討するのですが、各人の好き嫌いを越えて意思

るわけではないのですが、理不尽な命令とは闘

インは定量化できるかどうか、日本企業のデザ

ませんので、家具であれば少なくとも一〇〇年

決定するには、評価基準が必要となります。実

わなければなりませんし、企業トップは横並び

インマインドはどの水準にあるのかという質問

は修理しながら使い続けられるものを作ろうと

際には、評価のためのチェック項目を細かく設

の開発を見直さないといけません。

まっていません。森林は伐採され、広葉樹が成

しています。ささやかなことですが、できるだ

けて複数案を比較検討するのが一般的でしょう。

例だと思いますよ。デザインには社会性が大事

長原 木村さんが話されたのは、かなり極端な

についてご回答願います。

けコストをかけずにソファの張り替えができる

実はデザインの定量化でもあると考えますがい

公平に、あるいは客観的に評価するシステムが、

の分配と環境問題はどうなるのか。果たして人

仕組みづくりにも着手しました。ソファは一〇

長の早い針葉樹に代わっていく先に、木材資源

年もすると布が傷み、ペットを飼う家庭が増え

のです。ソファに限らず、どんな物でもそうで

り替える作業がより簡便にできようにすべきな

題はトップマネジメントにデザインの認識が薄

ンマインドはさまざまであるにせよ、一番の問

二番目の質問については、日本企業のデザイ

とは、製品の安全性であるとか、環境適合性で

のできない要素だと考えています。その社会性

が長い目でみた時の企業の生き残りに欠くこと

かの尺度は経営的には重要ですが、社会性こそ

であることは当然であって、売れるか売れない

はないでしょうか。五〇年後を描くにはほど遠

いことなのです。売れるための道具としてしか

あるとか、それらを満たすデザインのこと。木

かがでしょうか。

いのですが、長く使える物づくりこそができる

デザインを捉えていない。デザインされたもの

村さんが紹介したような企業トップでは、その

た現在では傷みはもっと早くやってきます。張

ことの一つです。

が売れることは必要ですが、売れることだけが

企業が今世紀に生き残ることは難しいでしょう

から、自ずと淘汰されるはずです。

デザインの価値ではないことをもっと理解して

社会的責任を果たすことが
今後の真の課題

企業でも同様です。複数のデザイン案、それ

高梨 G マークには選定基準があって公表され
提起されました。共通するのは目に見えないテ

はインハウスのデザイン同士の場合と社内と社

───長原さんからは環境問題、高梨さんから

ーマであることでしょう。スクリーンに映され

外のコンペの場合の二通りありますが、どのデ

ているにせよ、審査は大変でしょう。

ている記念展出品作は、非接触 ICチップやイ

ザインに決めるかでは常にもめました。そこで

識としようというのが意図で、インターナショ

ンは何を目指すのかをまとめて関係者の共通認

五つの評価基準を作りました。ヤマハのデザイ

一九八五年に私はデザイン部門の責任者として、

ンスリン用注射針などが登場しているにせよ、
まだ目に見える世界です。デザインは見えない
ことをどう見えるようにするか、見えない問題
をどう解決していくかに移っています。それが
今後五〇年の課題となるというのが三人の共通
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は音の問題、木村さんからはリサーチの問題が

聞き手の山村真一氏

木村一男（きむら・かずお）

名古屋学芸大学教授

卒業、一九五八年に日産自動車のカーデザイナーとなる。

一九三四年生まれ。東京芸術大学美術学部工芸計画部を

一九七二年に退社して翌年開催の世界インダストリアル

デザイン会議の事務局長を務めたのを皮切りに、デザイ

ン振興、国際交流に尽力。社団法人日本インダストリア

ルデザイナー協会事務局長、財団法人国際デザイン交流

協会事務局長、株式会社国際デザインセンター専務取締

議会︶副会長を歴任。二〇〇二年より名古屋学芸大学教

役、ICSID︵国際インダストリアルデザイン団体協

車デザインを手がける。

授。松本哲夫、手銭正道らと、民営化後のJ R 各社の列

長原實（ながはら・みのる）

株式会社カンディハウス代表取締役会長

ー勤務、産業工芸試験所伝習生、ドイツ留学を経て、一

一九三五年生まれ。北海道公立職業補導所卒業。メーカ

九六八年インテリアセンター︵現・カンディハウス︶設

立。婚礼タンス中心だった旭川家具をデザイン志向へと

しょうね。

ターニングポイントに起こる現象であるとの学

も言えます。問題視されている少子化は歴史の

「IOE」
、
「HANACO」︵グッドデザイン賞金賞︶
、
「ラ

一九八四年に米国サンフランシスコ、二〇〇五年にはド

イツ・ケルンに現地法人を設立。木製オフィスシステム

ピス」などがグッドデザイン賞を受賞。旭川で国際デザ

発展に尽力している。

高梨廣孝（たかなし・ひろたか）

元ヤマハデザイン研究所長

六三年に卒業。同年、日本楽器製造︵現・ヤマハ︶に入

一九四一年生まれ。東京芸術大学美術学部工芸科を一九

社し、一九八四年デザイン研究所長、一九九二年取締役

デザイン研究所長。退社後の二〇〇〇年より六年間、静

五〇周年記念展ではソニー、松下グループに次いでヤマ

岡文化芸術大学デザイン学部技術造形学科教授を務める。

ハおよびヤマハ発動機のデザインが数多く選ばれ、イン

ハウスデザイナーと外部デザイン会社が競い合うデザイ

ンマネジメントの成功例となっている。
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ナルに通用することを考えて英語としたんです。
│本質をおさえたデザイン、 InnovaIntegrity
│ 革 新 的 な デ ザ イ ン、 Esthetics
│美しい
tive
デザイン、 Unobtrusive
│でしゃばらないデザ
イン、 Social Responsibility
│社会的な責任を
果たすデザイン。これがその五つです。内容は
時代によって変化するでしょうが、タイトルは
現在も変わっていないと聞いています。
木村 デザインマインドは、デザイナーはもち
ろんですが専門を異にする方々がもってそこ生
ザインマネジメントやデザインの学科、あるい

きるんです。一般大学の経営学部や工学部にデ
はコースを設ける流れがあるのは、その意味で
大変意味あることだと考えます。政治学科など

───今日はパネラーの方々が積極的に発言く

説にも接します。
「 Social Responsibility
│社
会的な責任を果たすデザイン」との発言もあり

イン家具コンペを立ち上げるなど、木工家具産地全体の

転換させる原動力となった。川上元美、喜多俊之をはじ

ださいましたので、司会の私はヤマハの第四の

ましたが、社会的な現象をデザイナーがどう整

にも、もっとデザインが入りこんだ方がいいで

ポリシーである「 Unobtrusive
─でしゃばらな
いデザイン」を実践することができました。

理し、企業を巻き込んでいかにデザインしてい

め、海外デザイナーを含めて著名デザイナーを起用する。

グッドデザイン賞五〇年の今年、すべての価

くかが大きなテーマであると確信しています。
どうもありがとうございました。会場の皆さん

高梨様、木村様、長原様、貴重な発言の数々、

変地異が頻発しています。ただそうした変革期

とともに大きな拍手を送りたいと思います。
るところですから、新しい価値観を持つ好機と

に燃えるような文化が生まれるのは歴史が教え

の経済成長の果てに、試験管で子供はでき、天

値観が迷いの段階にあるように感じます。戦後

トークショー会場風景

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ソニー「ウォークマン」

シャープ「アクオス」

聞き手：
二〇〇六年一〇月一〇日

クオス」の喜多さんといえば、もうそれだけで、

し ま し た。
「ウ ォ ー ク マ ン 」の 黒 木 さ ん、
「ア

ョンは、黒木靖夫さんと喜多俊之さんをお迎え

───東京芸術大学での三回目のトークセッシ

ザインなんて全然わかりません。でも運良く入

持って行きました。工業意匠学科でしたが、デ

学ならまだ受けられるということで、鉛筆一本

したところが落っこちてしまった。で、千葉大

い兄貴がいて、じゃあ俺も東大へ行こうと受験

でしたが、その頃は企業にデザイナーなんてい

黒木 私が学校を出たのはちょうど一九五〇年

置付けだったのでしょうか。

───当時デザイナーは、社会の中でどんな位

インに身を投じることになったわけです。

なに面白いのかと思い始めて、それでまあデザ

東京芸術大学大学美術館陳列館

今日お集まりの皆さんにはそのご活躍ぶりがわ

す。

って、そこからデザインを勉強し始めたわけで
千葉大で良かったのは、のちに九州芸術工科

で決めるんですよ、行きたいのが二人以上いる

八社からの求人がありました。で、じゃんけん

＊

かるかと思います。今日は日本のインダストリ
の思い出からこれからの日本のブランディング

大学を作られた小池新二先生がいらっしゃった

と。それでも希望者のない会社が二社あって、

ませんでしたから、たった一八人の卒業生に八
アルデザインを代表するお二人に、その草創期
まで、エール、アドバイス、そしてご叱咤を含

こと。先生は学生時代から「黒木さん、あなた

それがソニー、当時は東通工とホンダでした。
ロピウスです。一九五四年、私は初めてグロピ

た男がいて、彼を無理やり後押しして、ホンダ

たまたま同級生に結核で三、四年留年してき

＊

めてご開陳いただければと思います。

は絶対経営者になるよ」とおっしゃっていた。

では早速、黒木さんから昔語りの口火を切っ

ウスに会った。そう聞くと皆さん驚かれますが、

の工場長は、片隅の机にカーテンをめぐらせて

初のデザイナーとして入れたんですね。ホンダ
そういった洗礼を受けたことでデザインはこん

グロピウスはたった一回だけ日本にやって来た。

＊

今から考えると本当におかしいんですが。

1

その小池先生が連れてきたのがヴァルター・グ

ていただきましょう。

日本で最初の
企業デザイナー世代
黒木 私には東大の法科に入った非常に頭がい
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2

で必死になって描いたのが「スーパーカブ」
。こ

スケッチをさせたらしいんですが、彼がその中

面白くて楽しい時代でした。

思い出しますが、それがずいぶん役に立った。

たら無駄がないか作りやすいかと当時のことを

いった“術”に関わっています。それを合理的

トリアルエンジニアリングは、段取りや手順と

することだとすると、今お話のあったインダス

───デザインは技術の“技”を装置・設計化

デザインプロデュースで生まれた
「ウォークマン」

れが大ヒットして、デザイナーが手がけるとこ
んなに売れるのかとびっくりした。それからホ
ンダは一生懸命デザイナーを採り始めたんです。
つまり私達の頃が企業デザイナーの一番最初
なんですね。ですから特許庁に行かれた平野拓
夫さんのように、前の世代はほとんど企業には
入ってない。企業でデザイナーを雇う風潮が出
てくるのは、日本が急成長を始める一九五五年
ーを雇おうという会社には勢いがありました。

一三秒、九秒と人によって違うのを、八秒なら

渡されて、鍋ややかんを流れ作業で作る工程が

です。計算尺とそろばんとストップウオッチを

ゆるインダストリアルエンジニアリングの部門

か私だけが工程管理に回されてしまった。いわ

パートに在籍していました。ソニーにも総務で

黒木 私はソニーに入る前、少しだけそごうデ

うにお考えですか。

されてきて、そうした“術”の部分をどんなふ

黒木さんは数々のプロジェクトをプロデュース

ザイナーにとって大きな仕事かもしれません。

に作り上げることは、実はインダストリアルデ

私達が優秀だったというよりも、やっぱり時代

八秒に全部統一する、それをどうするか、そん

受験して、だからデザインの試験もなかった。

以降のことです。ですからそれ以前にデザイナ

が良かったんですね。運が良かったのかな。

な仕事でした。まあ経験かなと思って始めまし

彫刻や映画が好きでしたから、その前はアーテ

七秒になるのが面白くなって、ある時取手の四

業が一〇秒になったり、さらに工夫して八秒、

そのうちビスを置く位置ひとつで一三秒の作

をもらったトリニトロン・カラーテレビの CM

「ボク、タコの赤ちゃん」という、いろんな賞

ONY＂のロゴタイプを作ったり、宣伝部で

企業で学んだ
インダストリアルエンジニアリング
喜多 私は黒木さんのずいぶん後輩になります。

たが。

ィストになりたいとも思っていた。一九六〇年

きていて、難関でしたが三名採ってくれた。と

た。その頃には多くの企業にデザイン部門がで

インを学び、アルミニウムの会社に就職しまし

その後浪速短期大学でインダストリアルデザ

に応募して賞ももらいました。

デザインを目指すことにして、いろんなコンペ

見ることができるんじゃないかなと思った。で、

コンペがあって、デザインなら時代の最先端を

竜門ともなっていた毎日工業デザイン賞という

た。当時 G マークは企業内デザインの一つの目

それが頭に入っていますから結構調子良くいっ

うやくデザインの方に回してもらった時には、

ない製造工程をすっかり叩き込まれました。よ

ここで辛抱したおかげで、無理と無駄とムラの

ということは実はすごいことなんです。一年間

万個と作っていますから、ビスが一、二本減る

反映されたんですが、年間二〇〇万個、三〇〇

提案してみたんです。それが設計部門に行って

つのビス止めを三つに減らす方法をレポートで

集めたらジャンクだぜと言った。一つひとつは

選ばれているけれど、それを全部一つの部屋に

そこで最初に、ソニーは G マークにたくさん

社内のデザイナーを集めて意匠部を作りました。

たって砕けろと言う。じゃあやってみますかと、

理ですと言うと、ゴー・フォー・ブレイク、当

ザインをやってみないかと言われた。それは無

たら、当時社長だった盛田昭夫さんから工業デ

のがどうも面白くない。そう思って辞表を出し

などを作ったりしてきた。でも、会社というも

きれいでも、製品は家のデザインやインテリア

＊

ころがほかの二人は同じ開発室でアルミ、日用

＊

前後だと思いますが、当時若いデザイナーの登

そのうちに異動があって、広告課では今の＂S

高校の時は建築をやりたいと思っていました。

黒木靖夫氏

標でしたね。今でもスケッチの時には、どうし
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千葉大学工学部工業意匠学科
前身は一九二一年、東京芝浦︵現・田
町︶に創設された東京高等工芸学校。
工芸図案、工芸彫刻、金属工芸、精密
機械、木材工芸、印刷工芸、写真の七
学科で「実利と美の一体」を目指す。
一九四四年東京工業専門学校と改称、
翌年千葉県松戸市に移転。一九四九年
の学制改革で千葉大工芸学部として
再発足し、一九五一年工学部に改組。
現・工学部デザイン工学科意匠系。

小池新二
デザイン教育家。一九〇一│一九八一
年。東京帝国大学美学美術史学科卒業。
一九五〇年より千葉大学教授。工芸学
部再編を機に「芸術と技術と科学の融
合」を理想とした工業意匠学科を創設。
その理想は一九六八年、九州芸術工科
大学の創設に結実した。著書に﹃汎美
計画﹄
、
﹃デザイン﹄などがある。

ヴァルター・グロピウス
）
（ Walter Gropius
ドイツの建築家。一八八三│一九六九
年。一九一九年ワイマールに国立バウ
ハウスを開校、初代学長。のち渡米し
ハーバード大学教授。来日は一九五四
年。バウハウス留学生水谷武彦や山脇
巌・道子夫妻らの案内で桂離宮、伊勢
神宮、日本民藝館、工芸指導所などを
視察。東京国立博物館では来日記念展
「グロピウスとバウハウス」が開催さ
れた。

毎日工業デザイン賞
一九五二年にスタートした毎日新聞社
主催のコンペ。工芸指導所の協力を得、
メーカーが出す課題にデザインを募集
した。第一回特選一席は柳宗理。一〇
〇万円という巨額の賞金とあいまって
多くの参加者を集め、若手デザイナー
の 登 竜 門 と な っ た。 一 九 七 三 年 毎 日
ID 賞と改称、一九八〇年まで続き、
「毎日コンペ」の名で親しまれた。

品などをデザインしているのに、どういうわけ

5

4

1
2
3
4

盛田昭夫
技術者、実業家。一九二一│一九九九
年。大阪帝国大学理学部物理学科卒業。
戦時中に知り合った井深大と、一九四
六年東京通信工業︵後のソニー︶を設
立。一九七一年から七六年まで社長を
務め、ソニーを世界企業へと育てた。
著 書 に 自 伝﹃メ イ ド・ イ ン・ ジ ャ パ
ン﹄
、石原慎太郎との共著﹃
「NO」と
言える日本﹄などがある。一九九八年
アメメリカ﹃タイム﹄誌の「二〇世紀

と変わってくるんですね。その意味では、私は

を始めたわけです。そうするとソニーががらり

していてはダメだと。まあ新しくデザイン運動

とは切り離せないものだから、個別にデザイン

すよね。それで必死になってやったら、
「ウォ

ないと、ただ単に絵に描いた餅になっちゃいま

ナーには販売の現状が把握できる。またそうで

です。販売にデザインはできませんが、デザイ

ットデータなんか先に調べてしまえと言ったん

したおかげで、イタリア行きを決意しました。

どで独立し、たまたま手がけた製品が大ヒット

その後アルミ以外の素材もやりたくて四年ほ

た。それがきっかけでした。

出会い、思い描いていた世界を見つけたと感じ

ーニ、ヴィコ・マジストレッティなどの仕事に

＊

デザイナーというよりはデザインプロデューサ

ークマン」は売れ始めたというわけです。

ーかもしれませんね。
───そこから「ウォークマン」の開発に至る
顛末もお聞かせいただけますか。

二六歳の時です。最初は三カ月だけ、一番いい

ホテルと一番いいレストランで、一番素敵な暮

ならば、よしこれで製品企画をやろうと決めた。

とが非常に大事だとおっしゃっていましたが、

が、可能か不可能かわからないことを考えるこ

ました。東大の総長にもなられた吉川弘之さん

ですが、聞かせてもらってその音にびっくりし

テレオの再生ヘッドに付け替えて遊んでいたん

年です。ある技術者がレコーダーのヘッドをス

の方からも拍手が起こるような体験をした時に、

まくいって、使う側からも作る側からも、流通

結局売れないといけないということでした。う

喜多 もう一つ私が会社で叩き込まれたのは、

い。

しょう。イタリア行きの経緯からお話しくださ

インプロデュースはどのようにされていたので

───喜多さんが行かれたイタリアでは、デザ

ーノ・ムナーリが「チャオ！」なんてやって来

せてもらい、金曜日にはなんとベリーニやブル

デゼネトーレ、私はアルキテッドの椅子に座ら

築家︶
。もう一つはその製品化までを担当する

つはアイデアスケッチを描くアルキテッド︵建

なり助手を一人付けてくれた。

いから手伝わないかという。で、入ったらいき

ラフィックの事務所が、工業デザインを始めた

らしを見て帰ってくるつもりでしたが、あるグ

私は上から言われてするデザインを「コスメテ

ああそうなんだ、デザインってみんながハッピ

てはデザインを語り合う、そんな環境に飛び込

イタリアの
デザインプロデュース事情

ィック・デザイン
︵お化粧デザイン︶
」と言って

ーになることなんだと思った。そんな時開発室

んでしまった。さらに与えられたテーマでデザ

黒木 「ウォークマン」を作ったのは一九七九

バカにしていたんですが、
「ウォークマン」は

にあった﹃スティール・インダストリアル﹄と

インした椅子がヒットして、二七歳にしていき

技術者、実業家。一九〇八│一九九七。
早稲田大学電気工学科卒業後、写真化
学研究所を経て、東京通信工業︵ソニ
ー︶を設立。一九五〇年から七一年ま
で社長。盛田昭夫とともにソニーを世
界企業に育て上げ、本田宗一郎と並び

＊

産部長がプロデューサーやディレクターとなっ

のデザイナーでした。オーナーや営業部長、生

なくて、先ほど言ったエンジニアがインハウス

喜多 インハウスのアルキテッドはほとんどい

イナーについてもう少し。

───インハウスとインディペンデンスのデザ

のような時間でした。

いた。そこではたった八カ月でしたが、何か夢

ナルがすべてで、それをアルキテッドに託して

品を手がけました。メーカーはとにかくオリジ

ネチアのガラスやプラスチックのオリジナル製

10

称 さ れ る。 著 書 に﹃わ が 友 本 田 宗 一
郎﹄などがある。

マリオ・ベリーニ
前出：一五八ページ

8

井深大

こちらが企画を考えた上で説得した。私はおし

いうイタリアの雑誌で、当時もうスターだった
7

イタリアのデザイナーには二通りあって、一

アッキーレ・カスティリオーニ

ゃべりですから、これがいかにすごいか、面白

なりイタリアで独立することに、それからはベ

＊

マリオ・ベリーニやアッキーレ・カスティリオ

＊

いかを口を酸っぱくして主張したんです。

の二〇人」に日本人で唯一選出された。

9

）
（ Achille Castiglioni
イタリアのデザイナー。一九一八│二

しかし販売会社の社長も生産の事業部も、も
う総反対でね。誰もやろうと言ってくれない。
＊

ただ当時会長だった井深大さんと社長の盛田さ
んだけが賛成してくれた。その虎の威を借りて、
一生懸命みんなを説得して回ったという状況で
した。
そういうこともありますから、やはりプロデ
ュースは必要だと思いますね。新しいことをや
ろうとすると必ず反対がある。製造対販売。そ
の時にはデザイナーもしゃべらなければいけな

喜多俊之氏

〇〇二年。ミラノ工科大学建築学部卒。
二人の兄弟とともに一九六二年フロス
社を創設、家具や照明、都市計画を手
がけた。常に新しいテクノロジーと多
様な素材による革新と伝統を追求し続
ける。代表作は照明器具「ディアボロ」
、
椅子「メッツァードロ」など。

6

い。だからデザイナーには、販売が言うマーケ

Gマーク大全
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てアルキテッドを指命し、彼らはデザインの素

にテープレコーダーを作ったソニーも、録音ヘ

というと、テープレコーダーはあってもテープ

ッドがない機械を作ったことがない。セールス

プレーヤーはなかったということ。世界で最初

上で商品化へと進む、それが今でも一般的です

ももちろん売ったことがない。でも、それだけ

に起こして試作を重ね、法規などもクリアした
ね。ですから彼らは会社のことをよくわかって

のことなんです。ですからインハウスにしても

だけ持ってくる。それを社内エンジニアが図面

いて、機械の性能から流通、小売店のオーナー

製品が金賞を受賞していますね。

───今年のグッドデザイン賞では、ソニーの

ありませんけれどね。

は、自分をデザイナーだと思ったことは一度も

プロデュース能力も必要だと思う。まあ私自身

インディペンデンスにしても、デザイナーには

＊

黒木 ちょっと G マークの悪口を言いましょう

か。昔の G マークには機器意匠の一と二があっ

いる」と言って見せた。次の週には試作となっ

クターと雑談していて、
「こんなものを考えて

でもない。やはり会社というのは自由な発想が

ハウスデザイナーだけでいいかというと、そう

磋琢磨してきた結果だと思います。じゃあイン

ークがもらえました。ところが、当時の審査員

れなんですが、申請するとそのほとんどに G マ

そして二が電子機器で、ソニーの製品は全部そ

て、一は洗濯機や冷蔵庫、炊飯器などの家電。

て││と、そうやって生まれた椅子です。企業

には流通の人がほとんどいなかった。でも製品

なかなかできにくい環境なんです。

う一四、五年経ちますが、昔の連中が、あの頃

んだんじゃないでしょうか。ソニーを辞めても

には G マークなんかもらったら逆に売れないと

もいっぱいあることがわかります。ソニーの中

G マークの歴史を見れば、売れなかったもの

は売るために作るのであって、何万台、何千台

は非常に面白かったと言ってくれるんですよ。

いう噂まであって、だから私は申請を止めると

ですから私はインハウスデザイナーでありな

をどんなふうに考えていたのでしょうか。

スキップで会社に来ていたという女性までいて、

宣言した。自分達で自分達のものを評価すると

と予定生産しているし毎日生産もする。売れな

黒木 私達もイタリアのインディペンデンスデ

もう笑っちゃうんですけども。だからやっぱり

言って、これはちょっとした騒ぎにもなりまし

ければ意味がない。

ザイナーに依頼したことがありますが、一度も

会社をいかに楽しくするか、ですね。泣いても

たけどね。G マークの歴史は、もちろん良い面

がら、どうやったら自由にデザインができるか

製品にならなかった。日本の企業は秘密を外に

笑ってもやらなきゃいけない仕事は、いかに笑

の方がはるかに大きかったけれど、輝かしい歴

を一生懸命考えてきた。それが面白い結果を生

出しませんから、外部のデザイナーは知識を与

ってやるかを考える。デザインも大事だけれど

史だけじゃないことをちゃんと記録しておくべ

───日本の企業では、デザインプロデュース

えられないままデザインしなければならない。

も、デザインをプロデュースする、やはりそこ

きだと思いますね。

の問題だと思うんです。
なぜみんなが「ウォークマン」に反対したか

電子機器などは日本でどんどん発達した。これ

企業の環境づくり、
製品の評価は自分たちで

柄でした

とインディペンデンスのデザイナーはそんな間

たのが最初でした。その五年後ぐらいにディレ

本人にしかできない椅子を作ろう」と依頼され

ク・チェア」は、七〇年代半ばに社長から「日

一九八〇年にカッシーナから出した「ウィン

ない。面白い発想だけやってくる。

デアにはマーケティングもエンジニアリングも

れてしまうんですね。逆にアルキテッドのアイ

ていましたから、そこでもうマーケティングさ

の名前まで知っている。そういう人達が関わっ

喜多俊之氏
（左）と黒木靖夫氏

やはり特殊だと思いますね。しかしそのために
はインハウスのデザイナーが技術のトップと切
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ヴィコ・マジストレッティ
）
（ Vico Magistretti
イタリアのデザイナー。一九二〇│二
〇〇六年。ミラノ工科大学卒。自然の
フォルムに基づいた明快でエレガント
なデザインで人気を博し、建築、都市
設計、プロダクトデザイン、インテリ
アデザインで幅広く活躍した。代表作
にソファの名作「マラルンガ」や照明
器具「エクリッセ」などがある。

ブルーノ・ムナーリ
）
（ Bruno Munari
イタリアの芸術家、デザイナー、造形
教育家。一九○七│一九九八年。一九
二七年未来派展に参加し、後に子供の
造形教育など、アートとデザインの枠
を超えた領域で卓越したアイデアとユ
ーモアを発揮、今なお大きな刺激と影
響を与え続けている。著書に﹃芸術と
してのデザイン ﹄
、絵本に﹃きりのな
かのサーカス﹄などがある。

ウィンク・チェア
喜多俊之の名を世界に知らしめた代表
作。一九八〇年カッシーナ社から発売。
以来くつろげる椅子としてロングセラ
ーを続けている。名称の由来となり、
大きな特徴となっている可動式のヘッ
ドレストのイメージから、
「 Topolino
︵小ねずみ︶
」の愛称でも親しまれる。
ウインク・チェア（カッシーナ社）
、
一九八〇年、D＝喜多俊之

11
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Good Design

グッドデザイン賞初の海外展
「
J a p a n D e s i g│
n

│」展。グッドデザ
Award 50 Years
イン賞五〇周年を記念し、二〇〇六年
四月五日から一〇日まで、イタリア・
ミラノトリアエンアーレにて開催。主
催は日本産業デザイン振興会。期間中
のべ三万人以上の入場者があり、最近
のトリエンナーレでは最大のヒットを
記録した。

Gマーク「新領域デザイン部門」
地域環境問題、高齢化問題など、高度
化し複雑化していく社会や産業構造、
そこで起こるさまざまな問題に対する
デザイン的な貢献を評価する目的で、
一九九九年「テーマ部門」を新設。翌
年「新領域デザイン部門」として定着。
新設の年に AIBO
︵ソニー株式会社︶
、
イン事務所︶が、この部門からグッド

翌年に A POC︵株式会社三宅デザ

ール、ノルウェー、スウェーデンがデザイン国
宣言をするなど、多くの国々が国家プロジェク

───喜多さんはグッドデザイン賞の審査委員

らこんなことをしていたんだと、みんながびっ

中での展覧会開催だった。日本は五〇年も前か

思いますが、やはり喜多さんには「アクオス」

させていくためのアドバイスをいただきたいと

───ここからは日本のデザインをさらに発展

「アクオス」
の真価は
形ではなくてバランス

長として今年三期目ですが、Gマークの歴史を

くりしたわけです。しかもその半分以上が彼ら

開発の顛末をお聞きしたいですね。

トとしてデザインに取り組んでいます。そんな

どうご覧になっていますか。

自身も使っている、彼らの歴史でもある。日本

喜多 発売して三年くらいになる液晶テレビが

Gマーク海外展で見えた
日本の役割

喜多 G マークが始まった五〇年前、日本は世

はデザインの国ですと手を挙げておく必要があ

実際に見てみると、視野角は狭いし値段は高い

界のいいものを集めてきて、それを参考に製品

この展覧会であぶり出されたのは、日本の役

けれど、これは世界にない日本オリジナルにな

売れないということで、依頼があったのです。

ていました。ものづくりの多くはそういうこと

割です。ハイテクノロジーとハイセンス、これ

るかもしれないと思った。で、何も気にしない

ったのです。

だったのです。で、日本はけしからんと欧米か

を持たないと、これからの世界に日本製品の席

を作り輸出し、なんとか経済大国になろうとし

ら抗議が殺到した。そこで通産省がデザインを

的にはこんな形になりました。

具体的に言うと、液晶の薄さをもっと強調し

で自分の個性でやってしまおうと思って、結果
クマン」のような、それまでの世界にはなかっ

て四センチの厚みを一見八ミリに見せてしまっ

出さなきゃいけないのは、黒木さんの「ウォー

しかしそのデザインという言葉の内容は、今

たものなんです。ここ数年で日本はそういう時

た。それから回転装置を付けて視野角の狭さを

はないということ。まさに今日本の企業が生み

ではもう当時とは変わってしまいました。特に

代に入ったんだと思います。

補い、最初見た時の印象から、鞄のような取手

ち上がったわけです。

最近のグッドデザイン金賞を受賞するような製

───世界に存在しなかったものをデザインと

を付けることにした。脚は人が立っている時の

研究しないといけないと考えて、G マークが立

品は、そのほとんどが今まで世界に存在しなか

して審査・検証する。そうした挑発的な実験と

ような安定感のあるハの字型。そうしてできた

13

－

デザイン大賞に選出される。

ったもの、そして、これは売れるよねというよ

して、二〇〇〇年、Gマークに新しく「新領域

試作は予想どおり社内で猛反対を受けて、もう

＊

うなものになった。この五〇年はそういう時代

デザイン部門」が設置されたのです。最近では
この部門から多くの金賞も出ていますね。

形ではなくバランスでした。使う側の信頼、生

私が日本デザインのオリジナルと考えたのは、

う空気が社内に生まれていったわけです。

で、デザインの力ってすごいんじゃないかとい

カはまったく同じでも、デザインで五倍売れた。

を外れてものすごく売れ始めたんです。中のメ

かなかいいコピーで売り出された、最初の思惑

に「置いてくものと持っていくもの」というな

た。そして二一世紀が始まった二〇〇一年元日

名前も、液晶、液体、水の連想で私が選びまし

ということになったわけ。
「アクオス」という

採用されないかな思っていたら、よし、出そう

だった。
＊

聞き手の赤池学氏

今年二〇〇六年、グッドデザイン賞はミラノ
のトリエンナーレで初めての海外展を開催しま
した。G マークはドメスティックな賞でしたか
ら、海外にはほとんど知られていません。四年
前には中国が国家戦略として「デザインは新資
源です」と言い出して、今約五〇〇もの産業デ
ザインの大学を立ち上げようとしています。お
隣の韓国や台湾の企業なども、次の産業と経済
はデザインありきで考えている。新しい経営者
たちは、テクノロジーとデザインとどちらを選
ぶかと聞かれたらデザインを選ぶというくらい、
デザインを中心に置いている。さらにシンガポ

Gマーク大全
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こにデザイナーがピンを押していく。
「アクオ

の要素のちょうど交差点にあたるところ、こ

通、会社組織の利点と欠点⋮⋮、そうした全部

それをどこから汲み出すのか。それは日常の暮

ならなくなった今、じゃあ日本のデザイナーは

って、オリジナルデザインを作り出さなければ

データをもとにしてデザインする時代が終わ

いのです。

ス」ではそれを周到なストラテジー︵戦略︶と

らしです。気楽に人を招いてもっとコミュニケ

産の合理性、機能性、経済性、エコロジー、流

して考えた。世界のどこにも参考品がなく、ラ

これからのデザイナーは、それにどれだけ触れ

ーションのある暮らし。品格ある日本の暮らし。

何でもできたんですね。

られるかにかかっている。自分を磨くしかない。

ッセル車のように一番先頭を走っていますから、
黒木 私は一九六二年にショールームを作るた

幸い日本には豊かな四季もあり、自然環境では

日本の伝統工芸ですごいのは研ぎ澄まされた

場産業からずいぶん教えてもらった。

もできる。そういうことを、私は伝統工芸や地

いけば、暮らしの中の先人の知恵に出会うこと

できる。そうした日本の伝統文化を読み取って

あればものすごいノウハウを身に付けることが

世界の特等席にいるわけですから、その気さえ

めに渡米したことがあって、その時初めてアメ
バッグや皮のハンドバッグやジャンパー、カラ

リカのすごさを知りました。リプトンのティー
ーテレビ⋮⋮。カルチャーショックを受けると
同時に、そういったもののデザインは、日本人
はあまり得意ではないんじゃないかと感じた。
ニューヨーク近代美術館︵MoMA︶に行って
＊

プロセスなんですね。千年以上の歴史の中で、

近代産業に持ち込めたら、強いんじゃないかと

じゃないかな。ものに魂を込めるということを

大名や豪商の厳しい注文に応えてきた職人達は

思いますね。

───これからはハイテクと日本バリューで行

喜多 私はこの三六年ほど各地の地場産業の人

───では最後に黒木さんからも、若い方たち

しかなくて、グラフィックも何もなかった。

達と交流し、さまざまなことを学んできました。

へのエールを込めて、ご提言ください。

ものすごいものを手にしている。それは魂を込

その一つは、今の日本の伝統工芸の衰退は工芸

黒木 日本のデザイナーの不幸は、デザインが

けというアドバイスでしたが、喜多さんは日本

もう一つは日本古来のデザイン。日本刀の反

そのものの衰退ではなく、私達の暮らしが衰退

わからない経営者が多過ぎるということ。一方

じゃあ日本人に向いてるものは何か。一つは

りや、伊勢神宮の＂むくり＂という少し膨らん

しているということ。家はほぼ納戸化してしま

アメリカにはハーバードやスタンフォードなど、

めるということ。これはよその世界にはないん

だ屋根の線なんてきれいですよね。そういった

って、昔のような素敵なインテリアもないし客

日本の東大や京大、一橋大クラスの大学に、デ

バリュー、あるいは日本のブランディングをど

ものをいかに現代に生かすか、この二つしかな

を呼んで楽しむこともない。同じ敗戦国でも、

ザインマネジメントの講座があるんです。これ

のように考えておられますか。

い。しかしハイテクノロジーの世界と日本人が

楽しい暮らしのインフラを整えたドイツやイタ

はデザイナーを養成するのではなく、デザイン

インで、喜多さんの「アクオス」はその典型で

古くから持っているデザインセンスの二つさえ

リアとはまったく違うところに私達はいる。伝

しょう。

あれば、これからのデザインにも活路が拓ける

統的な着物や器も全部引き出しにしまい込んで、

をいかにマネジメントするかという講座です。

のではないかという気がしています。

そのうち使おう思いながら、もう使うこともな
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北大路魯山人
八三│一九五九年。京都上賀茂神社社

工芸家、美食家。本名・房次郎。一八
家の次男として生まれ、書、篆刻、陶
磁器、漆器、鉄製品などを独学で会得。
アカデミズムを通さない独自の造形世
界を切り拓く。特に一九二一年に始め
た会員制食堂「美食倶楽部」のために
自ら手がけた陶器は、伝統技法を取り
入れながらも自由闊達な趣きを持ち、
陶芸界に大きな影響を与えた。

これからの日本デザイン、
日本オリジナル

トークショー会場風景

私達が身を投じたハイテクノロジーとそのデザ

宗理さんの「バタフライツール」のたった二点

みても、日本人の作品は北大路魯山人の皿と柳

14

14

それが日本にはまったくない。だから経営者は
デザインを評価できないし、説得するのもすご

インはあると思う。
一方私がダメになったと言った三つの感覚は、

脚本から関係して、カメラ割りから小道具、大

ありません。調べてみると、映画の一番最初の

いう言葉が出てきますが、これには日本語訳が

になると、必ず「プロダクションデザイン」と

また皆さんがアメリカのテレビや映画をご覧

ら非常に感性豊かなデザインができるのではな

ができるんじゃないか。若い人達なら、そこか

へとつながるのだと思います。日本人ならそれ

い。そうして五感の全部を総合することが感性

なことにつながる感覚として養っていってほし

香道のように匂いを聴く、そんなふうに文化的

例えばいい音楽を聴く、いい絵を見る、日本の

道具、情景のレイアウトまで、すべてに関与す

いかというのが今の私の観測です。どうぞ皆さ

く大変なんです。

るという役割なんですね。私はそれを真似して、

そしてもう一つは感性という言葉。これは逆

った、暮らしの中のハイテクノロジーを五感で

と「人間生活技術戦略」
。まさにお話の中にあ

ん、頑張っていただきたい。それが私の最後の

に英語にはないんですよ。人間には視覚、聴覚、

納得できるようなものにしていくシナリオなん

デザインの企画から製品が世に出るまで、全部

嗅覚、触覚、味覚という五感がありますが、聴

ですね。その重要さを改めて感じました。また

お願いです。

覚と視覚と嗅覚は、文明が発達すればするほど

プロダクションデザインやデザインプロデュー

のプロセスに付いて走る役割の人をつくった。

だんだんダメになってきます。逆に触覚と味覚

スという言葉も出てきましたが、多様な職能や

───昨年二〇〇五年に、経済産業省が二四の

は文明とともに発達する。日本ほど世界中の食

専門性が集まるこれからのプロジェクトには欠

これは非常に成功したんですね。ですからマネ

べ物がある国はないと言われるくらい、日本人

かせない視点です。今日は学生の方々も多く来

産業領域について、今後必要な技術開発をまと

の舌はやはり肥えているのでしょうし、特に触

ていらっしゃいますが、そうしたトレーニング

ジメントやプロダクションデザインといった、

覚は圧倒的に発達していて、普通の人でも一〇

もぜひ積んでいただきたい。ではお二人に、改

めた技術戦略マップを発表しました。今年そこ

〇分の一ミリ単位でわかってしまう。巨大レン

めて感謝の拍手をいただきたいと思います。ま

ものの形ではないデザインを学ぶ場があったら

ズを手で磨き上げる職人技なんてすごいですよ

た、ご清聴いただいた皆さんにも感謝を申し上

に二五番目が追加されたのですが、それがなん

ね。考えてみると不思議な民族なんです。これ

げます。どうもありがとうございました。

いいんじゃないかというのが一つ。

からの若い人たちはこの触覚と味覚がますます
発達していくでしょうから、それを生かすデザ

黒木靖夫（くろき・やすお）

株式会社黒木靖夫事務所代表

富山県総合デザインセンター所長

元・ソニー株式会社取締役

学科卒業。そごうデパート宣伝部を経て、一九六〇年ソ

一九三二年生まれ。一九五七年千葉大学工学部工業意匠

ニー株式会社入社。外国部次長、宣伝部長、意匠部長、

商品本部長、クリエイティブ本部長を経て、一九八八年

取締役。
「ウォークマン」やテレビ「プロフィール」など

独創的な商品の企画・開発を指揮し、また銀座ソニービ

ルなど世界各地のショールーム開発を通じてソニーのイ

メージを決定づけた。一九九一年ソニー企業株式会社代

表取締役。一九九三年退社し株式会社黒木靖夫事務所設

九九九年より富山県総合デザインセンター︶所長に就任、

立。同時に富山インダストリアルデザインセンター︵一

製品化を前提とした「とやまプロダクトデザインコン

ペ」を主催するなど、地域産業の活性化に取り組む。

喜多俊之（きた・としゆき）

プロダクトデザイナー

IDK デザイン研究所代表取締役

大阪芸術大学芸術学部デザイン学科教授

芸術大学短期大学部︶工業デザイン科卒業。一九六九年

一九四二年生まれ。一九六四年浪速短期大学︵現・大阪

からイタリアと日本で活動を展開し、家庭用品や家具な

どをデザイン、ヨーロッパや日本のメーカーから多くの

ヒット製品を世に送り出す。最近では液晶テレビ「アク

オス」シリーズやロボット「ワカマル」を手がけ、作品

の多くはニューヨーク近代美術館など世界のミュージア

ムにコレクションされている。また六○年代から各地の

伝統工芸、地場産業の活性化にも携わる。一九七四年に

IDK デザイン研究所設立。二〇〇四年からグッドデザ

イン賞審査委員長。二〇〇六年、ミラノにおけるグッド

デザイン賞創設五〇年記念展総合プロデューサー。
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註の︿引用﹀は、小林康夫﹃君自身の哲
学へ﹄
︵大和書房、二〇一五年︶
、内藤
素形から素景へ ﹄
︵TOTO 出版、二

廣﹃内藤廣の建築 2005 │ 2013

﹄
︵平凡社、二〇一六年︶より

〇一四年 ︶
、佐藤卓﹃デザインの解剖

2

小林康夫『君自身の哲学へ』

1

聞き手：

三人の委員長のもとで断続的に五年間副委員長

です。なお、聞き手である私は二〇〇二年から、

ザインも旧態依然として勢いがない。世界をリ

の方が明らかに優れていましたし、自動車のデ

る家電製品や携帯電話では、韓国勢のデザイン

公益財団法人日本デザイン振興会ミーティングルーム

二〇一七年六月二〇日

の鼎談は五〇周年記念本に収録した八本の「証

でしたので、そんな経験も踏まえてこの鼎談を

ードしてきたこの国のデザインが力を失い、衰

グッドデザイン賞が六〇周年を迎え、こ

言 グッドデザインの半世紀」を引き継ぐものと

進行させていただきます。まず、内藤さんが委

─

して、おもにその後の一〇年と今後についてお

退期を迎えているように見えたのです。

て、
﹁G マークをどうしよう﹂
、とかなり考えこ

えます。ですから委員長を引き受けるに当たっ

それからのここ一〇年はリベンジの時期と言

員長でいらした時期は、わが国のデザインにと
ってどんな三年間だったのでしょうか。

話しいただきたく思います。
内藤廣さんは二〇〇七─〇九年に審査委員長
を務められ現在は財団評議員。佐藤卓さんは二
〇一〇─一四年、深澤直人委員長と一緒に五年

理念の検討から入り、次に現代生活に合うよう

質的なことを見直すのがセオリーだから、まず

みました。展望が見えない時には、もっとも本
日本のデザインは外国勢に対して負け戦をして

内藤 明るい話題は少なかったですね。あの頃、

停滞の時期に理念提示、
分野から領域へ
て小林康夫さんは財団の評議員が今年二年目で

な応募分野の再編に着手しました。

間副委員長の任にあって現在は財団理事。そし
す。ですから、グッドデザイン賞のここ一〇年

いた感が強かった。G マークの主要部門であ

と近未来を語っていただくのにふさわしい方々
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つつあると思います。応募数が順調に伸びてい

が、デザインをめぐる行政や社会制度も同じよ

かり。この問題を話せば長くなるので控えます

それが二〇〇八年度で、現在もグッドデ

る。大都市の市場向けに製品を開発している中

うなところに来ているような気がしています。

─
ザイン賞の理念として掲げられている五つ、人

小企業や地方の企業が、
﹁やっぱり生き延びる

）＝創発力、本質（

Y
T
I
N
A
M
U
H

Y
T
S
E
N
O
H

にはデザインしかないかもしれない﹂と思い始

N
O
I
T
A
V
O
N
N
I
S
C
I
T
E
H
T
S
E
）＝構想力、魅

めている。また、不動産や建築関連なども G

「 ・ 」
以降のキーワードは
地域と身体

）

間（
＝洞察力、創造（
）

業分野別に近かった部門編成を生活者の立場に

内藤 そうでした。まず理念から。次いで、産

転した翌年でもありました。

時）が浜松町から、ここ東京ミッドタウンに移

＝思考力ですね。日本産業デザイン振興会（当

ク自体をリ・デザイン﹂することでした。たと

おもにコミュニケーションの面から、
﹁G マー

ーワードを出しましたが、ぼくが目指したのは、

佐藤 深澤委員長は毎年、
﹁適正﹂といったキ

います。

が広がりつつあって応募が増えているんだと思

マークをとることが販促につながるという認識

していない、ということでしょうか。それを直

とは必ずしも言えませんが

ないもののデザイン﹂

負け状態﹂については詳しく聞いてみたい。

の言う﹁社会制度の賞味期限切れ﹂
﹁産業の全

ですから、二一世紀最初の一〇年間、内藤さん

小林 グッドデザイン賞にとってぼくは新参者

S
C
I
H
T
E

根差した領域編成に変えました。それが身体領

を年ごとに変えていましたが、それを一貫した

えば、年鑑はそれまで判型はじめフォーマット

視しないといけないのに。佐藤さんが﹁G マ

）＝想像力、倫理（

域、生活領域、産業領域、社会領域、移動領域、

ものとする。その方が、たとえ一〇年経っても

ークをリ・デザイン﹂するというのは、モノで

力（

ネットワーク領域です。さらに、議論を重ねて

見やすく比較がしやすいと考えました。

はないものをデザインし直す必要性を感じたの

世界的に影響が大きかったリーマンショック

─

─

の流れに対応

﹁情報のデザイン﹂

想像するに、
﹁物のデザイン﹂から﹁物では

﹁近未来の生活者の立場から応募作品を評価し

内藤 そうした努力の積み重ねで今日を迎えて

だと想像します。

よう﹂と取り決めました。
に直面した時には、委員長としては﹁日本のデ

いるのだと思います。
ただ一方で、
﹁3・ ﹂後の東北の復興に深

係性のデザインとも言えそうです。

産業界も、デザインに何ができるのか、デザイ
ンの本質とは何か、
﹁

d
o
o
g

﹂とは何か、と考え
させられた。今にして思えば、いい教訓となっ
た気がします。
内藤 ぼくの後、深澤直人さん、永井一史さん
が委員長になって、G マークは光を取り戻し

佐藤 それは、コト、情報、経験、仕組み、関

し、一方で、産業界が戦後体制から完全には脱

く関わって強く感じたことは、この国の社会制

＊

却できずに、まだ新たな展望が持てていなかっ

内藤 建築はそうしたデザインの流れに半歩遅

二〇一〇年の深澤直人委員長のメッセ

大震災と原発事故が起こり、ニューヨークの

した。ところが翌年、豊かさどころか、東日本

ージは「豊かさを定義するためのデザイン」で

─

度の賞味期限が切れかけていることです。防潮

＊

ザインには底力がある﹂と表明しました。しか

11

内 藤 廣『内 藤 廣 の 建 築 2005 ─
2013 素形から素景へ 2』

佐藤卓『デザインの解剖 1』
明治ミ

﹃デザインの解剖﹄
はカタログ五冊と英
文概要本からなり、引用は﹃

分前、

3

たと感じた三年間でもありました。

2

れ、都市はさらに半歩遅れるのが常です。ぼく

11

堤しかり、区画整理しかり、住宅の高台移転し

1

ルクチョコレート﹄より

「 ・ 」
︿⋮大学を辞する最終講義の
・ が襲ってきた。おそろしいほど

のタイミングである。以来、いろんな
ご縁で三陸の復興にかかわることにな
った。大学は辞めたが、その分、三陸
への対応が入ってきた。国の つの委
員会、県の つの委員会、地元自治体
の幾つかの委員会に加わることになる。
それに加えて、委員会を通じて縁が出

「 ・ 」にならって「 ・ 」と呼ばれました。
佐藤 ﹁ ・ ﹂によってぼくらデザイナーも

11

来た野田村と陸前高田市とのかかわり
が続いている。
﹀
︵内藤、p・316︶

東北の復興
︿復興が進む中で次第に明らかになっ
ていったのは、既存の制度の壁であり、
縦割でしか機能しない行政機構の欠点
ばかりである。平時であれば、それは
それなりに機能したろう。ただ、目の
前にあるのは戦後稀に見る非常事態で

3

01
30
2

ある。被災地で必要とされているのは、

11

4

まさに行政機構を勇気をもって横断し

Gマーク大全
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11

3

11

11

ていく想像力だ。
﹀
︵内藤、p・42︶

内藤 廣氏

9

1
3

3

2

に

は建築だけでなく、駅や再開発にも関わる機会
T
H
G
I
S
N
G
I
S
E
D
1
2
_
1
2

スパンなのでさらに半歩遅れる。建築は﹁モノ

が多いのですが、土木は一〇〇年単位のタイム
の論理﹂に近く、デザインは﹁ヒトの心理﹂に
近い、と書いたこともありました。だからデザ

としたことが共感を呼んだのではないでしょう

本来は情報には乗りにくい。その価値を示そう

のキーワードの一つは﹁地域﹂と言えそうです

メディア寄り＝情報寄り、であることです。つ

りやすさに流れがちです。分かりやすさとは、

が、情報化社会の中で若い世代の建築は、分か

佐藤 ﹁テマヒマ﹂で展示した物はだれがデザ

たことが記憶に鮮明です。

い物が床に落とす影まで計算され尽くされてい

住〉
」
を深澤さんと共同企画しました。何でもな

で「テマヒマ展〈東北の食と

し、
﹁つくる﹂ことは﹁生む﹂ことでもありま

世界に根づくためのもっとも根源的な行為です

ない。
﹁つくる﹂ということは何よりも人間が

身体感覚と結びついてつくられるモノかもしれ

って応募数が増える。その際に浮上するのは

中規模・小規模の組織体に移っていく。したが

1
2
_
1
2

まり情報として消費されやすいものに傾く。こ

インしたわけではないアノニマスなもの。当た

す。そこでは、佐藤さんの言う地域に残ってい

T
H
G
I
S
N
G
I
S
E
D

れはデザインも同じです。でも、それでは生活

り前の日常のものにどうやったら興味を持って

るものを世界にどうつなぐかも課題となります。

ね。デザインの主流が大企業から、無数にある

者の本当のニーズに応えていないのではないか、

もらえるかに思考を巡らせました。知ってはい

「英国病」と八〇年代の克服、米国産業
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テマヒマ展〈東北の食と住〉
二〇一二年、
おいて、前年の﹁東北の底力、心と光。
︿衣﹀
、三宅一生﹂に続き、佐藤卓と深
澤直人のディレクションで開催された
展覧会。東北六県の農家や職人、工房

インとは少しずれる。
小林 いえいえ、建築は最終的にはハードな
﹁モノ﹂として成立するにしても、そもそも空
間や時間といった﹁モノでないもの﹂を志向し
たのではないですか。そして﹁ ・ ﹂は人間、

礼拝堂でしたね。それは、塔であり、井戸であ

存在、暮らし、コミュニティーといったことに
あらためて目を向けさせたと。これは内藤さん

り、船であり、⋮⋮そして墓でした。ぼくにと

小林 そうなると、
﹁ ・ ﹂以降のデザイン

か。

が﹃場のちから﹄で書いた﹁建築の依って立つ

なるほど、そうでしたか。

っての﹁建築﹂の経験の圧倒的な原型だったの
です。

─

ところ、それは大地だ。大地とその場所に生き
る人間だ﹂といった主張そのままではないでし
ょうか。

東 日 本 大 震 災 の 翌 年、 佐 藤 さ ん は

ぼく自身は、建築を物質の側、そして場所か

るけど普段は見えていないものを一つひとつ丁

＊

ら考えることを旨としています。建築や都市を

寧に見てもらうにはどうするか。そのことで、

─

の停滞と九〇年代「情報ハイウェイ」による新

アマゾン、フェイスブックといった新興企業が

そのことで、ぼくもデザインの可能性を感じ
ったものが地域には残っています。

＊

んなものだったか聞いてみたいのですが。

覇者となるなど、二一世紀のグローバル資本主

時代の幕開けなどがあり、アップル、グーグル、

＊

情報の側から捉えようとはしません。だから半

地域に根づいてきたものを再考するきっかけに

という疑問が生じる。

歩遅れるのです。建築や都市は、安易な分かり

なればと思っての企画と展示でした。

ビジネスモデル激変の時代の
制度と産業
やすさより、
﹁読み解かれる書物﹂のような存

内藤 確かにあるべき姿としてはそうなんです

11

をリサーチし、現代社会が忘れがちな
手間と時間をかけたものづくりを紹介。

身体
︿哲学というのは最終的には、
わたしと

3
ることができました。体験や経験の豊かさとい

4

いう身体的でもあり、
意識でもあり、
そ
の二重性につきとまわれている﹁わた
し﹂という存在のあり方を、論理の道
しかしそれはかならず

小林康夫氏

内藤 テマヒマとは時間のことですね。だから

この機会に、小林さんの建築体験とはど

在であるべきだと思っています。

─

3

─

を通って
決定しようとする試みで

しも論理的に、というわけではないの

─

ですが
もあって、⋮﹀
︵小林、p・71︶
︿意識ではなく身体で捉えること、
これ
がわたしが生き延びるために無意識の
うちに身に付けた情況把握の仕方だと
思う。
﹀
︵内藤、p・201︶
︿⋮デザインそのものが、
とかく脳で考
えてしまう意識の象徴のように誤解さ
れがちだ。しかし我々の生活では、無
意識の中にあるデザインの方が圧倒的
に多い。つまり意識はされないが、身

11

小林 一つはル・コルビュジエのロンシャンの

5

体で感じているデザインがほとんどな
のである。
﹀
︵佐藤、p・19︶

3

3
4

（Photo : Yusuke Nishibe）

グローバル資本主義
3

3

3

3

間的な︵略︶テクノロジーのダイナミ

︿われわれの歴史を貫く、
ほとんど非人
ズ ム は も は や と ど ま る こ と は な い。
個々の人間はもはや、その非人間的な
システムのダイナミズムに依存するし
か、生きていくことはできない。
﹀
︵小
林、p・182︶
︿このグローバル資本
主義的なテクノ・エコノミー・システ
3

3

3

3

化の荒波を生き延びています。ユニクロと無印

内藤 例外はユニクロと無印良品。グローバル

いのではないですか。

えて世界を覆い、日本はその流れに乗れていな

ると喧伝された大量生産・大量消費は、姿を変

義でビジネスモデルは様変わりしました。終わ

グローバルな方向性でも。

チと見えないカタチと。そしてリージョナルと

佐藤 二極化しているのでしょう。見えるカタ

いわけです。

体のなかに世界の身体を発見しなければならな

でなければならない。そのためには、自分の身

世界のそれぞれの独特な地域や身体に届くもの

カップルで仕事をするといった例がボツボツ出

験を積んでから独立して、人里離れた山の中で

内藤 建築の学生でもアトリエ設計事務所で経

たちにはデザインする機会も生じるはずです。

として想像力がものの核心により近づく。彼女

学ぶ地域に密着することで、デザインを入り口

学んで特別な繭づくりに至った例があります。

深読みすれば、ユニクロや無印良品を尺度に

った風景が出現している。

だれもが世界とつながった気分になれる、とい

生活には困らない、という人もいます。さらに、

心に応えるデザインも必要です。実際、若い人

海外からの渡航者の日本に対するディープな関

方で、海外の人々を迎える国際化もあるわけで、

ない魅力で、世界に打って出て行っている。一

ユニクロや無印良品はリーズナブルさだけで

ことにより広い世界へとつながる通路があるわ

小林 つまり地域の特異性のなかに、不思議な

んでしょうね。

仕事のスタイルはインターネットが可能にした

じ、再構成しようとしている。そうした新しい

もっと身近なところから自然を感じ、世界を感

てきています。仕事の場が都市に縛られない。

があれば、ほとんど

して、それに対して個別に地域で生みだされる

いいカフェや居酒屋にするといった例が地方で

s
d
n
e
d
n
a
s
d
d
o

けですが、その通路は、ただ目の前にあるので

たちが古い建物をリノベーションして居心地の
目立ちます。その際に、経済効率の犠牲になっ

はなく、自分の身体をそこに据えることで、ま

になってきている、と見ることもできます。そ
の意味で、地域のプロダクトも後押ししたいと

てきたものが復権する姿を内外に示せればいい

とっての素材でいい、完成したデザインを提示

佐藤 便利さはほどほどに。デザインは社会に

だデザイン。

ル性というのかな、そういうカオスを含みこん

ればならない。目的論から解除されたラディカ

＊

いうグッドデザイン賞にはまだまだやれること

さにブリコラージュ的につくっていくのでなけ

生活用品はどうあるべきかが相対的に浮き彫り

良品とコンビニと

e
n
o
h
P
i

的でもありうるようなひとつの
﹁態度﹂

3

︵略︶
ほとんど日常
ムに抵抗すること。
として実践できないか。そういうこと
を考えます。
﹀
︵同、p・192︶

ブリコラージュ
（クロード・レヴィ＝ストロース）
︿⋮﹁器用仕事﹂と訳されることが多い
のですが、器用仕事というよりは、英
語で言えば﹁オッズ・アンド・エンズ
︶
﹂ですから、要するに

ガラクタ仕事。自分のまわりにある手

︵
持ちのガラクタから出発して、それを

のではないか。

子どもにもデザイン教育を、
専門教育はプロジェクトベースで
地方のデザイン系大学で、酒のパッケー
ジを学んでいるうちに杜氏に、テキスタイルを

─

がたくさんあるはずです。
小林 内藤さんはややカリカチュアライズして

4

6

組み合わせることを通じて、なにか別
のものをつくってしまう。
﹀
︵小林、p・
47︶

語っているのだと思いますが、ケータイで世界
に繋がるとしても、それだけで人は生きること
を楽しむ満足は得られない。デザインの最後の
根拠は、それぞれの人の特異な記憶や感覚にあ
は言えないかな。

って、それは大地や地球に根差したものだ、と

4

ところが、それをそのまま﹁われらが村の特
産品﹂が世界で通用するはずという短絡的な想
定をすると問題です。身体に根差したものはそ
のままでは世界に通用しない。このことはどれ
だけ強調しても強調しすぎることはないと思い
ます。
ヨーロッパの人々は日本に、自分たちにない

Gマーク大全
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何かがあると気づいている。そこから何かを生
み出してほしいと期待している。でも、それは

佐藤 卓氏

5
6

するのでなく、受け手が素材を組み合わせて豊
かに生きればいいと考えます。
小林 でも、送り手として受け手として、それ

勉強しすぎですね。一番大切なことを悩むべき

方に迷う間もなく専門分野に進んできています。

さず、内側の国際化といえる。でも日本人は横

撲は国際化とはいっても日本の型を徹底的に崩

インは何ができるか、
﹁デザインあ﹂はデザイ

ています。デザインに関することだって同じで

大学での専門教育で教えられることは限られ

いろなやり方があります。

人は優位に立っている。国際化と言ってもいろ

的スポーツになりながら、体重別ルールで日本

T
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E
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1
2
_
1
2

:

の建築でも、安曇野ちひろ美術館はじめ、島根

年でしたが、内藤さんは G マークの国際的なあ

ア各国と連携を深めたグッドデザイン賞の一〇

インドネシア、メキシコが続きそうな勢いです。

派遣し、審査に加わるなどしており、トルコ、

ガポールグッドデザインマーク﹂に審査委員を

展望をお持ちですか。

えられた内藤さんですが、専門教育にはどんな

版会、二〇一一年）で若者たちの問いかけに答

と若者たち 人生をめぐる一八の対話』（鹿島出

んどチャンピオンにはなれない。最近、アンデ

なスポーツになりましたが、イギリス人はほと

ンはテニスのルールを確立し、テニスは国際的

内藤 そんなこと言いましたね。ウィンブルド

ました。

つくれればいい。

がデザインの可能性を広げるチャンスと舞台を

か、柔道型に進化するか。いずれにせよ、日本

うね。ここから、ウィンブルドン型に進化する

年を境に、この国の世界に対する向き合い方が
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「デザインあ」と「デザインあ展」
﹁デザインあ﹂
︵前出：一二四ページ︶
。
﹁デザインあ展﹂
は佐藤卓ディレクショ

を実現できる若者はどれだけいるんだろう。落
ちこぼれることに極度に敏感になっている若者
教育に関連しては、NHK の教育番組

が多い日本の、教育の問題でもありますね。

─
「にほんごであそぼ」のアートディレクター、同
「デザインあ」
の総合指導を担当している佐藤さ
んのお考えを聞いてみたい。
「デザインあ」
は二
本賞」で、幼児向けカテゴリーの最優秀賞（総

〇一五年の教育メディアコンテンツの祭典「日
務大臣賞）を受賞しました。

ンが遍在していることを楽しみながら分かって

しょう。教えられるのは必要な知識の一割にも

綱にはなかなかなれない。柔道は日本発で世界

時に悩みそこなっている。

もらうことに心を砕きました。子どもの頃から

ア各国に巡業し、一定の参加をみているといっ

振興会は、今は相撲型に近いイメージでアジ

満たない。だから、専門領域に対する考え方や

「デザインの解剖展 身近なものから世

佐藤 理事会での事業報告によれば、昨年度、

たところかな。

アジア諸国と連携を深めた
五〇周年後のGマーク

インドの﹁インディアデザインマーク﹂
、
﹁シン

県芸術文化センターなどでは入館者数が予想を

り方はウィンブルドン型か、相撲型か、はたま

タイの﹁デザインエクセレンス賞﹂をはじめ、
二〇〇八年のタイ王国の参加以来、アジ

はるかに超えているとのことですね。

内藤 あの対話の中で感じたのは、みんな迷っ

ィ・マレーがそのジンクスを覆しましたが。相

少し脱線しますが、大阪万博開催の一九七〇
ているな、ということ。ほとんどが自分の生き

ところで、東京大学景観研究室編の『内藤廣

内藤 拡大傾向の今はどの型でもいいんでしょ

─

臨み方をできるだけ語るようにしました。

の教育がとても重要だと思います。

＊

佐藤 ﹁にほんごであそぼ﹂は教育番組でデザ

聞き手の森山明子氏

た柔道型か、と問いかけたことがあったと聞き

〇〇〇人超を記録しました。また内藤さん設計

三年開催の「デザインあ」の入場者は二二万五

〇〇〇人超の入場者を数え、同じ会場で二〇一

界を見る方法」は八一日間の会期中に一二万五

─

7

ンで二〇一三年、
にて開催。

（Photo : Masaya Yoshimura）

7

世界を学ぶ
く、手で学ぶのだと言ったほうがいい

︿われわれは、
ただ聞いて学ぶだけでな
かもしれない。
﹀
︿限りないものに触れ
ること、しかしその限りないものをほ
んの少しずつでも学び続けることこそ
が、人にとって、この地上にあること
の意味なのではないか、と思ったりも
します。
﹀
︵小林、p・234 │ 235︶
界に依存していない。これが一番強い

︿世界のことを知っていて、
なおかつ世
人間のあり方だと思います。
﹀
︵内藤、
p・323︶

「デザインの解剖展」
で二〇一六─

1
2
_
1
2
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一七年に佐藤卓ディレクションで開催
から世界を見る方法﹂
。
創立一〇〇年を

された企画展で、副題は﹁身近なもの
迎えた株式会社明治の五つの商品を解
剖するもの。

げは自らの意志で相手を投げに行く技、巴投げ

に変わったのでは、と思っています。背負い投

﹁背負い投げ型﹂から﹁巴︵ともえ︶投げ型﹂

ところにいるのか、について鋭敏な感覚をもっ

やはり世界、あるいは人類がいま、どういう

います。だから﹁価値の転倒﹂を実現できる。

も﹁西﹂も、世界を学ぶという姿勢が徹底して

織技術にも精通している。一生さんには、
﹁東﹂

は、ぼくらが学んだデザインはモダンデザイン

企画したいくつかの展覧会を通して感じるの

うのです。

どう見られているかを知ることも含まれると思

佐藤 世界を知ることには、日本のデザインは

ったと思いますので、元に戻ったと言えるかも

佐藤 高度成長の前はそもそも﹁巴投げ型﹂だ

い気もしますが。要は相手次第ということ。

﹁国技﹂になったのではないか。多少、情けな

商業国家として生き延びることにしたこの国の

ってくるものでなければならないわけです。そ

くまでも自分自身の身体的な感覚から湧き上が

破壊して未来を開いていく。そして、それはあ

デザインというのは、破壊です。既成のものを

ひとりよがりな、自己満足のデザインになる。

ていなければならないですね。そうでないと、

九三〇│二〇〇二年︶さんが﹁下手物﹂を取り

展﹂で田中一光︵グラフィックデザイナー。一

にロンドンで開催された﹁ジャパン・スタイル

覚することは自信につながります。一九八〇年

日本のデザイン！﹂と映るようです。それを自

る狭量さです。モダン以前のデザインも﹁それ、

だったけれど、それだけを日本のデザインとす

＊

身の技です。これが一九七〇年を境に、完全に

は向かってくる相手の力を利用して投げる捨て

しれませんね。

のためには学んで、破壊しないといけない。そ

込んだ庶民文化のパワーを積極的に提示したの

そうした見解と、二〇〇一年以来続けて

-

解剖展の最初は﹁ロッテ・キシリトールガ

とを、今や否定はできません。

かけず、大量生産品を流通させる必要があるこ

ためには、効率良く、環境にできるだけ負荷を

佐藤 急激に増加している世界の人口を支える

ンの解剖」とはどう関係しますか。

いるおもに大企業の製品を対象とする「デザイ

か。

─

は、先駆的なデザイン観なのではないでしょう

のハードルは相当高いと思うのです。

身体性の特質は
論理で洗うことが必要
小林 七〇年に鮮やかにデザインの転換を遂げ
たのは三宅一生︵デザイナー、一九三八年生ま
れ、二〇〇〇年には﹁A POC﹂がグッドデ
ザイン大賞受賞︶さんですよね。まさにパリ・
コレの世界から戻ってきて、日本の民衆レベル
の伝統的なファッションを発見するわけではな
いですか。
そこには、日本人の身体の発見もあった。だ
が、それをそのまま日本の伝統文化として世界

＊

ム﹂で、今回は創業一〇〇年を迎えた株式会社

明治の五つの製品を取り上げ、
﹁デザインの解

:

せん。

身の回りにあるものさえぼくらは本当は知りま

っているかが見えてきます。見ているようで、

仕組み、大量生産・大量消費の裏側で何が起こ

インのメスを入れることで、産業社会の意外な

企業秘密に触れるような製品の深部までデザ

した。

剖展 身近なものから世界を見る方法﹂としま

9

にもっていこうなどとは考えていませんよね。
たとえば﹁タトゥ﹂や﹁丹前﹂
﹁正花木綿﹂と
いった伝統的な要素が、時代の世界的な文化と
「タトゥ」は、一九七〇年に相次いで亡

結合されている。

─

くなったミュージシャンのジミ・ヘンドリクス
とジャニス・ジョプリンへのオマージュを込め
た綿ジャージーのボディウエアです。
小林 パリの五月革命やニューヨークの反体制
のうねりも身を以て経験し、国内外の産地の製

Gマーク大全

205

8

8
9

（Photo : Satoshi Asakawa）

付け加えるならば、想定外、予想外のことが

ンジニアだと思います。

起きた時に、的確な判断を下せるのが本当のエ

小林 テクノロジーは普遍的な論理の側にあり、

上首尾の時期こそ
創造的破壊に期待する
内藤 G マークの原点には、戦後復興、外貨

生物である身体はみずからを破壊するようには

＊

獲得、販売促進、知的財産権尊重などがあった

＊

二〇〇五年の島根県芸術文化センター

できていません。

─

＊

から、静岡県草薙総合運動場体育館、そして本

る熟考は歴然としています。そして、後者二件

人の営みにデザインが関わらない分野は何ひと

AI の前に、あるいは AI と関連づけても、
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すべての物事は、実はやってみなければ分か

らない。やってみてさらに途中で良いことに気

206

証言─グッドデザインの60年

勇気・覚悟
力があるのならば、たとえそれがどれ

︿もしまだ自分のうちに現実を変える
だけ困難であろうと、それを行使して、
地上という条件づけの多重システムを
変えるべく行為するしかない。それは、
ほとんど勇気の問題であり、覚悟の問

と聞きます。こうした原点から見えるグッドデ
ザイン賞の今後の課題について意見交換しまし
ょうか。

の設計は復興のための頻繁な東北行きと並行し

年開館の富山県美術館まで、技術と素材に対す

の伸びがすごく、欧州も米国も意匠出願は増え

ていました。

知的財産については発明も意匠も中国

て、
日本だけがずっと減少しています。また、
グ
応募はないけれど、全体として相互補完し合っ
て好ましい」といった審査総評が続いたような
気がする。でも、突出したデザインにも期待し

一九二七─二〇一三年︶さんは﹁永久革命﹂を

佐藤 人工知能︵AI︶の行方も気になります。

謳いましたが、論理で破壊しないと﹁型﹂は壊

ませんか。

どの国でもイノベーションが謳われている中

つないわけで、政治も経済も福祉も教育の仕組

その流れは加速するばかりでしょうから、まっ

で、圧倒的なオリジナリティーを感じさせる日

せないのではないかな。

みもデザインです。

佐藤 大賞はじめ、G マークの最近の上位受

本デザインは今のところ減っています。その意

内藤 ぼくはテクノロジーこそが既成概念の破

例にとれば、展覧会のテーマは無限にあるとい

たく新しい車の出現などにも期待します。たと

味でも過渡期なのでしょう。

壊の契機になると考えています。でも、建築の

うことです。

賞者には大企業から独立したベンチャー企業や、

小林 圧倒的と言うためには、破壊する勇気が

場合は新しい技術を用いるときには、あらゆる

小林 必要なのは勇気ですよね。ちょっと変え

えば、スピード感をまったく意識していない形

ないといけない。ぼくは先に身体性に根差した

ことを考えて用意周到である必要があります。

るだけではだめなのです。

個人の創作者も見られるようになりましたので、

デザインが大事だと発言しましたが、ここにも

その意味で建築は保守的にならざるを得ない側

佐藤 マーケティング調査を重視しすぎると新

の車など。

落とし穴があって、身体とはもともと保守的な

面があります。既成概念を打破して未来に行き

しいものは生まれず、その結果、だれも責任を

＊

もので、日本文化に顕著な﹁型﹂がそうあるよ

たい気持ちと、目の前にある物の世界をコント

とらない体制もだめですね。

＊

うに、論理による型の再検討なしには、ただの

界で仕事をしています。とくに、
﹁ ・ ﹂以

ロールしきるという責任。いつもこの矛盾の境

転換期なのです。

デザインが対象とすべき領域は
無限に広がる

ッドデザイン賞五〇周年あたりから「突出した

─

12

題です。あるいは決意性と言ってもい
い。
﹀
︵小林、p・228 │ 229︶
︿創造的な力は、大胆に構想し、最後は
それを戦略化し実行に移す。その決断
する勇気に宿る。
﹀
︵内藤、p・263︶
いう覚悟が必要だ。本来は不可能なこ

︿伝わらないものを伝えようとする、
と
とを何とか伝えようとする。ここにこ
そ、創造の醍醐味がある。
﹀
︵同、p・
20︶

テクノロジー
ほど用心深くなくてはならないし、あ

︿新しい技術に挑戦する時には、
過剰な
らゆる想像力を駆使しなくてはならな
い。
﹀
︵内藤、p・159︶
︿感性の側か
ら技術とコストに精神を与える。
﹀︵同、
p・59︶

13

リエーションと勘違いする人が多いと思う。セ

降はその気持ちが両方とも強くなりました。

11

11

島根県芸術文化センター
︵内藤、二〇〇五年︶

14

引用・応用になってしまうんですね。応用をク
ゾングループの堤清二︵実業家、作家・辻井喬、

3

10

10

11

12

会はほとんどの場合︑そうなっていないんです

変更しながら進むべきなんです︒でも︑現代社

づくこともあるから︑その場合は予定を柔軟に

佐藤 小林さんのお話を聞いて︑元気というか︑

組まないと間に合わないかもしれませんね︒

内藤 確かにそうだと思いますが︑早めに取り

インのことを言いたいです︒

勇気が湧きました︒

よね︒

小林 だれかがつくったルールに則る﹁ゲー

内藤 そして景気︒G マークでは応募数も応
募社数も増え︑世の中の景気も悪くない︒こう

─

生き方と言ってもいいのですが

ム﹂

─

いう時は︑産業界でもデザイン界でも創造的破

ではなく︑どんなにささやかであっても自己の

り方としてそんなイメージをもっています︒
モダンデザインの起点にあるミース・フ

小林康夫（こばやし・やすお）

青山学院大学院総合文化政策学研究科特任教授︑東京大

学名誉教授︑日本デザイン振興会評議員

士課程修了︑パリ第 大学テクスト記号学科博士号取得︒

一九五〇年東京生まれ︑東京大学大学院人文系研究科博

専門は表象文化論・現代哲学︒
﹃知の技法﹄
﹃知の論理﹄

年︶が話題となる︒
﹃建築のポエティクス﹄
︵彰国社︑一

﹃知のモラル﹄
︵共編︑東京大学出版会︑一九九四│九六

九九七年︶など建築・ファッションに関する著作もあり︑

肉

三宅一生デザイン文化財団理事︒近著は﹃君自身の哲学

へ﹄
︵大和書房︑一九一五年︶
︑
﹃オペラ戦後文化論

.
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﹃同 2005 │ 2013
│ 2004 素形から素景へ ﹄

〇八│一三年︶があり︑近著は﹃内藤廣の建築 1992

﹃環境デザイン講義﹄
﹃形態デザイン講義﹄
︵王国社︑二〇

ど︒東京大学での講義を集成した﹃構造デザイン講義﹄

表作は海の博物館︑牧野富太郎記念館︑富山県美術館な

研究科社会基盤学専攻助教授︑
教授︑
副学長を務める︒代

務所を設立︒二〇〇一│一一年︑東京大学大学院工学系

務︑菊竹清訓建築設計事務所を経て︑内藤廣建築設計事

スペインのフェルナンド・イゲーラス建築設計事務所勤

一九五〇年横浜生まれ︑早稲田大学大学院修士課程修了︒

建築家︑東京大学名誉教授︑日本デザイン振興会評議員

内藤 廣（ないとう・ひろし）

二〇一六年︶
︒

年︶
︑
﹃表象文化論講義 絵画の冒険﹄
︵東京大学出版局︑

体の暗き運命 1945 │ 1970﹄
︵未来社︑二〇一六

1

壊は起きにくい︒

自分と異なる人やモノとの勇気ある出会いと共

中に生まれつつあるゲームを直視する︒それも︑

考停止して機能しなかった半年くらいは︑戦後

同作業を通じて自分を再組織化する︒今後のあ

知る限りでは︑
﹁ ・ ﹂の直後︑行政が思
社会全体を見直し︑根底から変われる可能性は
かなりあったと思います︒しかし復興のその後

─

ァン・デル・ローエの「

は冒頭で述べたとおりです︒何も見直すことは
なく︑現行制度の延長でやってしまった︒変わ

て、一九七〇年代生まれのデンマーク人建築家
」を、同

」に対し

れる大きな機会を逸したのです︒シリアスに考

ビャルケ・インゲルスは「

じ世代の米国人デザイナー、ザック・リーバー

えすぎかな︒
佐藤 シリアスとは逆の言い方になるかもしれ

マンは「

」を標榜しています。コン
x
u
n
i
L

以来の流れでしょう。
きる﹂思想を孕んでいるんですよね︒個人で生
きる勇気︑その上で他者とつながって生きる勇
気︒自己の固定観念を破壊し︑世界を知り︑つ

素形から素景へ ﹄
︵TOTO 出版︑二〇一三│一四年︶
︑

﹃場のちから﹄
︵王国社︑二〇一六年︶
︒

佐藤 卓（さとう・たく）

館長︑
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﹂
﹁テマヒマ展﹂
﹁デザインあ展﹂
﹁デザインの解

年︶
︑
﹃塑する思考﹄
︵新潮社︑二〇一七年︶
︒

ト︑二〇〇六年︶
︑
﹃デザインの解剖﹄
︵平凡社︑二〇一六

当︒著書は﹃クジラは潮を吹いていた︒
﹄
︵トランスアー

アートディレクター︑同﹁デザインあ﹂の総合指導を担

剖展﹂などを企画︒NHK E テレ﹁にほんごであそぼ﹂

﹁

三 宅 一 生︑ 深 澤 直 人 と と も に デ ィ レ ク タ ー を 務 め︑

牛乳﹂
など︒二〇〇七年開設の

の代表作は﹁ロッテ キシリトールガム﹂
﹁明治おいしい

勤務を経て︑佐藤卓デザイン事務所を設立︒パッケージ

一九五五年東京生まれ︑東京藝術大学大学院修了︒電通

振興会理事

日本グラフィックデザイナー協会副会長︑日本デザイン

グラフィックデザイナー︑
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ながってゆく行動︒そんなことを未来に向って

10

静岡県草薙総合運動場体育館
︵内藤︑二〇一五年︶

富山県美術館
︵内藤︑二〇一七年︶
﹂
︒

ませんが︑G マーク制度はインダストリアル

＝

」に代えて「

デザインに限らず間口が広いことが特徴で︑そ

ピュータ OS、

＝

こに希望があるのではないでしょうか︒さまざ

小林 デザインはもともと﹁みんなと一緒に生

＊

まな営みの中で︑デザインだけがカテゴライズ
できないことを体現しています︒

デザインが孕む思想は
「みんなと一緒に生きる」

言いたいな︒
小林さん、内藤さん、佐藤さん、ありが
とうございました。鼎談はこのあたりで終わり

─
ります︒でも︑最近︑フランス国民は既存の左

にします。

フランスもその他の国も大いなる迷いの中にあ
派でも右派でも︑いわゆる中道でもない︑奇妙
にど真ん中を行く大統領を勇気をもって選択し
ました︒むしろ日本人は迷いが少ないのが問題
かもしれない︒迷うにも勇気がいる︒ぼくは︑
迷いによって不断に問いかけ続ける時間のデザ

1

11

小林 世界中が迷っていますよね︒イギリスも

15

英 文 名 称 は﹁
が明記されている︒

カテゴライズ
指標になっているがゆえ︑デザインは

︿現代社会は︑何より経済が豊かさの
経済の道具のように理解されることが
多い︒何より︑現代社会は︑経済と文
化を分けてとらえ過ぎている︒しかし︑
デザインであれば︑経済と文化をつな
ぐことができる︒
﹀
︵佐藤︑p・6︶
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地方産業デザイン開発実施指導事業
日本産業デザイン振興会が一九七五年
に開始。それまでに手掛けた様々な地
方企業支援策をデザインという視点か
ら統合した事業で、全国の府県と連携
して主要産地を対象に一〇年間に渡っ
て展開し、報告書を発刊。

ヘアドライヤー カールブラシ
ソバージュ・ヘアスタイル用に開発。
先
端からだけ温風が出るアタッチメント
とした︵東芝、一九八九年︶
。

─

聞き手：
二〇一七年八月四日
川上デザインルーム

昨日、ビッグサイトを会場とするグッド

デザイン賞の二次審査会が終わったばかりです

た時でしたね。紡績工場をリノベーションした

もので、利用者が自主管理を行う市民主導とい

う運営も新しかったのです。まさにデザインの

加えて今年はロングライフデザイン賞の審査委

〇一五年から三回と四度目ということになり、

査委員を務め、審査副委員長は二〇〇九年、二

江さんは二〇〇三年からグッドデザイン賞の審

の一九九七年、総合審査委員長でした。柴田文

振興会会長でいらっしゃいますが、民営化前年

川上元美さんは二〇一三年から日本デザイン

た G マークから﹁新領域﹂や﹁コミュニケー

めだったように思います。対象が製品主体だっ

企業が応募するものといった傾向が強かったた

いった意識はありませんでした。G マークは

積極的に応募し選定されることを目標にすると

開発実施指導事業の委託もありました。その間、

結構やりましたね。それと、地方産業デザイン

川上 G マーク商品選定の時代、審査委員は

九〇年から三年間、ドライヤーやシェーバーと

柴田 東芝のデザインセンターに勤務した一九

い出来事でした。

﹁ナノパス ﹂などの立て続けの大賞が印象深

組﹁にほんごであそぼ﹂
、インスリン用注射針

ット﹁AIBO﹂や﹁モエレ沼公園﹂
、TV 番

イン、一二五の物語﹂に収録されている、ロボ

デザイナーを土台で支える
制度としてのグッドデザイン

員長でもあります。お二人は幅広い製品を手掛

ションデザイン﹂
﹁インタラクション﹂部門が

いった理美容小物を担当しました。
﹁ヘアドラ

ね。お疲れ様でした。

け、海外でのデザイン賞受賞が多いことで共通

新設され、またサプライサイドからディマンド

イヤー カールブラシ﹂が、そうした例です。

願と G マークの応募は、担当したデザインが

インハウスデザイナーにとって、意匠登録出

＊

ミレニアム年前後は、本書の﹁一二五のデザ

しています。ですから、モノと人との関係を中

の兆しを強く感じたのは、総合審査委員長だっ

サイドの視点へと移行するなかで価値観の変化

社会化への領域拡大でした。

心に、審査委員として、また応募者として、民

た一九九七年。金沢市民芸術村が大賞に選ばれ

＊

営化前の G マーク商品選定についても触れて
いただけるものと思っています。

2
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川上元美『雅致─川上元美の家具─』
装幀：松永真、エディトリアルデザイ
ン：坪内祝義︵六耀社、一九八八年︶

社もありますし、退社してからもその製品が市

いましたね。意匠登録になると報奨金を出す会

社内で認められた証ですので、だれもが喜んで

ヤリティーと売り切りの比率は二対八。海外企

いうわけではないので、川上さんとは逆にロイ

着しているようですが、私の場合は家具中心と

柴田 八割とはスゴイ。家具ではその方式が定

そんなことはありません。

川上 そうでしたか。
﹁雅致﹂という名前の一

致』発刊時の川上さんとほぼ同じです。

る、もうひとつのカタチ』を出した年齢が『雅

生で、後に柴田さんが『あるカタチの内側にあ

美の家具─』発刊の時に柴田さんはデザイン学

＊

が支払われるんです。私は七、八年間それを受

場にあればロイヤリティーに相当する額の一部

連の家具を出していたことから、装幀を依頼し

た松永真さんが書名に勧めてくれたんです。共

＊

業とでは川上さんと同じことも起こります。

デザインにおける
一般解と特殊解

け取りました。
入社時の契約次第でしょうが、意匠権はすべ
て会社のものというわけではなく、本来はデザ
イナーの権利なのです。

お二人は幅広い仕事を手掛けている点

に東京藝術大学工芸科デザイン専攻の一期生で、

そんなことから、ウイスキー﹁NEWS﹂やイ

ンスタントコーヒー﹁

﹂な ど の 仕 事 を

一緒にしました。四八歳ですからようやく仕

─

で共通しますが、生年を確認すると二五年の差

フリーランスになると G マークの意味

は変わりますか。

＊

事の土壌が整ってきたという思いと、デザイン

味方です。
そのあたりは重要ですよね。ところで川

インコンペティション 海南﹂で部門賞をいた

せんでしたよ。そもそも仕事がなくて、
﹁デザ

から、特殊解といえる依頼などまったくありま

私の事務所設立はバブル崩壊後の九四年です

ょうか。

﹁HANA﹂
、キャビネット﹁TAE﹂などでし

＊

に 収 録 さ れ た テ ー ブ ル﹁UTA﹂
﹁ROU﹂

柴田 特殊解とは、
﹃雅致﹄で﹁加飾の試み﹂

すが、それは長くは続きませんでした。

ンが求められ特殊解を受け入れてもらえたので

下の金融機関などから、高価でも特別なデザイ

るデザインを﹁特殊解﹂とします。バブル経済

も存分に引き出してトコトンやり切ったと思え

言えば大トロの部位の素材の魅力や、職人の力

般解﹂に対して、ワン・オフのものやマグロで

だれにでも受け入れられることを目指す﹁一

た。

性と非日常性との間で、迷いもあった時期でし

の自称﹁一般解﹂と﹁特殊解﹂
、あるいは日常

があります。川上さんが作品集『雅致─川上元

から。その意味で、G マークはデザイナーの

イナー名を表示できることは基本中の基本です

フリーランスのモチベーションにとって、デザ

グッドデザイン賞そのものに意味があるんです。

ばかりが注目されがちですが、その大本となる

大賞、金賞、ベスト一〇〇といった特別な部分

はそうした旧時代的な対応を阻むことができる。

うとする企業があるわけで、グッドデザイン賞

あります。今でも、外部デザイナー起用を隠そ

ことで﹁人格権﹂を主張できるといった効果が

記載が義務づけられていて、G マークをとる

柴田 変わるんです。応募書類にデザイナー名

─

y
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柴田文江『あるカタチの内側にある、
もうひとつのカタチ』
アートディレクション：葛西薫
︵ADP、二〇一二年︶

松永真
グラフィックデザイナー。一九四〇年、
東京生まれ、東京藝術大学工芸科グラ
フィックデザイン専攻卒業。資生堂宣
伝部勤務を経て事務所開設。﹁半径 メ
ートルの発想﹂を持論に多領域で活動
する。一九九七年の G マーク総合審査

─

上さんのデザイン料は売り切りですか、それと
もロイヤリティー方式ですか。
川上 昔からロイヤリティー方式を原則として
います。空間設計やプロダクトでも、事情でそ
うできないケースもありますが、仕事の八割ほ
どはロイヤリティー方式です。ただし海外企業

6

委員長。

TAE
シルクスクリーンドットの甲板、メー

﹁妙﹂を意味するバー・キャビネット。
プル材の格子扉などが特徴
︵ヤマハ、
一
九八六年︶
。

4

だいたことをきっかけに、フリーになって初の

'96

3

5

製品化が実現したのでした。
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には請求しないとロイヤリティーを支払わない
といったケースもあるんですよ。日本企業では

3

3
4
5
6

ごった返して荒れ放題の「ゲレンデの真ん中を

ッコよく滑る「特殊解」に対して、
「一般解」を

加した折には、バウハウス・ミュージアム設立

川上 二、三年前に北京のデザインフェアに参

とまりがいい﹂といった形容が目立ちます。

は語られません。その代わり、審査会では﹁ま

滑る」ようなものだ、と表現したことがありま

が熱心に語られていたんです。日本へ留学経験

柴田さんは人の少ない林間コースをカ

したね。

のある中国の教授陣の多くは、そのシンポジウ

─
柴田 何げなしに手にした製品のデザインが良

ムで﹁日本からバウハウスを学んだ﹂とのこと

i
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o
r
a
i
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n
a
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n
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わが国には海外の思潮を表層的に受け入れ流し

ソッド化しようとしているように見えました。

でしたが、今バウハウスを通しての美意識をメ

いものだった、といったことが理想です。家電
や雑貨の業界は経済的に折り合える﹁暫定チャ
ンピオン﹂ばかりを市場に投入していますが、
適正な価格の﹁チャンピオン﹂という一般解も

みずみまでそうした文化が反映していました。

ば飯茶碗から印籠、根付けといった日常品のす

この国にはかつて豊かな町人文化があり、例え

の眼差し﹂と題して書いたことです。

柴田さんの作品集に私が﹁デザインすることへ

ありながら存在感が際立っていますよ。これは

さにあふれ、機能性の先にある美学は控えめで

いながら、柴田さんのデザインは優しさと厳し

川上 ﹁荒れたゲレンデの真ん中を滑る﹂と言

あります。

に、デザインが手つかずの製品分野がまだまだ

三年から審査をしていますが、美しいかどうか

ーがない感じで、関係はフラットです。二〇〇

も増えました。今は審査委員の間にヒエラルキ

んどいなかったフリーランスの女性デザイナー

ましたよね。私が審査委員になった当時はほと

柴田 審査委員に任期制を敷いたため、若返り

う議論されているのでしょうか。

増えた G マークの審査の場で、美や美意識はど

います。いわゆるデザイナーでない審査委員が

った価値を代表する「美意識」を全面に出して

とし、論理的思考に代えて「真・善・美」とい

年）では、
「名門美術学校の意外な上顧客」を序

えるのか？』
（山口周、光文社新書、二〇一七

やベネツィア・ビエンナーレ中止などで変化の

ィ建築事務所勤務時はミラノ・トリエンナーレ

評価軸が定まりにくい点が問題でしょう。直感

ザインを取り巻く環境の広がりが性急すぎて、

るという共通性はあります。いずれにしろ、デ

もっとも、理念は別でも日本には簡素を志向す

ラノでは話題にのぼることはなかったですね。

していたのが私の学生時代、その後に働いたミ

バウハウスへ留学した水谷武彦が授業を担当

ます。

から日本の美意識を育んでゆくことが求められ

＊

川上さんがアンジェロ・マンジャロッテ

＊

的な美への複眼的眼差しも必要かと思います。

─

化のもとでバランスのとれた感性の多様な交流

上から下へと流れるのではない美意識の高さは、

が議論の俎上にのることはほとんどなくなりま

時期でしたが、やはりイタリアに一番興味があ

ていくといった曖昧な傾向がありますが、国際

他の国にはなかなか見られないものでしょう。

した。話されるのは応募作が生まれた背景や物

ったのですか。「デザイン国際化時代のパイオニ

あり得るのではないかと思うのです。それ以前

柴田 上から目線のデザインは機能しないとの

語や仕組みであって、専門が異なる審査委員の

ア─川上元美、喜多俊之、梅田正徳の椅子デザ

川上 われわれは家具では第三世代と呼ばれた

ます。
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水谷武彦
デザイン教育者。一八九八─一九六九
年。東京美術学校図案科第二部
︵建築︶
卒業、出身校で助教授の任にあった一
九二七年、日本人唯一人の国費による
バウハウス留学者となる。復職後は構
成原理などを担当。その経緯は長田謙
一﹁封印されたバウハウス─水谷武彦
の記憶﹂
︵二〇〇六年︶に詳しい。

アンジェロ・マンジャロッティ
）

イタリアの建築家、
工業デザイナー、
彫

（
刻家。一九二一─二〇一二年。ミラノ
工科大学建築科卒業、イリノイ工科大
学客員教授を経てミラノで事務所開設。
素材と技術の扱いに長けた巨匠で、日
本人の建築家・デザイナーを多数受け

思いを強くしています。デザインの現場でも、

間で美しいかどうかは、感じてはいてもあえて

イン─」
（武蔵野美術大学美術館、二〇〇五年）

葉にする必要がなく、それがまったく異なれば

場でも同じで、美の基準が似ている者同士は言

りしますが、一九六〇年代後半の社会変革の時

バブル経済に向かう時期の特殊解だけでなく、

G マークの審査の場でも、そうしたデザイン

言葉にはしない。

美を感じながら、
審査の場で言葉にはしない

言葉にしても通じない。いずれの場合も﹁美﹂

の三人はどなたもイタリアで仕事をなさってい

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛

これは企画や技術の方々が揃うデザインの現

7

入れ、二〇〇四年にギャラリー間で個
展開催。

川上元美氏

は﹁いいね﹂という共感が得られません。

─

8

7
8

ソニー製のテレビモニター
二〇一七年グッドデザイン賞受賞。有
もあって超薄型
︵BRAVIA A1 シ

機 EL 使用、モニターがスピーカーで
リーズ、ソニー・ソニービジュアルプ
ロダクツ︶
。

菊竹清訓
建築家。一九二八─二〇一一年。福岡
県生まれ、早稲田大学工学部建築学科
卒業、竹中工務店などを経て事務所開
設。
﹁代謝建築論 か・かた・かたち﹂
を掲げ、メタボリズムを提唱する。代
表作は﹁スカイハウス﹂
﹁出雲大社 庁
の舎﹂
﹁東光園﹂など。

体にフィットするソファ
異なる二つの布地を用いて、クッショ

期で、同じイタリアでもモダン、ラディカルデ
ザイン、ポストモダンと、向き合った思潮は異
なるようですよ。アメリカ、北欧、イタリアと

モノと人をつなぐ
カタチの
「湿度」「コク」
人とモノとの関係で、柴田さんが作品集

＊

いけない美学や倫理とも関係します。
﹁カ・カ

タ・カタチ﹂を説いたのは建築家の菊竹清訓さ

んですが、カタ＝型をつくりながら、カタ﹁チ

にもつながりますか。

次元

けですね。それはひょっとして、
﹁テマヒマ﹂

＝血・乳﹂の温もり、血の通ったものというわ

ています。書名が彫刻家ヘンリー・ムーアから

柴田

に書いた「湿度感のあるカタチ」に興味を持っ

─

されて行き先はイタリアとなりました。

来ていることも示唆的です。

でした。画面が振動して音が出るんです。美し

ーを前にして起こったことで、ちょっと感動的

それは圧倒的に美しいソニー製のテレビモニタ

嘆のため息が会場を支配した場面がありました。

ところで、今年の審査会で言葉にならない感

ていた感がありました。

ウルム造形大学の理念や美意識はしっかり生き

学んだ武蔵野美術大学の教育ではバウハウスと

工業製品は﹁一般解﹂になりがちですが、デ

果を﹁湿度感を伝える﹂と表現したりしました。

ギー﹂などなど⋮⋮。そうしてデザインした結

型﹂
、育児用品なら﹁子どもの生命力やエネル

理由のようなもの。体温計であれば﹁母の典

タチに潜む、測ることのできないカタチの存在

何かというと、インタフェースとして見えるカ

集のタイトルに含む﹁もうひとつのカタチ﹂は

す﹂と言ったことがあります。それなら、作品

柴田 ﹁かたちはデザインのインタフェースで

ます。一方でデザイン指導やコンサルティング

深入りしないといった傾向があると自覚してい

モノにも個体距離を設け、これ以上ユーザーに

川上 私は、動物に個体距離があるように人と

与えないものが好まれているようです。

しては半透明で未完成、決して威張った感じを

行けるアイドル﹂に近いということ。存在感と

じることは、人々が求めるデザインは﹁会いに

はそうです。ここ数年の G マークの審査で感

かけているわけではないのですが、思いとして

CAD を使いますので、物理的にテマヒマを

先の新書の論理構成では、経営にとって

はあるのだと思います。

＊

さを語る共通言語はなくとも、普遍的な美しさ

ザインされたモノを入手したユーザーが﹁自分

─

のみでは満足できず、かたちの﹁フィニッシ

ート×テクノロジーの時代』
（宮津大輔、光文社

川上 その湿度とは柴田さんの肌感覚でしょう

度﹂なんです。

「アート」と「サイエンス」は対立概念で、
『ア
新書、二〇一七年）において「アート」と「テ

ュ﹂までやりたい性格なんです。

家具、とりわけ椅子ではカタチの「チ」

れていますが、それらに今回、川上さんの椅子

を感じさせる G マーク受賞作が本書に収録さ

「KISARAGI」
（飛騨産業、二〇一四年）

が、
﹁コク﹂でもあるのでしょうか。変えては

ぐのがデザイン、アートとデジタルテクノロジ

川上 アートとサイエンス、そして人とをつな

クノロジー」は結合の関係にあります。

─

のモノ﹂と感じて欲しい。そうなるための﹁湿

実際のデザインプロセスでは

柴田 川上さんと時代は異なるのですが、私が

ダニスト、マンジャロッティの作品集に心動か

いずれも魅力的に感じましたが、私は最後のモ

10

医療、食糧自給率、精神病理学など、異なる専

普遍の問題を超え、デザインが宇宙開発、先端

ふうに考えることができるかもしれない。個と

トデザインとテクノロジーは一心同体。そんな

ー結合の結果も未来志向のデザイン、プロダク

身体を支えるのみならず、背後に文化や様式を

方で古い素材に新しさを発見することがある。

ける点で特別です。構造や新素材を探求する一

川上 家具は建築家とデザイナーの両方が手掛

が加わりました。

＊

一個の建築に相当すると思えたりもします。

包含し空間性を有することから、一脚の椅子が
持ち続けたく思います。

門分野間の﹁結び役﹂となるという夢はずっと
柴田文江氏

ンのように使えるロングセラー商品
︵無印良品、二〇〇三年︶
。

3

柴田 素材について言うなら、
﹁体にフィット

11

するソファ﹂は、伸縮性の高いジャージ素材と
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9

9
10

11

固い帆布を使い分けて、体の沈み込み方に深浅

日本のグッドデザイン運動
その二つの系譜
本書の「証言」のパートには榮久庵憲司・

川上 私は、G マーク選定よりコミッティー

す。

う感じますか。

解のような気もしますが、デザイナー自身はど

い流してもなお残るカタチの個性とするなら正

われる」と書きました。その理由を、我欲を洗

文に「建築家の場合、建物は設計者に似ると言

験ができました。大学院では環境デザイン学科

といった各工房で多様な素材や技術に触れる経

川上 学生時代はデザインや金工、漆芸、陶芸

門分野をもたない専門家」と言ってました。

を拠点とした細江勲夫さんは「デザイナーは専

がる一方ですが、どう感じていますか。ミラノ

を反映しつつ制度の生き残りを図って分野は広

主催のグッドデザイン展︵東京・銀座松屋︶へ

川上 それはあるかもしれないね。体感・体質

の創生期で、人、物、空間の関係性やサーベイ

余談ですが、仙田満さんは『雅致』収録

の出展が先でした。日本のグッドデザイン運動

とフォルムの関係として、またそれ以上のこと

に関心をもち、マンジャロッティ建築事務所で

─

についてくる﹂感じ、座る自由を意図しました。

の差がつくようになっています。
﹁モノが自分

─
＊

松本哲夫対談をはじめとして十八人が登場し、
＊

「一二五のデザイン、一二五の物語」にはイサ
ム・ノグチ、柳宗理、剣持勇、森正洋といった
物故者の名前が刻まれています。お二人が現メ
ンバーである日本デザインコミッティーの一九

は、官と民双方の先達が推進してきたという特

もできませんよね。

の相互介入を体験しましたが、デザインは横断

は建築、インテリア、プロダクトデザインなど
法・論理・芸能といったすべてが含まれる﹂と

インに取り組むのは私にとって自然なことなの

的雑学とも言えましょうか、ボーダレスにデザ

212

証言─グッドデザインの60年

イサム・ノグチ
彫刻家。一九〇四─八八年。米国ロサ
ンゼルス生まれの日系アメリカ人。ロ
ングセラーの照明器具﹁あかり﹂選定、
﹁モエレ沼公園﹂
の二〇〇二年大賞受賞
など、G マークとの縁は深い。

森正洋
陶磁器デザイナー。一九二七─二〇〇
六年。佐賀県生まれ、現・多摩美術大
学工芸図案科で学ぶ。白山陶器勤務後
の一九七八年に事務所開設。ロングセ
ラーの﹁G 型しょうゆさし﹂はじめ多
数の G マーク商品をデザイン。

内田繁

徴がある。両方をつないだのは、仙台に設立さ

﹁日本においてかたちとは、単なるフォルム

もとにグッドデザイン運動に立ち向かったもの

の発言をしたのは、一九六〇年世界デザイン会

＊

れた商工省工芸指導所に勤務した剣持勇や評論

をいうのではない。家・もの・道具・生活・作

五三年の創立メンバーも複数人いらっしゃいま

と言いましょうか、先覚たちが戦後の近代化の

家の勝見勝だったでしょう。まさに時代の希求

で、そのエネルギーは日本のデザイン界に少な

＊

あり環境デザインです。

土木の中でも橋は、スケールの大きい ID で

から依頼があっても違和感はありませんでした。

会に参加していましたので、首都高速道路公団

と五、六年、日本道路協会主導の橋の景観研究

出身で橋の専門家となった大野美代子さんたち

＊

﹁鶴見つばさ橋﹂
︵一九九四年︶も、デザイン

＊

うことです。

です。基本は、中心に人が居て生活があるとい

からぬ影響を与えてきました。

そうです、そうです。内田繁さんも『戦
後日本デザイン史』
（みすず書房、二〇一一年）

工業化住宅が G マークに加わったのは

拡大するデザイン領域を受け
Gマークは方向性を問うものに

〇六─〇九年︶でしたし、日本デザイン振興会
譜を現在につなぐお立場と言えそうです。コミ
ッティーのメンバーに私が加わったのは二〇一
四年ですが、コミッティーが運営する﹁デザイ

─

でその箇所を引用しています。

─

議での亀倉雄策さんではなかったでしょうか。

15

インテリアデザイナー。一九四三─二
〇一六年。横浜生まれ、桑沢デザイン
研究所を卒業し、後年同研究所所長を
つとめる。代表作は山本耀司の一連の
ブティック、茶室﹁受庵・想庵・行庵﹂
など。
﹃インテリアと日本人﹄
﹃戦後日
本デザイン史﹄など著書多数。

細江勲夫
プロダクトデザイナー。一九四二─二
〇一五年。東京生まれ、日本大学大学
院航空工学科修士課程修了。イタリア
でアルベルト・ロッセッリ事務所など
の勤務を経てミラノで事務所を開設。
仕事は多岐に渡り、
﹁バイオテーブル﹂
︵イトーキ︶で G マーク選定。

鶴見つばさ橋

聞き手の森山明子氏

会長ですから、グッドデザイン運動の二つの系

柴田 川上さんはコミッティーの理事長︵二〇

14

一九九一年。民営化後は、デザイン活動の変化

16

羽田空港と横浜ベイブリッジ間を結ぶ
主要橋梁で、六年かけたデザイン。土

12

ンギャラリー 1953﹂は組織の創立年から
来ているんですね。

17

木学会・田中賞、横浜市景観賞受賞︵首
都高速道路公団、一九九四年︶
。

13

12

13

14

15

16

（Photo : 西山芳一）

大野美代子
橋梁デザイナー。二〇一六年没。一九
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ですが、今は﹁京都でパチンコホールを手掛け

柴田 最初は皆が怒る理由が分からなかったの

にも晒されたとのことですが……。

ル「9h」
（二〇〇九年）でしょう。厳しい批判

柴田さんが「都市の寝床」と呼ぶカプセルホテ

いう点でその「鶴見つばさ橋」と対比すべきは、

から橋まで」が加わった仕事でしたね。越境と

マークの役割となったのです。

しい線上にいるかどうかを判断することが G

のに変わった。デザインの完成度よりも、望ま

っちの方に行きますか﹂という方向性を問うも

した。審査の基準が﹁これがいい﹂から、
﹁ど

﹁何が起きるか分からない﹂が合言葉となりま

にも等しい出来事で、初めて無常を実感し、

柴田 現・審査委員の世代にとってそれは戦争

たでしょう。

「審査の視点」を定めました。革新性、信頼性、

私自身への教育効果大ですよ。

ヴ・デザインなどに対する考え方を知る機会は、

か ら 新 し い 世 代 の 人 工 知 能 や スペ キ ュ ラ テ ィ

つくと私はもう長老の部類に入るんです。です

﹁フォーカス・イシュー﹂の議論の場で、気が

柴田 そうなんです。たとえば三年目となった

川上さんの形容として、
「雅致」に「箸

るのか﹂と近隣住民が言いたくなるような事態

川上 未曾有の災害を経験し、価値観の大きな

普遍性、先導性──発表時に新たな価値をもた

─

だったと理解しています。開発チームはホテル

転換の契機になりましたが、そうした判断が応

らし、
人々に支持されてスタンダードとなり、
次

ロングライフデザイン賞は今年、独自の

ロングライフデザインは
生まれながらの普遍性を体現

＊

業界のプロのいない、その意味では素人集団。

募者にフィードバックされ、若返った審査委員

世代のモデルとなり得る。数ある世界のデザイ

﹁成長の限界﹂であって、オイルショックを体

なのは、一九七二年にローマクラブが発表した

川上 デザイン事務所を始めた頃の記憶で鮮明

化と密接ですよね。

ら、今年の﹁審査の視点﹂すべてを満たして余

並びました。発売から六〇年、一五〇年ですか

イスツール﹂とトーネットの椅子﹁214﹂が

が、昨年の受賞二八点には柳宗理の﹁バタフラ

川上 ユーザー推薦を受けて審査するわけです

＊

だからこそ実現したともいえ、心をえぐるよう

すね。

に教育的効果を及ぼすということもありそうで

─

にぶつけて大人になれたプロジェクトでした。

な批判も多数の受賞も含め、自分の思考を社会

験したことでした。そして現在に続く地球環境

りあります。ただ家具に限れば、発売一〇年で

ン賞でもユニークですよね。

問題や ICT の発展の先にあるシンギュラリ

ロングライフと呼ぶのは短かすぎるかもしれな

デザインはいつの時代にも社会的な変

ティー問題の予感もしました。今、G マーク

賞の審査委員長ですが、どうですか。

いな。柴田さんは今年のロングライフデザイン

ですが、この方式だと映像の力がはるかに勝り

プレゼンを経て審査委員と受賞者が投票するの

ぼ﹂が大賞を受賞した場面です。大賞候補作の

のは審査委員となった翌年、
﹁にほんごであそ

柴田 領域の拡大と制度の変化を強く実感した

性﹂を目指して開発し、
﹁あれね！﹂と言われ

理 想 は、
﹁生 ま れ な が ら に 完 成 し て い る 普 遍

明かして賞として取り分けることは大事です。

わもの﹂なのだと思います。それらを、理由を

ノは普通っぽく見えて、実は相当に﹁強者＝つ

柴田 暮らしに定着しているスタンダードなモ

＊

全体を眺める立場で、拡大してゆくデザイン領

メーカーの製品は選ばれないな、と思いました。

る顔となること。その顔の一貫性があれば、形
東日本大震災と原発事故の影響もあっ

うになりました。これは妥当なことで、そうで

は少しずつ変わってもロングライフと認めるよ

その後は毎年、舞台の異なるデザインを比較、

＊

域の将来を読み解く難しさも感じます。

─

21

六三年多摩美術大学デザイン科卒業。
スイスに留学してオットー・グラウス
建築事務所を経験し、帰国後はインテ
リア分野で活動。
﹁蓮根歩道橋﹂
︵土木
学会・田中賞、一九七七年︶以来、数々
の橋梁を手掛け﹁鮎の瀬大橋﹂
﹁謙信公
大橋﹂がグッドデザイン賞を受賞。

9h
ービック、二〇〇九年︶
。前出：一二〇

カプセルホテル ナインアワーズ︵キュ
ページ

「成長の限界」
ローマクラブがマサチューセッツ工科
大学のデニス・メドウズを主査とする
国際チームに委託した研究で一九七二
年に発表。﹁人口増加や環境汚染などの
現在の傾向が続けば、一〇〇年以内に
地球上の成長は限界に達する﹂と警鐘
を鳴らした。

シンギュラリティー
）

技術的特異点と訳され、人工知能が人

（
間の能力を超えることで起こる事態を
指す。その年を想定して﹁二〇四五年
問題﹂としても論じられる。

スペキュラティヴ・デザイン
（
問題解決型のデザインに対し、今ある
世界とは異なる可能性を提示する問題
提起型デザイン。ロンドンを中心とす
る新しい潮流と見なされ、タクラム・
デザイン・エンジニアリング︵代表：
田川欣哉︶などの活動もそれに連なる。

18

評価する激動期です。

─
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21

企業トップにこそ内的な美意識が必須だと思い

レックス）ほか、川上さんの家具の受賞作はい

の増加、さらにアップルのデザイン担当バイス

中国でのデザイン教育や若いデザイナー人口

ます。

くつもあるでしょうが、柴田さんはどうですか。

プレジデントの存在などを知れば知るほど、将

（アルフ
一九七七年発売の椅子「NT」

＊

ないと進化が止まってしまいます。

─
柴田 二七年のデザイナー生活で、ロングライ

来への危惧の念を抱きます。

く変わろうとしています。戦略的なマーケティ

川上 企業のデザインセクションの構成は大き

てもうかがいたい。

必要がありますね。

かります。そのあたり、官民でいい方策を探る

どを利用するベンチャー企業などにも期待がか

い成果が生れない。今後はクラウドファンドな

川上元美（かわかみ・もとみ）

プロダクトデザイナー、日本デザイン振興会会長

ID 専攻卒業、同大学院修了。一九六六│六九年アンジ

一九四〇年兵庫県生まれ、東京藝術大学美術学部工芸科

ェロ・マンジャロッティ建築事務所勤務を経て、一九七

一年川上デザインルーム設立。以来、プロダクトデザイ

ン、インテリアデザイン、環境デザイン等を手がけ、各

多摩美術大学、金沢美術工芸大学、神戸芸術工科大学な

地の地場産業の活性化事業にも協力する。東京藝術大学、

どの客員教授を歴任。元日本デザインコミッティー理事

﹂
、
﹁NT﹂
、
﹁KISA

を設立し、
エレクトロニクス製品

ンペティション 海南﹂部門賞を皮切りに、毎日デザイ

するソファ﹂
、
﹁9h﹂など。一九九六年の﹁デザインコ

﹁OMRON けんおんくん﹂
、
﹁無印良品 体にフィット

を手がける。代表作は﹁COMBI ベビーレーベル﹂
、

から、文房具、家具、カトラリー、カプセルホテルなど

四年に

イン学科を卒業し、東芝デザインセンター勤務。一九九

一九六五年山梨県生まれ、武蔵野美術大学工芸工業デザ

ザイン賞審査副委員長

プロダクトデザイナー。武蔵野美術大学教授、グッドデ

柴田文江（しばた・ふみえ）

賞ほか国内外で受賞多数。

二〇〇二年︶があり、毎日デザイン賞、土木学会・田中

﹃人と技術をつなぐデザイン﹄
︵アムズ・アーツ・プレス、

著書に﹃雅致│川上元美の家具﹄
︵六耀社、一九八八年︶
、

RAGI﹂
、照明器具﹁ルアクル﹂
、
﹁鶴見つばさ橋﹂など。

長。代表作は椅子﹁
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ングやマネジメントの中枢に位置し、ビジネス

柴田 インハウスの卒業生が G マークで上位

S
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モデルを変えるために必要なデザイナーの能力

の賞を獲得するケースが増えています。直接で

を願っています。
川上元美さん、柴田文江さん、率直なご
発言をありがとうございました。

ン賞ほか国内外で受賞を重ねる。著書に﹃あるカタチの

内側にある、もうひとつのカタチ﹄
︵ADP、二〇一二

年︶がある。

214

証言─グッドデザインの60年

NT
ダイニングや書斎に広く使える成形合
板とコットンテープによるロングセラ
ー商品︵アルフレックスジャパン、一

フデザイン賞に選ばれたのは体温計とソファー

柴田 メーカーのデザイン部門は予算が乏しい
のです。ですから外部デザイナーに仕事を依頼

＊

の二点です。私にとって、柳宗理さんや川上元
美さんのデザインは生まれながらの普遍性が感

大きな負担になるようです。そのためなのか、

しにくいし、依頼したとしても継続的な外注は

製品がスタンダードとなる過程では模

じられる素晴らしい系譜なんです。

─
＊

のです。

私の発注元のほとんどは企画部門か開発部隊な

るでしょう。また社内にデザイナーを有さない

えずに、出入りを推奨・許容すれば体質が変わ

せる手段です。インハウスの人材を固定的に考

川上 人材の流動性こそ、デザインを活性化さ

倣に晒されやすく、柴田さんデザインの育児用

企業にはCDO を、
デザイン人材は流動的に

中小企業は、新商品開発のために公的な補助金

が 問 わ れ て い ま す。 考 え て み れ ば 会 社 の

はないにせよ、グッドデザイン賞は企業体質を

に頼りがちですが、補助金は年単位ですから良

CEO︵チーフ・エコノミック・オフィサー︶

変えるトリガーになり得ます。G マークをフ

企業の変化、企業デザインの今後につい

や CFO︵チーフ・フィナンシャル・オフィ

ァシリテーターと考えて、上手に活用すること
オフィサー︶の位置づけが必要で、今一度その
ような人材が希求されます。またグローバルな

─

サ ー︶と 同 例 に CDO︵チ ー フ・ デ ザ イ ン・

─

柴田 ええ、その通りです。

きました。

品関連にその傾向が強いと、ある弁理士から聞

24

九七六年︶
。

体温計
電子体温計﹁けんおんくん﹂
︵オムロン
ヘルスケア、二〇〇四年︶
。前出：一〇
八ページ

育児用品関連
ビーバス﹂と﹁食器﹂
︵コンビ、二〇〇

﹁ベビーレーベル﹂シリーズから、
﹁ベ
三年︶
。

22

市場でファーストランナーを目指すには、特に

'96

23

22

23

24
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・
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リーマンショック
二〇〇八年九月に米国の投資銀行﹁リ
ーマン・ブラザーズ・ホールディング
ス﹂が破綻したことをきっかけに発生
した、世界的な金融危機。

二〇一七年八月二一日

深澤 私が審査委員長を務めた二〇一〇年から、

するだけでなく、社会全体に対して示したいと

審査委員などこの取り組みに関わる方々と共有

ユーザー、使い手のほうにシフトしましょうと

ンドサイドへ﹂という表現で、評価の方向性を

オフィス
NAOTO FUKASAWA DESIGN

グッドデザイン賞に毎年テーマを設けるように

提案されました。ここが実は G マークの大き

明らかにそれ以降、G マークの方向性が変化

なターニングポイントだったように思います。
のあり方に対して、とても閉塞感を感じていた

しました。

いう気持ちもありましたね。

まり見えなくなってきて、モノ以外のものが産

ときですよね。二〇〇八年にリーマンショック

永井 少しさかのぼりますが、二〇〇四年にテ

永井 今までつくり上げてきた産業構造や社会
業を支えるようになってきました。いったい自

が起こり、資本主義自体がこのままでいいのか

レビ番組﹁にほんごであそぼ﹂がグッドデザイ

きましたが、その頃はすでにモノの具体像があ

分たちの生活を豊かにするものは何か？ 経済

という議論が出たほどです。もういちど﹁豊か

ン大賞になりました。当時はモノではないのに

しました。それまでモノづくりが日本を支えて

性やモノの豊かさ以外にそれを評価する場が他

さや幸せって何なんだろう﹂という問いかけを

大賞としてよいのか？という、デザインに対す
伝わってきました。

すが、今ではそんなことは問題にはなりません。

る認識そのもののレベルで議論されていたので

＊

にあまりありませんでしたから、G マークの

G マークでされたことは、すごくビビッドに
深澤 リーマンショックの年に、当時の審査委

明らかにこの一〇年間で、デザインの概念がど

＊

役割はとても重要だと考えました。
時々に考え出した新しいキーワードを掲げてき

員長の内藤廣さんは﹁サプライサイドからデマ

テーマ自体は二〇一四年までの間、毎年その
ました。G マークとしての意志を、応募者や
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2

1

1

プが特別賞になってくれたことで、さらにはず

ました。その中で二〇一三年にグーグル・マッ

テムといったデザインもエントリーが増えてき

ケーション、ビジネスモデルやサービスのシス

田川 プロダクトや建築などのほかに、アプリ

んどん拡張してきましたね。

ようになりました。デザイン本来の意味からす

告でも人生をデザインするとか普通に使われる

れが今は過剰な期待感もなく、例えば保険の広

としての期待感があったような気がします。そ

世の中をブレイクスルーしてくれるキーワード

〇年前、
﹁デザイン﹂という表現には閉塞的な

になった。デザインが一般化したことです。一

ると健全化してきたといえますが、その分魅力

＊

みがつきましたし、G マークに出したいとい
う相談をベンチャー系の若手からも受けること

田川 一次創作と二次創作という分類ができま

感というか、特別感は薄れてきたように思いま

ぼくが審査委員としてはじめて審査会場を歩

すが、インターネットでクリエーションが民主

が増えました。自分たちが IT のジャンルで

いてみて感じたのは、
﹁ここに全部がある﹂と

化されたことで爆発的に大きくなったのは二次

す。一般の人もクリエーションに関われるよう

いう感覚。デザインのさまざまな領域がもれな

創作のジャンルですね。だれかが一次創作とし

生み出しているものが、デザインとしてどう評

く集合するシーンというのが新鮮でした。

てのコアになるテーゼとかテーマをつくると、

になっていて、
﹁デザインの民主化﹂が進んで

永井 以前からソフトウェアのデザインはエン

それを文脈としながら拡張する二次創作のコミ

きた影響もあるのかもしれません。

トリーされていましたが、それらはまだパソコ

ュニティがあります。たとえば漫画とか、動画、

対化できる貴重な機会と捉えられていました。

ンのソフトウェアやシステム的な位置づけで、

ユーチューバー作品などは、その人がつくった

価されるのか？ どのようなレベルなのか、相

ぼくたちの生活に近い感覚ではありませんでし

最初のものがほかの人の創作意欲をかき立てて、

p
a
M
e
l
g
o
o
G

.
c
n
I
e
l
g
o
o
G

有形から無形への変化が極端に進んだ時期で、

それらは一次創作の芯があるのでただの素人が

e
n
o
h
P
i

アプリなど、暮らしの真ん中にソフト

強固だったデザインの概念を覆す数少ないきっ

つくったものとは違ったクオリティで広がって

その文脈の別のアマチュア作品が次々生まれる。

た。 し か し 二 〇 〇 〇 年 代 の 終 わ り 頃 か ら、
やサービスが直接的に入るようになってきまし

かけとなりました。

s
g
n
i
h
T
f
o
t
e
n
r
e
t
n
I

そうした時代に、
﹁デザイン﹂自体はどうし

いく。

た。ある意味で、生活にソフトウェアがインス
トールされはじめた象徴的なタイミングだった
ように思います。

ても経済とのひもづけが強いので、この一次創
s
g
n
i
h
T
f
o
t
e
n
r
e
t
n
I

作、二次創作の文脈に実は乗っかりきれていな
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「にほんごであそぼ」
NHK 教 育 テ レ ビ が 制 作 し た 子 供 向

）

けテレビ番組。前出：一〇九ページ

グーグル・マップ（
によるスマホ向けマップ

）

アプリ。前出：一二六ページ

IoT（
モノのインターネット化。元来インタ
ーネットに存在するものは情報などの
バーチャルなものであるが、実態のあ
るモノがセンサーやデバイスをともな

デザインの民主化と、
定着させる力
永井

いように思いますね。

深澤 インターネットの登場は、人類史上でみ
：

れば石油を掘り当てたのに匹敵するくらいの革

モノのインターネット化︶へと発展して、モノ

永井 なるほど。インターネットとの親和性で

＊

新です。技術的な発展のチャンスもあるし、ビ

とコトとの掛け合わせになっていく時代に移っ

そ こ か らIoT︵
ジネスチャンスも豊富にあります。それが今ま

を決めていくより、だれでもちょっと動かせた

田川 一人のデザイナーがミリ単位でバランス

言えば、デザインはまだ低いのかもしれません。
デザインという言葉がごく普通に使われるよう

それから、ここ一〇年くらいで変わったのは、

ているという気はします。
念を与えてくれました。モノからコトへの変化、

なり違った食い込み方をしてきたし、新しい概

でぼくたちが関わってきたデザインの領域にか

4

ってその情報・存在をインターネット
に接続させること。

3

2
3
4

デザイン・シンキング
g
n
i
k
n
i
h
T
n
g
i
s
e
D
デザイン思考）

デザイナーがデザインを生み出す思考

（
過程。つくり手の技術論やマーケティ
ングなどのロジックを根拠にするより
も、ユーザーを観察し理解することを
重視し、プロトタイピングとフィード
バックを主体とする手法。二〇〇〇年
代に入り、その方法論がビジネスに有
効であるとして注目される。

デザインインテックレポート
（

t
r
o
p
e
R
h
c
e
T
n
i
n
g
i
s
e
D
）

デザイナー︶が SXSW︵サウス・バ

ジョン・マエダ︵米国のグラフィック
イ・サウスウエスト。米国テキサス州
オースティンで毎年行われるイベン
ト︶にて二〇一五年から二度にわたっ
て発表している、テック業界︵開発、デ
ザイン系業界︶におけるデザインにつ
いての報告。ジョン・マエダは MIT
ラボに十年以上在籍し副所長も務めた
熟練テクノロジスト。二〇一六年の発

n
g
i
s
e
d
l
a
c
i
s
s
a
l
c
、

テムとしてのデザインを指向する流れは、イン

も十分クオリティは高いといったような、シス

りカスタマイズできたりするけれど、動かして

人が、着想だけでなく、定着をさせるためのタ

ても、経営者のような立場で全体を掌握できる

深澤 自らが直接デザインを手がけるのでなく

が、大切なことかと思います。

をつくっていくのですが、デザイン・シンキン

ダクトに人々の共感を集めて、ライフスタイル

で、主観、個人の思想や物語の結晶であるプロ

由来する、マエストロ型がクラシカルデザイン

デザイン。ヨーロッパのデザイナーや建築家に

グはそれらを一つひとつ覆しています。

ッグを組み上げて、その一員としてクリエーシ

ると思います。プロのデザイナーがこれからそ

ョンを担うという賢明なアプローチがますます

深澤 私が所属していた﹁IDEO﹂なども個

ターネットがインフラとなった以上、確実にあ
のような状況に直面していくなかで、それを受

必要になるでしょう。

永井 ここ数年で、
﹁デザイン・シンキング﹂

ーがマン・マシーン・インタフェースのデザイ

田川 デザイン・シンキングは、シリコンバレ

視したプロセスが主体です。

ロトタイピングを駆使する、主観より客観を重

人型ではなくチーム制を基本に、リサーチやプ

＊

け入れるのか、対峙していくのかは議論が分か
れると思いますが。
深澤 グラフィックデザインやインターネット

最新潮流としての
デザインが問う課題

す。それまでもわっとしていたものが姿を伴っ

に代表されるキーワードが特にビジネス分野で

の領域では﹁定着﹂という言葉がよく使われま
て具体的に現れることが、デザインの要です。

然的に既存のプロダクトの設計手法とまったく

ーを中核にする必要があったことが端緒で、必
われていたデザインが、ビジネスマンの領域な

異なりました。コンピューテイショナルデザイ

ンに際して、インタラクションの発想、ユーザ

から意識していて、スティーブ・ジョブズなど

どにも近づいたと実感されているようです。

ンは、さらに人々の生活がデジタル環境に囲い

どうマネジメントするか、これまで無関係と思

がそうでしたが、今は中国などのスタートアッ

田川 ジョン・マエダさんが、歴史の中でのデ

込まれるようになって、ソフトウェアとかプロ

一般化してきました。着想や発想のプロセスを

プの人たちがデザインに躍起になっています。

ザインの潮流を整理する﹁デザインインテック

グラムコードに入り込んでいくようなレベルの

だからビジネスでもいかに定着をさせるか、そ

ただし、着想から何から、まだまだもわっと

レポート﹂を毎年出していて、今年の潮流とし

デザインです。
﹁

n
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﹂を手がけている人たち
がクラシカルデザイン、二番目がデザイン・シ

など、もう完全にコンピューテイショナルデザ

＊

したままの状態からすべて﹁デザイン﹂だと言

て つのデザインが挙げられています。一番目

デザインとして体を成しているとは言えません。

r
e
b
U

観点で見立てて応募し受賞に至るケースもあり

たとえば行政や教育関係の立場で、デザインの

ちは必ずしもデザイナーばかりではありません。

永井 その一方で、G マークに参加する人た

的な部分があるということですね。

れて定着するかどうかに、実はデザインの本質

ィ、つまりアイデアなり発想がちゃんと実装さ

インのエリアだと思います。

＊

ってしまうと、広がりすぎてうまく捉えられず、

の重要性に気づいている人は、デザインを早く

＊

7

ンキングで、三番目がコンピューテイショナル

6

表では、大手企業がデザイナーを欲し
ている現状について説明するとともに、
、

5

田川 最終的なエクセキューションのクオリテ

8

﹁三つのデザイン﹂
─│
について述べている。

IDEO（アイディオ）
米国を本拠とする国際的デザイン・コ
ンサルタント企業。一九八〇年代にイ
ンタラクションデザインの概念をいち
早く方法論化、独自のリサーチ・デベ
ロップメント手法を駆使して、広範な
業種・分野の総合的な開発支援を担っ
ている。

（ウーバー）

米国の企業ウーバー・テクノロジーズ
が運営する、ウェブサイトおよびアプ

ます。今まではデザインと呼ばれてなかった領
域にデザインという考え方や方法がひろがり始
めていて、それは必ずしも深澤さんが言われる
ようなクオリティは伴わないかもしれないです

深澤直人氏

リでタクシー／自家用車を配車するサ
ービス。二〇〇九年サービス開始。タ
クシーの他一般自家用車も配車できる。
運転者、顧客が相互評価して信用を担
保しようとしているが、問題点もあり
議論されている。
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ンテグレーションされ、きちんとしたクオリテ

の機械の三つの時代を取りもって、分断せずイ

もあり、インターネットとコンピュータと量産

てわかる人がそのエリアに少ないといったこと

まりモノを扱わないので、たとえば金型につい

ただ、コンピューテイショナルデザインはあ

がきちんと機能するものになっていることとの

なアイデアの部分と、アセンブリーされた全体

センブリー的な発想ですね。それはオリジナル

ナルが組み合わされて成立しているという、ア

ことが大事なのではなくて、いろいろなオリジ

思います。何がオリジナルのアイデアだという

田川 世の中が多分システム化しているのだと

うですが、むしろ逆なんです。

もだれが手がけたかといったことが軽視されそ

相関関係が希薄になる面があるため、デザイン

ィが実現されているようなものをどうやってつ
くれるのかが、プロフェッショナルの課題にな
ってきます。
ぼくは最近、創業者や創業一族が担う企業の

すごく伸びていきますね。

のような核をもつ企業がデザインを意識すると

る。デザインは構造化する能力が高いので、そ

めの核があり、
﹁定着﹂を促す構造を持ってい

ールのありかたまですべてを融合させていくた

の創発をさらに高めることにデザインが力を発

手とつくり手がつながっている状況で、お互い

う側を橋渡しする役割も担っていたのが、使い

フトした。これまでデザインは、つくる側と使

増えています。いわば、使い手がつくり手にシ

に新しい使い方をしているような人もどんどん

ミングしたり改良を施したりすることで、さら

ーザーエクスペリエンス︶を考えることはもち

ーがUI、UX︵ユーザーインタフェース、ユ

永井 あるサービスを開発するとき、デザイナ

ぶんそうした認識になっているようです。

す。シリコンバレーでもここ五年くらいでずい

しの起業はリスクであるとさえ捉えられていま

画しているケースが増えていて、デザイナー無

持を集めている創業メンバーにデザイナーが参

今アメリカのスタートアップだと、大きな支

永井 コミュニケーションデザインやブランデ

揮できそうです。

ろん大切です。しかし本当は、デザイナーの柔

強みを感じています。マーケティングからリテ

ィングの領域では、
﹁上流化﹂がキーワードに

田川 最近、インスタグラム創業者が受けたお

b
n
b
r
i
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軟な発想やアイデアを新しい事業や経営そのも

p
a
n
S

t
a
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までそうやって相互に栄えてきたんですね。オ

と言われている。でもシリコンバレーではいま

コンピュータサイエンスをやっている人たちだ

には空間の問題になるんです。しかしおそらく

田川 たとえばエアビーアンドビーも、最終的

深澤 デザインという言葉が造形や外観の仕上

ってきているのかもしれないですね。だれかが

深澤 事実上、オリジナルという概念がなくな

業者は言っていました。

デザインは
社会のあり方を導けるか

深澤 ビジネスマンもエンジニアも、デザイナ
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インスタグラム（
モバイル端末における、無料の写真共
有アプリ。フォロワーにのみ投稿が届
き、写真を中心とした自己表現を仲間
同士で行う緊密なコミュニティー形成
を促進する。
﹁いいね﹂
がもらえる撮影
をしたくなる傾向にあり、﹁インスタ映

ユーザーインタ

え﹂という言葉も一般的になった。

UI、UX
（UI、
フ ェ イ ス、UX、
ーザーエクスペリエンス）
UI：コンピュータシステムとユーザ
ーとの間で情報をやりとりする手段や
操作。情報の表示方法、入力方法など
が総合して、操作感を左右する。
UX：ユーザーがサービスを使用した
ときに得られる、経験や満足感。使い
感動、印象なども含む。デザインシン

勝手、ユーザビリティの他、使い心地、
キングにおけるユーザー中心の開発に

なっています。最終的なコミュニケーションだ

も し ろ い イ ン タ ビ ュ ー が あ り ま し た。

＊

けでなく、川上にあたる部分から関わる機会が

＊

この一〇年でとても増えました。組織としての
そしてコミュニケーションまでのコンシステン

リジナルとされるアイデアも、そこには不完全

けでは、その部屋がいい空間であるのかどうか

＊

のに活かすということが必要なのでしょう。

シーを高めることが、組織の強度を高めるとい

さもあるから、ユーザーとのインタラクション

⋮⋮判断がつかないように思います。デザイン

の機能をあなたはパクったのでは、など

う理解がずいぶん進んだように思います。

のクオリティこそが重要なので、オリジナルの

げといった、とても限定的な意味で使われるこ

考えたことにどんどん乗っかり合っていく、そ

つくり手と使い手が
つながる時代に

ます。しかし一方で、新しいソフトウェアやイ

んな構造体ができている。

とによる、ある種の既成イメージは根強くあり
ンタフェースができて、それを自分でプログラ

プが果たされるのですね。

の目があることで、ビジネスのクオリティアッ

ビジョンメイキングからプロダクト、サービス、

10

は欠かせない要素。

）

民泊など宿泊施設を所有するユーザー

エアビーアンドビー（
と、宿泊したいユーザーをマッチング
させるネット上のサービス。ユーザー
間の信用構築のため、ユーザーレビュ
ー、レイティング、レコメンド、保証
金預かりなどのシステムがある。遊休
施設の活用につながる一方、住環境悪
化の要因にもなりえるもので、議論さ
れている。

永井一史氏

アイデアというだけでは意味がない、とその創

11

9

9
10

11

フォーカス・イシュー
グッドデザイン賞が二〇一五年から創
設した制度。社会課題に対するデザイ
ンの関わりをグッドデザイン賞を通じ
て具体的に示すとともに、デザインの
新たな役割と可能性を探り出し、今後
の企業経営やデザイン分野の活動など
に生かしていくための方法論化を進め
ていくことも、視野に入れられている。
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新たなカテゴリーのパーソナルモビリ
ティ。前出：一三三ページ

y
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永井 これまでは、デザインが産業やビジネス

きかける意味があるように思えます。

ますよね、そこには G マークとしても何か働

ドデザインが必要なのに、ちょっと怖がってい

行政の領域かもしれません。本来もっとグラン

その点でまだ様子見をしているのは、政治や

動きが起きています。

で、実際に創発された人たちの間でいろいろな

でを見通して視覚化する力を養おうというもの

してのアートではなく、着想からリアライズま

きがありました。それは厳然としたオブジェと

ょう、アートをちゃんと知りましょうという動

ーの思考、デザイン・シンキングを理解しまし

がはたらくのでしょう。

レイ的なものばかりでも⋮⋮といったバランス

すべてのデザインがサッカーにおけるチームプ

田川 デザインにも揺り戻しがありますから。

てきています。

ョンの強度を意識する声を聞く機会が多くなっ

時代性もありますよね。そういったクリエーシ

クリエーティビティの価値が見直されるという

と、相対的に人の感情を揺さぶるような、強い

がデザインの目標であるように考えられてくる

すますシステム指向になって、最適化や均質化

永井 とても重要なことですね。デザインがま

られ、力が発揮される余地があるのではないか。

ィのようなものがもう少し社会全体に受け入れ

てくるわけです。

だろうから、腰を据えた取り組みも必要になっ

け込んでいくようにして環境が形成されていく

間の中に、ソフトやシステムなどが柔らかく溶

ょう。特にこれからは、ますます建築や街の空

ーダーシップを発揮することも必要になるでし

とともに、大所高所からのディレクションにリ

深澤 デザイン・シンキング的な水平な広がり

課題であることは確かです。

なってしまう。これは今なお日本社会の大きな

るけれど、都市という単位になると急に脆弱に

きに、次に目指す社会のあり方を描けるのもデ

型へと社会全体の構造が大きく変わっていくと

と思います。しかし世の中が、成長型から成熟

一番活かされてきたのはそうした方向性だった

した。戦後からつい直近まで、デザインの力が

い。

なデザインのあり方だってもっと追求されてい

都市や社会そのものを築いていくような、そん

政も市民もともに認めて、育てていくことで、

それこそ一〇〇年単位の長い目でその価値を行

深澤 大胆なクリエーティビティであっても、

ま す。 二 〇 一 五 年 に G マ ー ク 大 賞 に な っ た

デザインの重要さも自然に理解している気がし

の中に様々なデザインが入ってきているので、

永井 若い世代の経営者は、既に自分の暮らし

クリエーティブの
可能性を拡げる

をドライブする方法として有用とされた時代で

ザインの大きな力ですし、そこにこそデザイン

永井 デザインは社会にどんどん浸透してきて、

は、いろいろな意味で日本の

変化が象徴されたケースと言えます。

＊

の力が必要とされているのではないか、という

モノや建築単体でのクオリティは高くなってい
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は、モビリティとしての機

能やハードとソフトのデザインはもちろん高く

はないか、社会に必要とされるデザイン像が見

少しこれからの社会のあり方が見えてくるので

り、クラウドファンディングで資金を獲得し、

けないという障碍をもった友人の声からはじま

ものでした。一〇〇メートル先のコンビニに行

のは、プロジェクトのダイナミックな動きその

つかるのではないか、という願望もありました。

アメリカでベンチャーキャピタルからの支援も

評価されましたが、やはり審査委員が共感した

深澤 社会のあり方にかかわり、それを一緒に

得て、事業を立ち上げ、プロダクトやサービス

ったんです。少し上位のレイヤーにある課題を

組み立てていけるデザインという意味では、た

として結晶化する。その熱い想いを含めて大き

設定し、キュレーションしてみることで、もう

＊

課題設定をしたのが、フォーカス・イシューだ
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電動義手。二〇一五年グッドデザイン
金賞。積極的に装着したくなる機能や
デザインが求められた。3D プリンタ
ーを使用するなどしてコストを抑え、
設計をオープンソースとすることで今
後のより精度の高い開発を促している。

とえば、都市や建築の領域におけるデザインの

＊

も、同じよ
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14

うに社会課題に向き合いながら、オープン・ソ

これと大賞を競った

な共感を集めました。
京オリンピックのことなどが特に関心を集めて
いますが、都市計画におけるクリエーティビテ
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13

重要性についても考えたいところです。今は東
田川欣哉氏

12

12

13
14

ースで開発していくという事業モデルを含めて、
高く支持されました。
田川 そういったプロジェクトでは、デザイナ
ーが事業全体のクリエーティブ・ディレクター

深澤直人（ふかさわ・なおと）

プロダクトデザイナー、多摩美術大学教授、日本デザイ

ン振興会理事

一九五六年山梨県生まれ。多摩美術大学プロダクトデザ

イ ン 科 卒 業。IDEO を 経 て、 二 〇 〇 三 年 に

数手がける。
二〇〇六年
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プロジ

を設立。二

m
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を

N
G
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E
G
D
E
G
N
I
D
A
E
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S
A
S
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─地域経済分析システム│﹂の

ートディレクションなどがある。日本語入力機器﹁

プロトタイピング、NHK E テレ﹁ミミクリーズ﹂のア

ションシステム﹁

の UI 設計、日本政府のビッグデータビジュアライゼー

ジニア。主なプロジェクトに、トヨタ自動車﹁NS4﹂

ティブアートまで、幅広い分野に精通するデザインエン

共同設立。ハードウェア、ソフトウェアからインタラク

を経て二〇〇六年

英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士課程修了。

一九七六年東京都生まれ。東京大学機械情報工学科卒業。

ート客員教授

デザイン・エンジニア、ロイヤル・カレッジ・オブ・ア

田川欣哉（たがわ・きんや）

ザ・イヤー、ADC 賞グランプリなど国内外受賞歴多数。

ェクト﹂を主宰。毎日デザイン賞、クリエイター・オブ・

〇〇七年社会的課題の解決に取り組む﹁

ランディングの会社

学部卒業。博報堂に入社、二〇〇三年デザインによるブ

一九六一年東京都生まれ。一九八五年多摩美術大学美術

ドデザイン賞審査委員長

クリエイティブディレクター、多摩美術大学教授、グッ

永井一史（ながい・かずふみ）

ィレクター、日本民藝館館長。

委員。 毎日デザイン賞選考委員。

される。日本経済新聞社 日経優秀製品・サービス賞審査

ー・インダストリー︵英国王室芸術協会︶の称号を授与

﹂を設立。二〇〇七年ロイヤルデザイナー・フォ

とともに
﹁

や大手メーカーのデザインやコンサルティングなどを多

を設立。国内外のメジャーブランド

n
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きうるんだ、という理解は社会全体で少しずつ

o
t
o
a
N

として中枢を担われていますよね。ぼくは常々、
大規模なプロジェクトの核となって、経営者層
と向き合えるクリエーティブ・ディレクター的
な立場の方があまり多くないことを、問題意識
としてもっています。実際に経営者やベンチャ
ーの方から、そうした指摘の声を聞くこともあ
るのですが、その人自身がクリエーティブであ
るかどうかという以上に、組織や事業をクリエ
ーティブに指揮することができるのか、ある期
間にわたって哲学を貫通できるようなタイプで
あるかが大事なように感じています。欧米はも
と よ り、 韓 国 な ど で も そ う い っ た 人 材 が
CCO クラスで活躍しており、日本でも経営
や教育の課題としてもっと意識されるべきです。
深澤 教育の現場では、美術大学や専修学校へ
の進学希望者とともに、一般大学の中でデザイ
それは自分のやりたいことの中に、デザイン的

シェアされ始めてきているように感じられます。

ンを学びたいという学生が増えてきています。
な思考を引き込みたいという願望があるからな

の意義に関する認識が芽生えているのは確かで

永井 自分自身でデザインができなくても、ク

確かに、一人で創造も事業も見事にこなして

すよね。これから、さまざまなかたちでデザイ

んです。これは社会的にみれば、とても自然な

しまえるような人はごくごく一握りだとは思い

ンを生かせる人材が社会に増えていくことを期

リエーティブによってブレイクスルーすること

ますが、クリエーティブというのはこういうこ

待しています。

成り行きであるように思えますね。

となんだ、それによってこういうよいことが起

g
a
t

e
p
y
t

﹂はニューヨーク MoMA 近代美術館のパーマネン

トコレクションに選定されている。
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五〇周年記念全国巡回展および記念トークセッション

Good Design Award 1957-2006
Gマーク五〇年、時代を創ったデザイナーと一〇〇のデザインの物語 展
主催 ︵財︶日本産業デザイン振興会
監修 森山明子︵武蔵野美術大学 教授︶

名古屋展

主催 ︵株︶国際デザインセンター︑︵財︶日本産業デザイン振興会

グッドデザイン・プレゼンテーション
（GDP）
2006展

主催

福岡県︑福岡市

九州大学大学院芸術工学研究院︑︵財︶日本産業デザイン振興会

聞き手 山村真一

後援

二〇〇七年一月一八日︵木︶│一月二三日︵火︶

木村一男 ┼長原 實 ┼高梨廣孝

会期

福岡アジア美術館 企画ギャラリーA
︵福岡市博多区下川端町三│一︶
トークセッション 一月一八日︵木︶
佐野 寛 ┼岩倉信弥

聞き手 森田昌嗣

会場

福岡展

トークセッション 一一月二四日︵金︶

国際デザインセンター デザインミュージアム︑デザインギャラリー
︵名古屋市中区栄三│一八│一︶

主催 ︵財︶日本産業デザイン振興会

東京芸術大学︑︵財︶日本産業デザイン振興会

会場

会期 二〇〇六年一一月一六日
︵木︶│一一月二六日︵日︶

東京ビッグサイト東展示棟︵東京都江東区有明三│二一│一︶

会期 二〇〇六年八月二三日︵水︶│ 八月二六日︵土︶

二〇〇六年一〇月三日︵火︶│一〇月一三日︵金︶

会場

主催

東京芸大展

会期
東京芸術大学大学美術館 陳列館︵東京都台東区上野公園一二│八︶

聞き手 赤池 学

聞き手 長濱雅彦

聞き手 森山明子

会場
トークセッション 一〇月五日︵木︶
豊口 協 ┼植松豊行
トークセッション 一〇月六日︵金︶
米谷美久 ┼榊原 晏

黒木靖夫 ┼喜多俊之

トークセッション 一〇月一○日︵火︶

全国巡回展実施協力

日本デザイン事業協同組合

聞き手 森山明子

金沢展

このほか多くの企業︑団体︑個人から商品貸与等のご協力をいただき実施しました

栄久庵憲司 ┼松本哲夫

トークセッション 一〇月一一日︵水︶

金沢市︑金沢ファッションウィーク実行委員会︑︵財︶日本産業デザイン振興会

社団法人日本インダストリアルデザイナー協会

金沢美術工芸大学︑金沢

世紀美術館

主催

金沢

二〇〇六年一〇月一七日︵火︶│一〇月二二日︵日︶

聞き手 青木史郎

トークセッション 一〇月二一日︵土︶
平野拓夫

トークセッション 一〇月二二日︵日︶
聞き手 安次富 隆

﹃カラー版 日本デザイン史﹄竹原あき子 ┼森山明子 監修 美術出版社 二〇〇三年七月二五日

﹃カラー版 世界デザイン史﹄阿部公正 監修 美術出版社 一九九五年二月一〇日

﹃カラー版 日本美術史﹄辻 惟雄 監修 美術出版社 一九九一年一〇月一五日

﹇図版出典・提供﹈

協力
会期

世紀美術館 市民ギャラリーB
︵石川県金沢市広坂一│二│一︶

会場

21

坂下 清 ┼黒川 玲
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六〇周年記念トークセッション

聞き手 森山明子

会場 公益財団法人日本デザイン振興会ミーティングルーム

日時 二〇一七年六月二〇日
︵火︶

小林康夫 ┼内藤 廣 ┼佐藤 卓

聞き手 森山明子

会場 川上デザインルーム

日時 二〇一七年八月四日
︵金︶

川上元美 ┼柴田文江

日時 二〇一七年八月二一日
︵月︶
オフィス

N
G
I
S
E
D
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W
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K
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A
N

深澤直人 ┼永井一史 ┼田川欣哉

会場
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証言─グッドデザインの60年

Tadashi Takada

二 デザイン能力に対する日本人の自信の喪失

このような諸外国の悪評を受けつつも、なぜ模倣盗用を一

理令により外国の意匠権を侵害する意匠を指定し、その輸出
を禁ずること、
︵三︶意匠センターを設立し輸出意匠につい

貿易政策のうえからも好ましくないことはもちろん、平和条

アリングの外箱の意匠に似ているというので、だいぶ問題に

たベアリングの外箱の意匠が、イギリスのポーラード社のベ

相がロンドンを訪問した際、日本からボンベイ方面に輸出し

生も、同じことを報告している。また、昨年春、ドイツへ旅

ジェトロから海外意匠研究員として派遣されたデザイン留学

って帰ってすぐ模倣するから﹂といったということであり、

の商品は売れない﹂という。理由をただすと、
﹁日本人は買

うとすると、売子が﹁あなたは日本人ですか、日本人にはこ

人々の帰国報告にも、アメリカのあるデパートで買物をしよ

先般、生産性本部からデザイン・チームとして派遣された

これは一人ダイヤモンド女史の意見だけでなく、戦後来朝

いものができるに違いない﹂といって帰った。

によって輸出向けの商品をデザインすれば、必ず、すばらし

ことはできないが、それによって生じた原因を研究し、それ

慣、気候風土、それに各人の好みの異なる諸外国に輸出する

よいものが多い。もちろんそれをそのまま生活態度、風俗習

い。しかし、日本人がその日常生活に使用しているものには

史は﹁日本の現在の輸出向商品には、よいものは確かに少な

意匠盗用問題が生ずることは、国際信義保持のうえからも、
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特許庁意匠課長

高田 忠

第一 日本のデザインの現状

掃できないのであろうか。日本の今日の貿易がバイヤーズ・

第一次世界戦争後から第二次世界戦争中にかけて欧米に発展

て自治的登録をすること、および他人の意匠を侵害するもの

しかし、いまだこれを根絶するまでにはいたらないので、

したデザインに関する新しい理念の吸収が遅れたこと、
︵二︶

マーケットであって、バイヤーからの注文により外国意匠の

にとり上げられたのは、昭和二十四年、イギリスから当時の

外国人の日本商品のデザインに関する評価も、なかなか改め

明治以来の先進文化模倣の習慣が自らの能力に自信を失わし

でない旨の認証を行うこと、など種々の対策を講じ、それぞ

G・H・Q を通じて日本の輸出織物の意匠がイギリスのそれ

させることができない状態であり、その意匠を日本商品に盗

めたこと、の二つは見落とすことができない原因ではなかろ

模倣盗用を余儀なくさせられるということもあろうが、
︵一︶

を盗用していると抗議されたことにはじまり、その後、陶磁

用されたメーカーはもちろんのこと、一般民衆の間でさえ日

うか。

れある程度の効果はあげてきた。

器、ライター、洋食器、電気洗濯機、ミキサー、玩具など、

は残念なことである。

本はデザインの模倣国だという観念が行きわたりつつあるの

約においても、公私の貿易および商通において国際的に承認

行した某氏の話でも、日本のカメラを肩にして公園を歩いて

に日本商品の外国意匠盗用については、これを強く非難する

したデザイナーが口をそろえていうところであり、また、現

されたようである。

された公正な慣行に従うむねを宣言しているので、わが国と

は日本製か、ドイツのコンタックスにそっくりではないか﹂

いると、つかつかと寄って来たドイツ人が﹁あなたのカメラ

欧米人も、日本の古い工芸に対しては非常に高く評価し、ジ

しては、この問題が生ずるや、ただちに政府においても、業
ーから盗用意匠でないとの保証書をとること、
︵二︶貿易管

ときつ問したそうである。

界においてもそれぞれ調査研究し、
︵一︶受註に際しバイヤ

さきごろ来朝したアメリカのデザイナー、ダイヤモンド女

ドイツなどから毎年のように抗議され、昨年九月にも藤山外

いろいろの輸出品について、イギリスのみならずアメリカ、

なく戦前にもしばしば問題になったが、国際問題として真剣

日本商品の外国意匠盗用問題は、今にはじまったことでは

一 意匠の模倣盗用

1

としていることも確かなことである。こういう事実からして

ャパニーズ・モダンと称して、その研究ならびに吸収に営々
リティーの運動が起った。

化をはかり、よい品質のものを安く生産すべくグッド・クオ

昨年晩秋招聘したデザイナー、ジョージ・ネルソン氏に

しかも西洋のものも外形の模倣だけに止まったので、欧米的

せっかくの自分のもっていた日本的なものは忘れてしまい、

の模倣吸収に熱中している間に、その外形だけの模倣になれ、

化を急速に模倣吸収しなければならなかったのであるが、そ

ところが、明治以来の日本は、後進国として諸先進国の文

能美に重点を置くのである。一九三〇年といえば、日本では

かれたのに対し、装飾をできるだけとり去って単純化した機

従来の意匠が主として装飾をつけて人目をひくのに重点が置

呼ぶようになった。インダストリアル・デザインの理念は、

三〇年︵昭和五年︶ごろにはインダストリアル・デザインと

従来スタイリング・アッピアランスと呼んでいた意匠を一九

いデザインであるというようになり、さらにそれが進展して、

この運動がデザインと結びついて、機能的なデザインがよ

本商品に対する頂門の一針であるとともに、これ以上の適切

にはそれがない﹂と答えた。これはまさに至言であって、日

国人が使って、米国のものより使い心地がいい。日本の家具

とか、デンマークのものであるとか誰にでも分る。しかも米

ある。市場でも一見すれば、それがスエーデンのものである

常に高い価格で。北欧の家具は北欧でなければ出来ない味が

﹁北欧からは沢山の家具が米国に輸入されている。しかも非

何故日本から買わなければならぬか﹂と反問し、つづいて

か﹂と質問したら、彼は即座に﹁米国は米国で出来るものを

﹁どうすれば日本の家具が米国市場に輸出できるでしょう

なものの真髄をつかむに至らず、両方ともだめになってしま

そろそろ満州事変に入ろうとしていたころで、そういう思想

な助言はない。

も、日本人のもっているデザイン能力は、かなり高く評価し

ったのではなかろうか。

を取り入れる余裕がなく、二、三の先覚者はあったけれども、

方が、もうけは少なくても安易である。さらに独創的なもの

はここ三、四年のことであって、まだまだよいデザインが、

一般メーカーが意匠の重要性に耳を傾けるようになったの

てよいものではなかろうか。

模倣することはやさしい。独創的なものを造ることは努力
た。

一般のメーカーやユーザーにまでは解されるには至らなかっ

もいくらか作ってみたが、それにはバイヤーは振り向きもし

どんどんできてくる状態ではないのである。

かろうし、したがって、また外国の悪評も一度に消えてしま

なれば、なにも外国の意匠を盗用までして商売する必要はな

日本独自のよいデザインが日本でもどしどしできるように

一 その必要性と目的

第二 グッド・デザインの選定

研究して苦労するよりは、外国で売れているものを真似した

と危険とをともなう。売れるか売れないかわからないものを

てくれないし、自分で売り込むだけの資力もないというよう
な過程を経て、すっかりデザイン能力に対して自信を失って

すものである。よいデザインができるためには、どんなもの

うことになる。意匠の振興策と盗用防止策とは表裏一体をな
資材、資源が乏しく、この狭い国土に九千万になんなんと

がよいデザインであるかということをメーカーはじめ国民一

四 日本独自のデザインの必要
する人口をようする日本では、自給自足などは出来ないので

般が理解することが大事であるが、デザインの理解には百の

しまっているのである。

あって、どうしても貿易によって国の台所をまかなって行か

説法よりも一つの実例を示すことが有効である。

いう考え方は一八九〇年ごろから起ったのであるが、特に第

これがインダストリアル・デザインの理念であって、こう

べきであるというふうに変わってきた。

あって、機能からみて必要のない装飾はできるだけ取りさる

ある。ところが、外国では意匠は機能からにじみ出るもので

コットしようとしても、その一般大衆が、どうしも日本商品

れるのが関の山である。もし仕向国の製造者が政治的にボイ

いばかりでなく、仕向国の製造者を刺激して、ボイコットさ

価すれすれである。これでは商売にならない。商売にならな

出している。しかし価格は相も変わらずべらぼうに安く、原

品質の点では戦後たしかによくなった。数量も相当多く輸

きな役割を果たした。また、アメリカにおいても、ニューヨ

ンセンターに常設展示したりして、イギリス産業の復興に大

展覧に供したり、グッド・デザインを選定して、そのデザイ

るものを設け、内外の工業製品の写真記録を収集して一般の

ダストリアル・デザイン︵イギリス産業デザイン協議会︶な

の重要性を考えて、商務局の傘下にカウンシル・オブ・イン

五年、早くも戦後のイギリス産業復興の上に占めるデザイン

三 新しいデザイン思想吸収の遅れ
在来の日本では、意匠とは商品の外面的装飾︵デコレーシ

うな商品を造らなければならない。

なければならない。そのためには、外国人が買いたくなるよ

一次ヨーロッパ大戦争後のドイツでは、海外における販路の

でなければいけないと思うような、特色ある商品となる必要

イギリスでは、今次大戦がようやく終わろうとする一九四

とされて、意匠法なども数年間その施行を停止していたので

ョン︶であると考えていた。だから戦争中は不要不急のもの

回復のためには企業者は、どうしても企業を科学的合理的に

ークの近代美術館とシカゴのマーチャンダイズ・マートが中

心となって、グッド・デザインを選定し、
﹁グッド・デザイ

があるのである。そのためには品質は勿論のこと、そのデザ
インも真剣に取り上げなければならない。

経営しなければ国内はもとより国外の同業者との競争に勝つ
ことができないとさとり、科学技術を媒介として経営の合理

Gマーク大全

225

ン・ショウ﹂を開いて展示したり、選定された商品に一定の
策、芳武茂介、高田忠、丹下健三、成田時治、土井健一、

浜口隆一、豊口克平、渡辺力、川勝堅一、勝見勝、亀倉雄

グッドデザイン専門分科会専門委員

商品となっているものを対象とする。この点は一般のデザイ

すなわち、ペーパー・デザインを対象とするのではなく、

ができれば、国内におけるデザイン思想の啓蒙と諸外国の日

日本でも独創的なグッド・デザインを選定し推薦する制度

解せしめることに役立った。

う新しいインダストリアル・デザインの理念を国民各層に理

インは装飾ではなく機能からにじみでてくる形体であるとい

池田秀穂、加藤幸兵衛、宮之原武雄、八井孝二

野智彦、清家清、杉本正雄、末吉菊麿、高城元、山室源作、

北山暢彦、木村正彦、由良玲吉、三輪智一、水谷良一、水

小山富士夫、小杉二郎、淡島雅吉、斎藤鎮雄、佐々木達三、

山本正三、松崎福三郎、剣持勇、小池岩太郎、小池新二、

永井宏、長井清治郎、野町克利、柳宗理、柳悦孝、山口茂、

にいうグッド・デザインの選定公表とは、その目的および効

の過程において設計を変更することもあるのであって、ここ

コストなどについて幾多の試験研究を要することが多く、そ

ーパー・デザインから商品になるまでには材料、工作、機能、

ンクールやコンペもデザインの振興には役立つ。しかし、ペ

ンのコンクールやコンペとは根本的に異なる。デザインのコ

たは製作されたものであることを要する。

これらについてはそれぞれ褒貶はあるけれども、ともにデザ

ラベルを貼付して販売したりして、一般の啓蒙に努めていた。

本商品のデザインに対する評価の改善に資することはもちろ

グッド・デザイン選定の審査は、メーカー、ユーザー、販

や図面では材質やテクスチュア等が充分に分らず、大きさや

品について行う。写真や図面では行わない。デザインは写真

選定対象たる商品はどんな商品でもよいが、審査は必ず現

果に相違があるのである。

ては盗用防止にも役立つことは明らかであるので、識者の間

売者またはその団体、意匠奨励審議会委員および専門委員そ

b 選定

では前々からその出現の必要が痛感されていたが、その事業

の他通産省各局、官公立関係試験所または指導所等から推薦

色は仲々微妙であり、重量その他使ってみなければ良否の判

ん、デザイン能力に対する日本人の自信を回復せしめ、ひい

の困難性のため、いままで手がつけられなかった。

されたものにつき行われる。いわば誰が推薦してもよく、自

ところが一昨年、特許庁に意匠奨励審議会が設けられ、通

定はむずかしいからである。

この審議会がこの問題を採り上げ、その一環として同審議会

審議が行われ、すでに幾多の貴重な意見の開陳をみているが、

り、意匠の盗用防止策、意匠の振興方策などについて、調査

政の総合的効果を挙げるための機関として活用することとな

け提出された商品について審査して行くという方針で進めて

その他メーカーの団体の協力を得て全国のメーカーに呼びか

定を進めることがあやまちが少ないという見地から、工業会

で、当分の間は、できるだけ同種類のものを沢山見ながら選

準は明確になっていても、その水準はなかなかむずかしいの

グッド・デザインの選定はまだ始めたばかりで、選定の基

できる。

て勧告し、修正されたものについてはさらに選定することも

ザインになる可能性のあるものについては、その修正につい

また選定に当って直ちに合格にはできないが、グッド・デ

デザインでもないからである。

グッド・デザインはベスト・デザインでもなく、ベター・

る点があれば、どしどし修正を勧告する。

合格したものでも、なお改良すれば一層よくなると思われ

d 修正の勧告

薦でも他薦でもよい。

にグッド・デザイン専門分科会を設けて、すでに商品として

いる。

産省の各原局および外庁により行われている意匠に関する行

定公表することとなったのである。

生産されている各般の物品の中から、グッド・デザインを選

たはその商品に関する専門家の説明をきき、必要なデーター

次に審査は、まず数名の予備審査委員によってメーカーま
二 選定の手続

場に委員を派遣することもある︶予備審査を行う。予備審査

どういうものがよいデザインであるか、その選定の基準は

の提出を願って技術的条件を調査し︵場合によっては製造現

選定は、意匠奨励審議会グッドデザイン専門分科会で行う

は一回ですむこともあるが、二回三回と行うこともある。予

なかなかむずかしい。最近におけるインダストリアル・デザ

a 選定委員
が、その専門分科会は四三名のデザイナー、建築家、評論家、

備審査に合格したものについて、はじめて本審査にかけて決

インの理念の発達は、いろいろ立派な標準を与えているし、

三 選定の基準

学者ならびに機械、化学、繊維、窯業、木工などの専門技術

定する。

また英米におけるグッド・デザイン選定の基準も明らかにさ

品を対象としているので、それにわが国独特の手工業的分野

れているが、これらは主として高度の機械による大量生産商

をも考慮して、次の様な基準を決定した。

れば合格の決定をしない。
選定の対象となるものは、商品のいかんをとわず、生産ま

c 選定対象

本審査は大体毎月一回づつ行っているが、全員一致でなけ

者により組織されているが、その他選定を行う品目によって、
その品目についての専門技術家に臨時的に参加願っている。
意匠奨励審議会会長 井上尚一

選定委員の顔ぶれは次の通りである。
グッドデザイン専門分科会会長 坂倉準三

226

Gマーク制度・主要文献集成

（一） 機能と形態の融合を目ざし、しかも独創性をもつもの

デザインが化体すべき商品は、民衆が日常使用し楽しむ実

議所に申し出て日本商工会議所との間に証紙使用許諾契約を

この証紙とまぎらわしいものを貼る者が出たりしては困る

結んで、その頒布を受けることができる。

たものであってはならない。しかし安かろう悪かろうという

録を受けている。また証紙の頒布を受けた生産者は、グッ

ので、この証紙は日本商工会議所が、ラベルとしての意匠登

用品であるから、一般民衆の手の届かないほど高価に作られ
ことでは決してなく、例えば漆器のようなものは、その工程

であること
従来、日本ではデザインというと装飾や模様のように思わ

から見てある程度高価なものであり、漆器には漆器として納

ド・デザインに選定されたものと同一のものにしか貼っては

が、工業製品のデザインは使いやすく便利でならなければな

得できる価額の水準というのがあるのであって、その水準に

ならないのであって、もしそれに反した場合には、直ちに証

れていた。芸術の世界におけるものは見て美しくあればよい
らない。使うための機能から滲み出た形態であることが、グ

照らして経済性もまた考えなければならない。

紙使用許諾契約が取り消されることになっている。また証紙

ッド・デザインの第一要件となるのであり、これはまた同時
に、機能からは必要でない装飾はできるだけ取り去るべきで

を用いる人間にとってこころよいものでなければならない。

いかに機械的な動きや物理的な働きのよい製品でも、それ

議所の許諾を受けなければならないことにした。

するときには、その利用の仕方について一般的に日本商工会

議所が意匠登録を受けているので、これを広告その他に利用

についているグッド・デザイン・マークも、別に日本商工会

ばならないことであるが、これを特に強調したのは、現在の

ここにいう人間性とはというのは、こういう意味であって、

（六） 人間性をもつこと

日本のデザインには一般に外国意匠の模倣盗用が多いといわ

換言すれば、近代的感覚をもち、使い心地のよいものである

あるということにもなる。次の要件は独創的なものでなけれ

れており、それをなくすこと自体が意匠奨励審議会の目的の
ことである。

立つことであろう。

ド・デザインであるかについて理解を深めるために大いに役

に現われるであろうが、おそらく一般の需要者に、何がグッ

この証紙は、間もなくグッド・デザインに貼付されて市場

一つでもあるので、模倣盗用のおそれのあるものを推薦する

四 公表と推薦

ことは適当でないからである。
（二） 量産に適すること

こうして選定されたグッド・デザインは、
︵一︶その都度通

陶磁器、竹製品、木工品、プラスチック製品、ゴムおよび革

工業生産品のデザインであるから量産に適するものでなけ

六 選定の進行工合

製品、ガラス製品、カメラ、ミシン、計量器、農機具などに

産省公報、通商公報、特許庁公報に掲載する。
︵二︶毎年少
て展示する。
︵三︶オートスライドに撮影して国内各地に巡

ついては予備審査が相当進み、すでに予備審査に合格したも

ればならない。しかし、その場合の量産性は機械生産による

回映写する。
︵四︶各意匠センターの協力を得て展示その他

のは約二百点に上がっている。本審査は、昨年十月九日カ

このグッド・デザインの選定は、昨年八月からはじめられ、

業界の啓蒙につとめる。
︵五︶グッド・デザイン常設展示場

メラについて、十一月二十日陶磁器及びガラス製品について、

なくとも一回主要都市においてグッド・デザイン展を開催し

（三） 材料の性質の正直で有効な使用に成功しているもので

の設置を考慮する。
︵六︶宣伝普及用冊子を作成して海外に

ものでも、分業生産によるものでも差支えない。

あること

頒布する。
︵七︶海外見本市、貿易斡旋所などを利用して海

十二月十六日ミシンについて、本年二月二十一日農機具、ガ

材料の性質は意匠を定めるのである。

材料の性質をマスターしない形は決してよいものではない。

外に展示する。
︵八︶その他、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ

ス器具について、三月十四日漆器について、それぞれ行われ

﹃グッド・デザイン│ その制度と実例│﹄︵中小企業出版局 、
一九五八年︶

初出：

スクーター、オート三輪等、車輛関係に及ぶ予定である。

たのであるが、四月には電気器具その他自転車、オートバイ、

などの協力を得て内外への普及につとめることになっている。

（四） 科学技術に立脚すること
材料や加工技術が日進月歩である今日、それらの技術の上

またグッド・デザインの選定を受けた商品には、その実行

五 証紙

術上のごまかしや手を抜いた製品は選ぶべきでない。近代的

を確保せしめるため、巻頭言カットに掲げるようなグッド・

に立って科学的に合理的に製造されることが必要である。技
工業製品は勿論のこと、漆器のような伝統的なものについて、

デザイン証紙を貼付して販売することができることとした。
ッド・デザインの選定を受けた商品の生産者は、日本商工会

その証紙は日本商工会議所が発行することになっており、グ

それなりに合理的に行われていなければならない。
（五） 経済性を有すること
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G マーク運動、いいかえれば良貨のための悪貨追放運動で

意の系譜をメチャメチャに粉砕してしまったが、戦後アメリ

第二次大戦を境にして、全体主義や国粋主義はこれらの善

際の観察では、利用者すなわち消費者とメーカー側からの信

もうかれこれ十五年になるが、昨秋筆者が数年ぶりに訪れた

ドンの中心街にある常設展示場﹁デザイン・センター﹂は、

Isamu Kenmochi
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・
・
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・
・
・
・
・
・
・

工業デザイナー

剣持 勇

ネットの曲木椅子が国際的に知られるようになったのもその

ある。ところでこの運動はいまにしかも日本だけに始まった

カとイギリスは、民生の安定と充実、輸出による国力の回復

頼感というか、その利用率はいや増しに増しているとの印象

協議会︵ BRITISH COUNCIL OF INDUSTRIAL DESIGN
︶
で、全額国庫負担により民間によって運営されている。ロン

わけではない。人間が機械という手工に代わる生産手段を発

を目途に、いちはやく工業製品良質化の運動に手をつけた。

をうけた。ここには毎回の選定品の実物展示のほかに﹁デザ

喧伝によるものなのだ。

明開発して以来のものなのだ。つまりいまからおよそ一〇〇

アメリカでの運動の母胎は、ニューヨーク近代美術館とシ

イン・レビュー﹂なるカード総覧室があり、ここで消費者た

機能と美と経済性を求めて

年ほど前のイギリスで、ウィリアム・モリスという人をリー

カゴのマーチャンダイズ・マーケット︵巨大な商品取引市

ずさわる人々が群がるように利用している状況をせん望の目

ダーに、未熟な初期機械がつくりだす粗製品のすさまじい氾

き作られたものである。選ばれた G マーク商品は実用機能と

をもってながめた。

ちは、英国工業が産みだすあらゆる現役商品のうち、優良と

この運動は、やがて今世紀の初め、欧州大陸に広がり、と

美しさと経済性という見地から、選ばれた審査委員によって

アムステルダム、ウィーン、チューリヒなどにもロンドン

場︶とで、美術館のデザイン部担当の評論家エドガー・カウ

くにドイツではヘルマン・ムーテジュースによるドイツ工作

厳密に選択されたもので、ニューヨーク、シカゴのみならず、

と同様の制度と施設があり、よく利用されているとの印象を

濫から、消費者の生活を、誠実と人間性のこもった生活用具

同盟︵ DEUTSCHER WERKBUND
︶の 良 質 商 品 推 奨 運 動
が顕著である。第一次大戦敗退後、混乱の収まった昭和の初

ほとんど各州の美術館に巡回展示され、また新聞によるすぐ

うけた。なお、イギリスのグッド・デザイン選定品は、さら

保証されたものを登録カードによってくわしく調べることが

めごろ、 ・ ・ ︵ドイツ工作同盟の略文字︶の刻印マー

れた紹介記事によって、良貨は消費者に周知されるという仕

に家具、照明具、厨房具、電気器具等の分類別にベスト・ワ

できる、私は、主婦や若い夫婦連れや、教師や建築工事にた

クのもとに良質製作運動が徹底して行なわれた。建築家やデ

組みであった。その上グッド・デザイン物の専門店は全州に

ンが選ばれ、そのまた首席にはエジンバラ大公によって﹁エ

フマンの企画によって一九五〇年頃から始められた。今日、

ザイナーのほかに、批評家、技術家、経済専門家、医学者、

散らばる。その有力店の一つ﹁デザイン・リサーチ﹂
﹁ポニ

レガント・デザイン﹂賞が与えられる。

日本語化されているグッド・デザインなることばは、このと

主婦などからなる委員会によって行なわれた選定方式は、今

エ﹂などを筆者は昨年、ニューヨークやシスコに訪れたが、

によって守ろうという動機から始まったとされている。

日各国で行なわれているものの原形といってさしつかえなか

スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマークの

さすがに北欧四国のセンス
市民の健全な好みの一面を識ってこころ愉しかった。

よく繁盛しており、一般に悪趣味と悪口をいわれるアメリカ
イギリスのグッド・デザイン運動の中心は、英国デザイン

ろう。写真機のライカや、刃物のゾーリンゲンなどが、世界

B
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に知られたのもそのころだし、最近日本で話題のノル家具の

W

代表作の一つであるブロイエル・チェアや、ミハエル・トー

D

の国としては優等生である。ストックホルムの代表的百貨店

ンはとくにそうだが、フィンランドでさえグッド・デザイン

る。大戦の余塵をこうむらなかった故もあって、スウェーデ

北欧四国は、グッド・デザインの普及国としては大先輩であ

るまい。ただしこのごろグッド・デザインが一種の流行スタ

商品の水準向上にこれまで尽くした功績は多としなければな

日本の G マーク制度もすでに十年になるというが、わが国

チキ商品の存在は断固として許されずとの態度をとっている。

の消費者の立場からする品質検査とによって、無責任なイン

用されないために当事者やデザイナーはもちろん、消費者も

ば﹁刃物﹂である。刃物は使い手による。
﹁G﹂マークを悪

イルの名称となり無責任にこの名を用いるために一部識者の

﹃毎日新聞﹄︵一九六六年九月一九日︶

初出：

常に良識を養わねばならぬと思う。

﹁ ・ ﹂の売り場を目をつぶって歩いていてもいいデザイ
ンのものにぶつかるという感じである。そもそもスウェーデ

ひんしゅくを買っていることは遺憾の極みである。
私は﹁G﹂のマークを大切にしたい。これは物にたとえれ

ンでは伝統あるスウェーデン工業協会の積極的なグーテ・フ

K

ォルム選定と国立家政消費研究所
︵ KONSUM INSTITUTE
︶
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勝見 勝
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Masaru Katsumi

だって物故した仲間、たとえば、剣持勇氏や桑沢洋子さんな

しい仕事で、これ迄、私がこの種の文章を筆にしたのは、先

割を、過不足なく回顧のなかで語るということは、とても難

顧せよということなのであろう。しかし、自分のはたした役

えられたのも、創設に関わりのあった一人として、当時を回

んな記念行事が企画されている。私がこういうタイトルを与

表を仰せつかったりしていたからでもあろうが、どちらかと

ク・デザイナーの国際団体である ICOGRADA の日本代

フィックデザイン﹂という雑誌を主宰したり、グラフィッ

と思っていた﹂という感想を聞かされた。それは私が﹁グラ

イナー協会︶の若い会員から、
﹁先生はグラフィックが専門

席上だったと思うが、J IDA︵日本インダストリアルデザ

世代の交替の段階に達したのであろう。たしか ICSID の

に結成されたものが多いのだから、今やほぼ一世代を経て、

所﹂とか、グラーフィス誌の日本特集に寄せた序文などを引

イギリスの SIAD の機関誌に執筆した﹁東と西の出あう

な文章、たとえば、先年の ICSID 会議日本招致のために、

そこで、外国向けに日本のデザイン史をスケッチしたよう

間に合いそうにもない。

の資料などを整理しはじめているのだが、とてもこの稿には

本のデザイン史をまとめるようにすすめられ、ぽつぽつ身辺

いうことらしい。実は若い編集者などから、数年来戦後の日

後世の検証にもたえるような、時代の正確な証言をのこすと

デザインディレクター・デザイン評論家

どについてだけである。死者はも早や自身について語れない

いうと、私の時間は、インダストリアル・デザインの問題に、

デザイン奨励審議会。以下同︶とグッドデザイン商品選定制度が創

用しながら、産業デザイン審議会 ︵編者註：意匠奨励審議会、後の

今年は G マークが生まれて二〇年、通産省を中心に、いろ

し、死者の業績を正しく伝えるのは、生き残ったもののつと

設以来の顧問ということにもなっている。

より多く割かれて来たのが実情であり、現に、J IDA の創

した﹃日本のアートディレクション﹄
︵美術出版︶に序文を

ートディレクターズクラブが、創立二五周年を記念して刊行

って来たのかなと、ややたじろいでいる。たとえば、東京ア

ることが多くなって、さては﹁生きた化石﹂となる順番が廻

とまどう。そんな時、ふとシュトルムのこんな詩を思いうか

こ迄の予備知識を前提としていいのか、一瞬、話題の選択に

いことが多い。そんな席上で、スピーチを求められると、ど

ない顔が増え、なじみの顔を探しても、なかなか見つからな

しかし、近頃はデザイン関係の会合に出ても、見おぼえの

いなどがあれば、大方の御叱正を乞いたいと思っている。

かし、今は記憶のうすれたことも多く、もし、私の思いちが

設されるにいたる時代的背景を、私なりに語ってみたい。し

ところが、この半年ほどの間に、私は急に回想を求められ

めでもあろうか。

求められたり、来年二五周年を迎える日本デザインコミッテ

べたりする。

戦後の日本のデザイン論議は、デザインの盗用問題という

デザインは人類の共有財産である

ィーの﹃デザインの軌跡﹄
︵商店建築︶に筆をとったりした。

藤山愛一郎氏が、ロンドンのヒースロウ空港における記者会

形で、ジャーナリズムに登場した。吉田内閣の外相であった
われはもはや睡けれど

それどころか、GK インダストリアルデザイン研究所が二五
周年を迎えるというので、先日は野口瑠璃さんたちがやって

見で、日本のデザイン盗用に対して、強い抗議を受けたとい

日頃からデザイン問題に関心をよせている人々の間では、こ

うニュースは、かなりわれわれにショッキングであったが、

なれは踊りつづけて飽かず⋮

考えてみると、戦後のデザイン運動は、一九五〇年代の初
今や私のつとめは、過ぎていった一世代の同伴者として、

来て、私の談話をテープにとって行った。
めに、最初の高まりを見せ、日本のデザイン団体も、この頃
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ではなかったか。

イギリスはウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフ

ンチェスター・ガーディアンだったように記憶するが、日本

実は、明治以来、われわれは欧米の先進諸国から、この種

ツ運動以来、先進工業国のなかでも最も早くデザイン問題に

れが日本のデザイン政策を、大きく換えるかも知れないとい

の国際的袋叩きを、くり返し加えられて来た。これは遅れて

関心を払った国である。すでに一九二〇年代の初めから、イ

デザイン先進国としてのイギリスとアメリカ

スやハーバート・リードの方が、日本のデザイン政策には、

の人選には、必ずしも賛成ではなく、ヘンリー・ドレイファ

工業化に乗り出した国の宿命のようなものである。そういう

ギリス政府もデザイン政策に本腰を入れはじめ、ペブスナー

のデザイン盗用を、
﹁国際市場における海賊行為﹂とまで決

もっと適切な助言を与えてくれるだろうと考えていた。その

国際的な圧力をはね返しはね返しながら、日本の近代化は進

の﹃デザイン・リサーチ﹄や、ゴーレル卿の﹃リポート﹄は、

う期待も口にされた。事実、藤山氏はその後、レーモンド・

後私がドレイファスの﹃百万人のためのデザイン﹄や、リー

められて来たのだということは、今の若い人々にも、銘記し

大きな世論をまき起こした。ハーバート・リードが、在野の

めつけたほどである。

ドの﹃産業と社会﹄の翻訳を手がけた背景には、多少、藤山
てもらわねばなるまい。

ローウィを招いたり、その著書を翻訳したりされた。私はこ

氏の選択に対する異議がはたらいていたかも知れない。

﹁日本は先進国のデザインを模倣した唯一の後進国では

初め、わが国に工芸指導所が設立されたのも、イギリスの

から放送されたのも、世界で最初の出来事だった。昭和の

し、
﹁生活とデザイン﹂という連続シンポジウムが、BBC

立場から、政府のデザイン政策を批判したのもこの頃だった

ザイナーの成功物語に着目した藤山さんは、さすがに政治家

ない。十九世紀のドイツは、イギリスのデザインを模倣

BIIA︵英国産業美術研究所︶に学ぶところがあった。

しかし、今からふりかえると、アメリカの代表的な工業デ
であったと思っている。ピースのパッケージ・デザインを、

や西ドイツのデザインを、いくらも模倣している。これ

したし、今世紀に入っても、社会主義諸国が、アメリカ

世界で最も完備したデザイン政策といわれる CoID︵産

ローウィに依頼するように斡旋されたのも、同氏だったよう

らの実例は、技術工学の導入にあたって、デザインの模

に伝聞しているが、その時、ローウィに支払われたデザイン
料が一〇〇万円だというので、新聞のトピックになったりし

決算であった。それだけに、日本のデザイン模倣を、海賊よ

業デザイン協議会︶と、各種のデザイン・センターの設立は、
日本が西洋のデザインを模倣せざるを得ない、さらに

ばわりしたという、その国民心理は分からなくもない。しか

倣を伴わないということは、在り得ないという真理を物

のに、そんなに大きなデザイン料が支払われるとは、誰も想

重大な条件がある。巨大な人口を小さな列島に抱えた日

し、イギリス人は、妙に不器用なところもある国民で、一九

た。今の貨幣価値からみると、大した金額ではないように見

像していなかっただけに、デザイン問題を社会の眼に、大き

本は、自然の資源に乏しく、原料の輸入と、加工品の輸

五一年に開かれた英国祭は、一〇〇年前に世界最初の万国博

イギリスの朝野をあげた、約半世紀にわたるデザイン運動の

くクローズアップする効果があった。また、その時のローウ

出に頼らざるを得ない。日本の欧米デザインの模倣は、

を開いた栄光を、もう一度とり返そうという、国民の大きな

語っていよう。

ィ一流のデザイン・プレゼンテーションも、日本のデザイナ

われわれ自身の選択というより、貿易の重圧が、われわ

えるが、当時としては、煙草のパッケージのような小さなも

ーに、プロというのはこういうものだと、啓蒙するところが

夢を託した行事であった。そこでは、その後国際的な流行現
これは﹁東と西が出あう所﹂からの引用であるが、この分

イン・プロジェクトに携わったものが多く、折にふれ、
﹁あ

同年輩のイギリスの友人たちのなかには、この英国祭のデザ

象となった、いろんなデザイン上の試みが発表された。私と

れに課した選択の余地のない必然性なのである。
﹂

デザインの専門家の手で、細々と進められていた日本のデザ

かり切ったとわれわれに思われる事情が、案外、欧米では理

とにかく、藤山さんが打ち上げた政治的狼火は、それ迄、

少なくなかったように思われる。

イン運動を、大きく時代の波にのせるという働きをした。も

東京が世界の五大マンモス都市のひとつであるということ

たとえば、木綿というものを、ファッションにとり上げる

の時は好かったなあ﹂という調子で、いろんなことを語って

などによって、戦後いち早く提唱されていたし、日本の産業

は、よく知られているが、江戸が十七世紀の末に、すでに一

ということは、戦前には考えられないことであった。しかし、

解されていない。

が、敗戦のどん底から立直り始めた一九五〇年前後という時

〇〇万人の人口を抱え、徳川幕府は、地方からの人口流入に、

イギリスは戦争中から、コットン・ボードを中心に、木綿の

っとも、インダストリアル・デザインの重要性は小池新二氏

点で、世界はもはやセラーズマーケットから、バイヤーズマ

たえず規制を加えねばならなかったという歴史的事実は、イ

品質改良を試みたり、パリからオートクチュールを招いて、

新しいデザインを工夫したりしていた。英国祭はその晴れの

くれる。

ーケットに移行し、先進工業国の間では、貿易競争がはげし

ギリスの友人たちには、なかなか認めてもらえなかった。し
かし、有名な大火以前のロンドンの人口は、精々七～八〇万

くなっていたという国際情勢を考慮すれば、デザイン盗用の
問題は、必ずしも予測できない出来事ではなかった。確かマ
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あった。その頃の日本の木綿工業は、二次加工どころか、新

舞台で、日本や西ドイツやアメリカの木綿工業に、大きく差
のデザイン意識を高める効果があった。

や、続いて開かれた﹁二〇世紀の工業デザイン﹂展も、日本

東京の近代美術館で開かれた﹁グロピウスとバウハウス﹂展

なかろうか。私も同誌の編集顧問という立場から、同氏と面

氏も、日本のデザイン政策に関与されるようになったのでは

き受けていたが、恐らく、これが機縁となって、社長の司忠

識を持ち、後にクラフト・センター・ジャパンの設立をお手

をつけ、ふたたび世界の先頭に立つというのが、その狙いで
興繊維の圧力に、悲鳴をあげていた。確かに、イギリスの狙

スイスの品質であった。ブリチッシュ・カラー・カウンシル

て、最も大きな成功をおさめたのは、イタリアのデザインと、

場は、その後世界的な流行となった。しかし、その波に乗っ

本繊維意匠センター︵一九五五年︶
、日本陶磁器意匠センタ

ザインの選定に乗り出すこととなった。それと前後して、日

一九五七年に、ついに産業デザイン審議会を設け、グッドデ

こういう社会情勢を背景として、
﹁腰の重い日本政府も、

も、くり返し誌上で論議されたし、私などは、J IDA の創

ては異例の自由が許されていた。デザイン振興制度の必要性

やはり無視できないものがあったと思う。官庁の出版物とし

自分も関係していただけに、主観のまじることを恐れるが、

﹁工芸ニュース﹂が、日本のデザイン運動にはたした役割は、

伝いしたりすることにもなる。

などのバックアップで、世界の流行色を打ち出そうとした、

ー︵一九五六年︶
、日本機械デザイン・センター︵一九五九

として、私のヴィジョンを図解入りで発表するという、思い

立に際し、日本のデザイン政策とデザイン運動に対する提案

産業デザイン政策の出発

フェスチヴァル・カラーズなども、結局はパリ・モードに吸

ザイン・ハウスが設立されたり、大阪デザイン・ハウスが出

年︶などが設立された。J ETRO のなかに、ジャパン・デ

いは正しく、ファッション・ファブリックとしての木綿の登

五周年が、いろんな形で祝われ、私の友人のなかには、爵位

収されてしまったようである。それでも、昨年は英国祭の二

フトの分野でも、クラフト・センター・ジャパン︵一九五九

発したのは、もう少し後である。日本の伝統産業であるクラ

ぎる﹂といって叱られたりした。しかし、ほぼ私のヴィジョ

切ったことをやり、当時、豊口克平君から﹁あれは僭越にす

を受けた人もいる。息の長い国民性といえるだろうか。
イギリスとちがって、アメリカには、日本の工業力を、む

ンに近いものとなっている。文明に対してひとつのヴィジョ

G マークの選定や産業デザイン審議会が、どのような手続

年︶や京都クラフト・センター︵一九六二年︶などが設立さ

バイヤーによって、わが国の中小メーカーに強要されたもの

きで制度化されたかは、当時の特許庁の意匠課長であった高

ところで、今年のデザイン選定から、通産大臣賞その他が

しろ手足に使って、系列化しようという一面がある。日本の

が少なくない。その辺の事情は﹁露は尾花と寝たといい、尾

田忠氏に聞くのが、最も正確ではないかと思う。私は依嘱を

新しく設定され、私も久しぶりに最終審査に加わったが、入

ンを持つということは、批評家のプライドではあるまいか。

花は露と寝ぬという﹂という独々逸が、よく物語っているの

受けて、一九五七年から六五年まで、審議会のメンバーに加

推薦された商品を見わたしても、デザインの平均水準がいち

賞した上位のデザインは元より、各分科会より賞候補として

れた。
﹂

かも知れない。

Ｇマークのデザインを、亀倉雄策君に依頼するよう示唆した

わり、第一回の選定に出席しただけに過ぎない。それでも、

﹁デザイン盗用﹂と非難されるものも、しばしばアメリカの

そういうアメリカでも、一九五〇年前後から、カウフマ

グッドデザインとコンシューマー

ン・ジュニアを中心とするグッド・デザイン展が、ニューヨ

じるしく高くなっているのに、私は大きな感慨をもよおした。

す暗い部屋に集った時の印象が、私によみがえって来た。当

のは、私だったような気がする。少しドイツ的な堅さがある
その頃、グッドデザインの選定制度に、最も熱をあげてい

時、デザイン・コンシァウスネスの認められる商品は、皆無

ークの近代美術館を会場とし、シカゴのマーチャンダイズマ
インとは何か？﹄という小冊子が、生田勉氏の手で翻訳され

たのは柳宗理君であった。彼は父君柳宗悦の名声もあって、

に近く、G マークの将来は、必ずしも明るくなかった。候補

そして、ゆくりなくも、第一回の選定のため、高田課長のう

たり、渡米した故剣持勇氏が、何回目かのこの展覧会を見て

政界にも財界にも、通りのいいところがあった。今は物故さ

作品を前にして、思わず柳君と顔を見合わせたものである。

が、好いデザインだと今も思う。

来て、グッドデザイン運動の必要を提唱したのも、その頃で

れた加納久郎氏を、デザイン運動のシンパに引き出したのは、

ートの協賛で開かれたことがある。カウフマンの﹃近代デザ

あった。しかし、ニューヨークのグッドデザイン展は、カウ

それから二十年、G マークの制度は、必ずしも私の期待した

もっとも、グッドデザイン選定の制度化ということは、イ

の制度が何らかの寄与をしていることは否定できない。

国の商品が、国際市場で高い評価を受けている背景にも、こ

柳の手がらのひとつかも知れない。前川国男氏や故板倉準三
工業技術院の外局であった産業工芸試験所の幹部たちも、

フマン氏の理想主義が、アメリカという広い国土になじまな

この問題については、いろいろ進言するところがあったに相

通りではないが、大きな成果を収めたといえる。近年、わが

むしろ、カウフマンの精神は、日本デザインコミッティー

氏も、陰に陽に、彼をバックアップした。

のグッドデザイン運動に、ニュアンスを変えて、受け継がれ

違ない。その機関誌の﹁工芸ニュース﹂は、丸善が発行を引

かったのか、五回目で幕をとじたと記憶する。

ているといえるかも知れない。グロピウスの来朝を機として、
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A の理事長であった小杉二郎氏が、反対の意見書を配布して、

があった。日本でも、産業デザイン審議会の席上で、J ID

ギリスでも﹁政府の仕事ではない﹂といって反対された段階
﹁グッドデザイン﹂という言葉を、私たちは何気なく使って

方を展開した。

かで、しだいに社会のなかに定着してゆくものだという考え

会主催の今年度の展示会のタイトル﹁二〇年くらしに生きる

政の枠をはみ出す論点が多く、産業デザイン審議会のなかで

ひとつの報告を提出した。しかし、私のリポートは、通産行

り返し、コンシューマーとそのデザイン啓蒙に焦点をあてた、

Ｇマーク﹂というのを読みながら、はたしてそうだったかな

は、少数意見に終わったようである。日本産業デザイン振興

イツ工作連盟の﹁グッドクォリティ﹂を経て、一九三〇年代

と、私は少し首をかしげている。しかし、日本の人口が、と

ト﹂から、北欧のスレード運動の﹁グッドクラフト﹂や、ド

カウフマンの理想主義が挫折したのも、恐らく、同じような

のイギリスの市民運動のなかで定着した用語で、イデオロギ

に角一億を算え、北欧諸国のクラフトなどとちがって、国内

いるが、その系譜をたどれば、モリス達の﹁グッドテース

理由からであった。しかし、G マークの場合は、企業側の応

ーとしては、楽天的にすぎるとする論者もあるが、近代デザ

市場だけでも、一応、量産体制が成り立つという条件は、多

ザイナーの発想を制約するという理由だったと記憶するが、

募商品にのみ選定を加えるという建前から、小杉君の抗議を

イン運動の願いのようなものが、この言葉のなかにはこめら

くの商品開発の初期の段階で、日本のコンシューマーに、モ

物議をかもしたこともある。それは企業の自由をはばみ、デ

黙殺したようだ。
れている。

くり返し論議されて来たし、私はどちらかというと、コンシ

いう言葉を嫌い﹁プロダクト・フォルム﹂という用語を好む

マックス・ビルなどが﹁インダストリアル・デザイン﹂と

の国際競争力にもつながっているという問題は、もはや、別

ルモット的役割を強いて来たということ、それが日本の貿易

デザインを産業の問題と見るか、芸術の問題と見るかは、
ューマーの問題としてとらえ、グッドデザイン運動を、汎地

﹃通産省公報﹄︵一九七七年一〇月︶

初出：

り、
﹁デザイン・カウンシル﹂と呼んでいる事実である。

おきたいのは、近年イギリスでは﹁産業﹂という形容詞をと

らず、私が必ずしも満足していないのは、やはり似たような

の機会にゆずる他はない。ただ、ここでひとことつけ加えて

たのも、そういう考えを述べたかったからである。ジョー

理由からである。実は、産業デザイン審議会のなかに、一九

のも、
﹁インダストリアル﹂という形容詞に、資本主義の体

ジ・ネルソンの言葉などを引用しながら、
﹁デザイン﹂とい

五九年に設立された﹁デザイン政策小委員会﹂のリポーター

臭をかぐからであろうか。Ｇマークの今日の成果にもかかわ

うものは、産業だけでも、デザイナーだけでも、コンシュー

を、私は引き受けたことがあった。その控えが手もとにない

発した翌年、
﹃グッドデザイン﹄
︵新潮社︶という本を執筆し

マーだけのものでもなく、デザイナーが創造し、産業が制作

ので、正確なことは言えないけれど、私は幾度か公聴会をく

球的な生活様式の創造と考えて来た。私が G マーク制度の出

し、コンシューマーが選び、あるいは却けるという過程のな
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松本哲夫
剣持デザイン研究所所長

経済成長の波に乗って溢れでる商品群を前に、建築界、デ
ザイン界より﹁グッド・デザイン運動﹂の声がにわかに高ま
ってきた。
今でこそ、グッド・デザイン︵GD︶なる言葉は普通に抵

にして産業界の立て直しと、国民生活の活性化に向かいつつ

の混乱期を抜け出し朝鮮戦争の特需景気をスプリングボート

があり、ハイカラ、スマートがグッド・デザインかと質問し

らしさこそが身上で見あきがしないのではないか等々の指摘

ているし、当時の家電製品へも言及している。答える剣持の

としているが、二回目の反論では、現代のデザインへの理解

あった五〇年代の日本の姿であり、次にくる輸出の増大と外

一九五五年の春、銀座松屋の七階にグッド・デザイン・コ

を求めようとして、たくあんの器を作ることに、極めて日本

第一回目はデザイナーの立場と指摘の部分的肯定および、文

ーナーが開設された。展示品の選定は国際デザインコミッテ

的で人間臭い課題と受け止める姿勢をチラリと見せている。

貨獲得、経済戦争への突入による海外での摩擦に対する体制

ッド・デザイン、もしくはグッド・デザイン運動という言葉

ィー︵現日本デザインコミッティー︶が担当、民間の建築家、

当時の、デザインに対する認識の浅い社会に対するデザイ

様に対する考え方を述べて、
﹁下手な模様やすむに似たり﹂

が使われだしたのは、一九五二年三月、毎日新聞主催の第一

デザイナーが、百貨店という市民が集まる場でのグッド・デ

啓蒙という名のデザイナー側の思い上がりも忍び込んでいな

ナー側の抵抗と拠点としてのグッド・デザインコーナーには、

が確立されつつある時期でもある。

回新日本工業デザイン展︵渡辺力氏の紐椅子も出品︶がその

バーの一人一人の意見が一つの商品を選ぶ中で、ぶつかり合

ザイン運動は面白い試みとして注目された。個性の強いメン

抗なく使われる。否、むしろ使い古されているくらいだ。グ

この年、剣持勇は産業工芸試験所よりアメリカへ出張を命

デザインの必要性を説き、同社に日本最初のデザイン部門を

うである。国内でも五一年松下幸之助氏は米国視察後、工業

アメリカのグッド・デザイン運動のたかまりを肌で感じたよ

三回のアスペン世界デザイン会議に日本代表として出席し、

知り、その翌年再度の渡米で三年目の GD 展を見、さらに第

ン展﹂を見て、アメリカにおけるモダン・デザインの現況を

トとニューヨーク近代美術館の共催になる﹁グッド・デザイ

白無地の茶碗について、グッドデザインは白に限るのか、と

ンコーナーの選定品についての論争があった。近藤日出造は、

新聞夕刊から四回にわたって、近藤日出造と剣持勇のデザイ

い装飾の排除が目立つことになる。五八年一月一三日付読売

判断の基準にしていたようであった。結果的には、意味のな

形﹂を重んじ、材料の正直な使い方や、加工技術の適正さを

バーのデザインについての共通の認識、
﹁機能から生まれた

い、デザイン論争を繰り返す、真剣な討議は自然に各メン

にも知らせることで、需給の両面から物真似でないデザイン

性を企業に啓蒙するねらいもあったのである。また、消費者

処するため、G マーク証紙を与えることで、デザインの重要

ローズアップされてきた背景があった。海外からの苦情に対

その前提条件には、輸出の増大と共にデザイン盗用問題がク

させた。官側でのグッド・デザイン運動である。がしかし、

年、通産省は意匠奨励審議会を設置し、G マーク制度を発足

このような民間のデザイナーたちの悪戦苦闘の最中、五七

ーの職能確立を目指しての運動でもあったといえよう。

かったとはいえない。しかし、それを承知の上でのデザイナ

さきがけだったように記憶する。
じられ、五〇年から始まったシカゴのマーチャンダイズマー

設けている。五二年に新日本工業デザインコンクール︵現毎

んや菜っ葉漬を盛っても、うまそうに見えないのでは困る。

いう疑問を提起したのである。白無地の陶磁の食器にたくあ

振興をはかろうとしたもので、極めて日本的な発想︵イギリ

蓄﹂が入賞、J IDA︵日本インダストリアルデザイナー協

こけしが木ハダに墨一色なのは、こけしの土俗的な野暮った

日工業デザインコンペ︶の第一回の一等賞に柳宗理氏の﹁電
会︶が設立されるという年であった。このような状態は戦後
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小杉二郎氏のように、官側からのグッド・デザインの押しつ
あるものの長年月の運動は日本デザインコミッティーのそれ

ー賞を出すに至っている。やや商業的に利用されたきらいは

一九八二年、G マーク制度は二五年を経過し、ロングセラ

けになることに危惧する廃止意見も出るなどした。審査の内

と共に、日本のデザイン界に一石を投じ続けてきたといえよ

スにも前例あり︶の運動といえる。むろん、これに対して、

容、応募方法の改善などを経て、現在に至っている G マーク

う。現在の混沌としたデザインの行方について、意外と市民

＊

制度は、こうして出発した。因みにニューヨーク近代美術館

の生活感覚に根づいているデザイン観は、グッド・デザイン
運動の結果といえなくもない。

リアルデザイン﹂小杉二郎著

﹃小杉二郎の人と作品﹄所収﹁G マークはやめるべきだ＝わがインダスト

﹃グッド・デザイン﹄勝見勝編

委員会

﹃グッド・デザイン・カタログ 1960
﹄グッド・デザインコミッティ事務局
﹃剣持勇の世界﹄第四巻﹁その史的背景、年譜、記録﹂剣持勇の世界編集

初出：

60

の GD 展は五〇年から五四年まで、
﹁上からのグッド・デザ
イン運動﹂という批判をうけて廃止されている。

Gマーク大全

235

1

﹃キーワード
・ 年代の幕開けを語る用語﹄
GRAFFITY
︵建知出版 、
一九八三年︶
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Hiroshi Sano

Yo Tanaka

株式会社モス・アドバダイジング 代表取締役社長

田中 央
東京芸術大学 美術学部非常勤講師
Takeshi Nishizawa

株式会社 GK 設計 取締役副社長

西澤 健

ぐの頃と思いますが。
佐野 ともかく、何もかもが新しかった時代と言えるかも知
洗濯機、掃除機を三種と言ったわけですが、神器と言うから

れません。
﹁三種の神器﹂という言葉がありました。冷蔵庫、

（以後
） グッドデザイン商品の選定制度は
Design News
昭和三二年の制度発足以来、本年度で三〇回目の選定を迎え

には、手に入らない、家庭生活のあこがれの対象だったと言

して私たちに見えていた。

それをシミュレーションして、ハウ・ツーに変えていくこ

とが六〇年代の私たちの仕事であったと思います。

当然、最初は﹁ものまね﹂的です。だから当時は﹁三種の

神器﹂は選ばれていませんね。

このグッドデザイン選定制度は、当時、国際問題化しつつ

なっていた時代です。朝鮮動乱をすぎて、気がついてみたら、

昭和三〇年︵一九五五年︶は、ともかく食うには困らなく

西澤 インダストリアル・デザインにとっても﹁スタディの

ザインが持ち込まれた最初の事例と言ってよいでしょう。

はあっという間に普及した商品ですが、家庭の中にグッドデ

昭和三二年に G マークに選ばれている﹁電気がま﹂
、これ

あった日本商品による模倣問題に端を発し、オリジナリティ

ちゃんと食べていた。やっと生活を豊かにすることに気がま

時代﹂だったと思います。

ってよいでしょう。

の高い商品を育成しようという主旨、ややかたく言いますと、

わりはじめた。その時、
﹁アメリカ式文化生活﹂が光りかが

二点にのぼっています。

﹁デザインの優れた商品を選定推奨することにより、我が国
三〇年、と言うことになりますが、この制度によって選定さ

てですが、具体的に生活が見えてくる。美しいママと、子供

最初は映画で、六〇年代に入ってからはブラウン管を通し

われ、日本からのデザイン留学生も多数出発していく。デザ

研究所︶を中心に、アメリカのデザイナーの招聘が活発に行

時代があるわけですが、当時の産業工芸試験場︵現製品科学

日本のデザインが確立するまでの前史としての技術導入の

れた商品を年を追ってふりかえってみますと、そこに大きな

に理解のあるパパがいて、美しいキッチンにはごく普通の道

インの手法、方法、評価といった自主的な研究も活発でした。

やいて見えたわけです。

軌跡が描かれているように思われます。単にデザインの軌跡

具として﹁三種の神器﹂が使われている。ボーイフレンドが

産業の育成と国民生活の向上を目的﹂に発足しました。以来

というだけでなく、我々の生活変遷、あるいは産業発展がそ

佐野 あこがれがあるから作る、グラフィックの世界も同様

こ良くみえた。ニューヨークの ADC︵アートディレクター

車で迎えにくるなどと言うのは、当時の私達からみて、夢の

こから読みとれるようです。

統括的に言えば﹁アメリカ式文化生活﹂
、アメリカンライ

ズクラブ︶の年鑑など、なめるように見たと思います。アメ

でしたね。外国のデザイン、特にアメリカのデザインがかっ
フスタイルと言い換えてもいいですが、それがモノの集合と

ような世界に思いました。

そこで、本日は﹁G マークの三〇年﹂を踏まえたレビュー、
プレビューを語っていただきたいと考えました。昭和三二年
と言うと、先生方は大学生、あるいは社会に飛びこまれてす
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るに至りました、この間に選定された商品の数は一二、三九

D
N

でなく、グラフィックと言うより、商品をめぐるコミュニケ

佐野 昭和四〇年代とは、インダストリアル・デザインだけ

完成をみることができると思います。

たとえば、昭和三九年に選定された︵株︶日立製作所の蛍

ーション活動全体が大衆の生活の中に浸透していった時代で

のが、確立されているように見受けられます。
光灯スタンド﹁ムーンライト 506﹂
。これは今日でも販売

す。この時代、特に﹁キャンペーン﹂という言葉がよく用い

リカ式文化生活が各ジャンルに細分化されて、おのおの追求
ったと思います。
商品ではないでしょうか。

されていますが、おそらく三〇年代唯一のロングライフ家電

されていくわけですが、俯瞰的にみれば、デザインも同様だ

なく、ヨーロッパ的な考え方が一方にありました。

られるようになりました。TV、新聞、雑誌等のメディアを

イズを行い、市場に商品が表われ、消費者もそれを購入する

ミックスした﹁キャンペーン﹂を展開しニーズのビジュアラ

まず、
﹁嵯峨﹂
、
﹁高尾﹂などといった日本調ネーミング、

ことによって完結させる、というマーケティング理論が実践

つまり、商品のつくり方、売り方、コミュニケーションの

日本調デザインの TV、オーディオがこの時期選定されてい

くお聞きしたいと思います。

この時代︵昭和四五年前後︶のデザインについて少し詳し

田中 インダストリアル・デザインの場合、アメリカだけで
だからデザインの評価をめぐっても、アメリカ流に﹁売れ
ることがベスト﹂とあっさり評価するか、ヨーロッパ流に
﹁消費者にこびることが真のデザインなのか﹂という二つの
考え方があったようです。

しかたが、連続した手法として展開されはじめた時期でしょ

され、軌道に乗りはじめた時代でもありました。

西澤 昭和三〇年代のインダストリアル・デザインの課題は、

う。

ますが⋮⋮。

ヨーロッパ流の社会啓蒙活動的な色彩が濃かったように記憶

欧米で開発された商品、技術をいかに日本化するか、日本人

田中 商品のかたち化についてもこの時期に大まかの方向が

初期の G マークの審査を見ると、荒っぽい言い方ですが、
しています。よく﹁G マークは白でなきゃだめだ﹂とか﹁文

ネーミングの商品について、これは確かテレビの方が早かっ

の生活に合致したものにするかにあったと思います。日本調

たと思います。

のデザインの課題は技術の進展をどうアピールするかにあっ

たものも、Ｇマークに選定されているわけですが、この時代

私は当時、カメラ関係の企業にいまして、私のデザインし

づきはじめたのだと思います。

のかたちを決めていけばいい、ということにデザイナーが気

・ ・ ・

くと言うか、技術の進化をビジュアライズする方向で、モノ

決まってきますね。簡単に言えば、技術を生活に近づけてい

ードでかたちの統一を図った方が消費者にとって理解しやす

家具的にとらえれば、日本の住宅様式に共通する日本的コ

するか、二つの基本的方向が考えられるわけです。

テレビのデザインの方向には、家具的にするか、機械的に

たと記憶しています。

・ ・ ・

ない﹂などと言われていましたね。

様があってはいけない﹂とか、あげくには﹁G マークは売れ
西澤 デザインプロセスの上でも、両者は関わるわけですが
︵アメリカの手法では、粘土は使わず、スケッチ︵レンダリ
ングと言う︶を中心に進めていく︶
、アメリカ的でもヨーロ
ッパ的でもない、日本のデザインの方法を様々に模索してい
く時代が昭和三〇年代と言ってよいでしょう。

い。
そこで、日本的なもの、建具的な直線構成を造形に生かし
てまとめてみよう、というのが、こうした﹁日本調﹂デザイ

日本的デザインの手法の確立
DN Ｇマークの選定制度は昭和三八年、東京オリンピック

一ミリ、二ミリにしのぎを削っていく。つまり、
﹁ここま

をと言うより、社会の発展と言いかえて良いかもしれません

で小さくコンパクトにできた﹂というところに、技術的進展
この様式はなくなってしまうわけですが、機器の日本化への

が、それを表していくわけです。

政側にあったと考えてよいでしょうか。

イプという技術形式も、少数の例外をのぞけば、日本独特の

社の﹁電気掃除機﹂にもみることができます。シリンダータ

日本化の表れは、昭和四〇年度選定の松下電器産業株式会

デザインの醍醐味があるわけですが、先ほど言いましたよう

メッセージとして、商品を購入するわけです。ここに商品の

メッセージを込めます。また、ある意味で、消費者も自分の

作り手側は、商品のかたちに﹁こう使ってほしい﹂という

・ ・ ・

積極的な取り組みとみるべきでしょう。

ところが、住宅様式、特に畳が変わってしまう。この結果、

ンのテーマではなかったかと思います。

制度を採用しはじめます。

の一年前ですが、この年度から今日のような企業からの申請
それまでは審査委員が文字通り足を使って集め、審査する
という方法であったと聞きます。こうした制度の変更も、日

田中 詳しくはわかりませんが、G マークの年史などを見ま

ものですが、スタイリング面ではアメリカのアートセンター

に、技術の進化をみせるという方向が、当時の消費者と一番

本的なデザイン開発が軌道にのりはじめた、という認識が行

すと、昭和四〇年前後に一つのデザイン上のピークがあるよ

的手法に立脚しながらも、日本家庭の事情に合致した細やか

・ ・ ・

うに思います。ですから、第一段階終了という見方はあった

コミュニケートとしやすい、と言うことに気付いた。となれ

ば、どうかたち化すれば良いかの方向が決まりますから、後

・ ・ ・

な工夫をつみかさねていく。生産性の良さと使いやすさをバ
ランスよく集約させていくという日本的デザインのひとつの

のかも知れませんね。
DN 昭和四〇年前後、今日みる商品の原形とも言うべきも
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前に言われていた、
﹁軽薄短小﹂のはしりみたいな現象です

西澤 小さなものに意味、価値を見いだしていく。ちょっと

た、というわけですね。

ベルがそろってきた。企業規模的にみても、デザインが大企

︵と言っても消費財にまだ限られていますが︶のデザインレ

代に入り、日用品など身近な分野へ拡大していった。産業別

動車、家電品など、ごく一部に限られていた。それが四〇年

昭和三〇年代はインダストリアル・デザインといっても自

年︵昭和五〇年代︶ぐらいから明確になるのですが、女性が

たようです。

したから︶では G マークが先行するという図式ができあがっ

おくれ、ファミリー︵当時はまだ TV はファミリーのもので

この時代あたりから、こと若者については G マークが立ち

言われはじめるようになる。

が、トランジスタラジオが小型化してきたとなると、その方

業のものではなくなっていった、と言えましょう。

使うものだけではなく、家庭用耐久消費財を含めて消費の主

選定されていますね。

向を他の分野の開発にも応用してしまう。このあたりに日本

田中 日本のデザイナーが、腰をすえはじめたという感じで

導権を女性が握っていくという時代です。
・ ・ ・

・ ・ ・

ファミリー、パーソナル、女と区分したのも基本的な人間

トのもとにシステム化されてくる時代がすぐ数年先に見えて

ナルな時代、それからと分けてみると、先ほどふれられてい

年に生み出された商品達を大きくファミリーの時代、パーソ

佐野 私はちょっと別の切り方をしてみましょう。この三〇

西澤 今日、年表を見てあらためて気づいたことですが、初

るかが今、問われていると言えるようですが⋮⋮。

産業の国際化、ソフト化といった問題にデザインがどう係わ

先ほど話題となった基本的な人間関係の再編成、あるいは

・ ・ ・

・ ・ ・

しかし、生活の側から言えば、時計とラジオを組み合わせ、

・ ・ ・

ていきましたね。一九六〇年代後半からポスター、TV、雑

ハードウエアに、そしてそのデザインにあるんだ、という意

活のあり様を変えるんだ、言葉を換えると生活を変える力が

識が実証されているような気がしてならないんです。

者の時代はまず音︵サウンド︶から始まり、映像へと広がっ
誌等のカラー化が始まり、
﹁イメージの時代﹂ということが
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は一群となります。

的な不可思議さがあります。

す。生活が見えるようになり、どの生活分野でも日本的なモ

DN 大量生産、大量販売時代の大量デザイン手法が生まれ

﹁スモール・バット・パワフル﹂これはわかりやすい。目標

ノのあり方にもとづくスタンダードを作りあげていく力がそ

次は女の時代、主婦から女への時代です。これは一九七五

が立てやすく、デザインの意図をエンジニアや経営者に説明

のあり方が変われば、またもののあり方が変わるということ

本当の意味で、女の時代に対応したハードウエアというの

を言いたかったからです。

そうした新しい時代の代表例が、昭和五六年度部門別大賞

いるように思います。ことによったら、キッチンがまったく

は、まだ登場していないわけですが、女が変わることによっ

のモニター﹁プロフィール﹂
、あるいは昭和五九年度グッド

ないホームというものもありうる。そうした変革期を今迎え

自信を確認するための手法という受け止められ方をするよう

て仕事をするようになる。マーケティング等の手法も、その

昭和五〇年代に入ると、デザイナーがすっかり自信をもっ

なわってきたわけですね。

でも知っていますからね。

しやすいわけです。一寸法師のおとぎ話は、日本人ならだれ

転機の時代

毎年二、〇〇〇点から三、〇〇〇点の商品が申請され、三

デザイン大賞の乗用車﹁シビック﹂
、ということになりまし

つつあるように思います⋮⋮。

て家庭のあり方が変わる。ホーム︵家庭︶が新たなコンセプ

五〇点程度の商品が選定される。数字的にみても平均してい

ょう。両方とも、ハードウエアの本質とは何か、というとこ

になります。

る時代ですね。

ろから開発をスタートさせています。

DN デザインが今、転換期を迎えつつあることは、Ｇマー

DN 昭和四〇年代は、Ｇマーク制度にとっても順調な時代

西澤 選定商品をみながら代表的な事例をあげてみましょう。

対する期待をもって商品がつくられた事例と言えますね。こ

西澤 マーケットニーズという次元を超え、モノのあり方に

と言えるのかも知れません。

たとえば、昭和四二年度に選定されている︵株︶岡村製作所

た昭和四〇年頃がパーソナルな時代のちょうど幕開けという

期の選定商品、たとえば﹁電器がま﹂
︵昭和三二年度選定︶

新たな課題

の﹁ユニット棚﹂
、これは、システムと言う概念が具体的な

クの審査を通じても実感できるようです。

トータルな情報機器として身近に置く、という発想は自然に

ことになります。
﹃平凡パンチ﹄の創刊が昭和三九年、ビー

やソニー株式会社の﹁トランジスタラジオ﹂
︵昭和三三年度

・ ・ ・

れがデザイン開発の新しいしかたに育っていく。

商品となって表われた最初の事例かと思います。

生まれてきます。つまり、作り手側に生活のしかたが次第に

トルズの来日が昭和四一年。昭和四〇年代にソニーの代表的

選定︶には、インダストリアル・デザイナーがデザインで生

それから、翌昭和四三年度の﹁時計ラジオ﹂
、これは、複

見えはじめた。先ほどのシステム化にしてもまた複合化にし

なラジオ﹁ソリッドステート ﹂が選定されていますが、若

合化商品のはしりとも言えます。

ても、生活のしかたを見ることによってかたちの組み換えが
また、昭和四〇年代の終り、昭和四九年にはぺんてる株式

始まったと言えるようです。
会社の﹁水性ボールペン﹂と林刃物株式会社の﹁事務鋏﹂が

11

スタディにはまったくなかったことです。
⋮⋮。

インが今日まで蓄積した力を今後どう発揮していくかですが

という見方は大変興味深いと思います。問題は、日本のデザ

初期に、今日花開きつつあるシーズがビルトインされている

ンテグレーションされて存在するようになる。これからはい

ステムとして、それも従来の並列的なシステムではなく、イ

あり方自体が変わっていく。個別に存在するのではなく、シ

佐野 いま出ました﹁と﹂
︵関係性︶の問題ですね。ものの

仕事となるように思いますが。

生活のあり様をデザインで変える。これはアメリカからの
田中 当時は今でいうデザインやマーケティング等の方法も

西澤 ﹁デザイナーはニーズではなしに、生活の本質を理解

わゆるニューサイエンスの人達が言っているように、統合す

が登場してくる時の象徴性を導入するという程度であったか

するのだ。
﹂という言い方があります。本質を理解するには、

る方向へ向かうだろう。これはまちがいない。とすればます

確立されていなかった時代ですから、デザインも新しいモノ
と思います。今日でいうソフト的なデザイン発想、すなわち

統計的数字を重ねても見えてはこない。ひとつのセンス、セ

ます﹁と﹂が問題になります。デザインは﹁見えないものを

・ ・ ・

生活のしかた自体の変化を想定しかたちを導くという考え方

ンスをもって本質を把握できる人間が本当の意味でデザイナ

見えるようにかたちづくることだ﹂と言われますが、かたち

とはちょっと異なる。
ーなのだと思います。

なぜ、こんなことを言うかというと、国際化という新たな

﹁と﹂の問題によって当然変わる。
﹁と﹂という動的な関係を

化には、意図、目的性、論理性が問われます。この意図等が

ただ、日本のデザインの出発点で、今日で言うソフト的な

環境の中で、モノを創っていくことの意味を日本人がどう理

シーズを感じさせる事例に出会うことは事実ですね。
西澤 もう一つ気になるのは、白山陶器株式会社の﹁しょう

DN 日本のインダストリアル・デザインは、先ほど田中先

も一つの源流となっていますね。

化相互、俗な言い方をすれば﹁すべておつき合いのしかた﹂

田中 ヒトとモノ、ヒトと企業、企業と企業、あるいは異文

を意味するのではないかと思います。

﹃デザインニュース

初出：

・ 188
﹄︵日本産業デザイン振興会、
一九八七年︶
187

と言った方が明確になるかも知れませんね。

田中 むしろ﹁と﹂自体を動的に構築することがデザインだ

くことと思います。

もってとらえていくことがデザインに大きな影響を与えてい

解していくかが問題となるからです。
な部分、環境的な側面が大きく欠落している。

日本の場合、私的な部分では充分発達していますが、公的

ゆ差し﹂
︵昭和三六年度選定。現在も販売されている︶
。クラ
械で作ることの意味を問うこと。機械で作りながらそこに手

フトのインダストリー化というか、手で作るのではなく、機

生がおっしゃったソフト化思考という点で、今日欧米のそれ

が問題となります。この﹁つき合い方﹂を通じて生活の本質

これはある意味で生活の本質がまだ見えきっていないこと

とは様相を大きく異にしてきたようです。国際的にみて大き

を見出していくことが、今後のデザインに課せられる基本的

を感じさせるという日本的造形処理があるわけですが、これ

な可能性がそこに感じられるわけですが、G マークの選定の
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︵五︶経済性。
︵六︶人間性。要約して、グッドデザインの主

︵三︶材料の性質に応じた適切有効な使用。
︵四︶科学技術性。

た。
︵一︶機能と形態の融合とその独創性。
︵二︶多量生産性。

しては、グッドデザイン専門家委員会で次のように定められ

慣だからである。日本ではよく売れ出すのを見て模倣し、社

えている。デザイン盗用に対して、社会の批判がきびしい習

ようであって、いったん公表すれば社会が護ってくれると考

絶無とは言えないが、その多くは公表以前の段階においての

防止に道義の高揚が必要なゆえんであろう。外国でも盗用が

前者の一ページを開いてみよう。当時の特許庁長官、井上

それに口火をつける役割を果たしたにすぎない。近く通商産

晩取り上げられなければならないものであった。特許庁は、

デザイン行政の総合推進は通商産業省のどこかの一角で早

ている。

実に起こった多くの事例を前提として、社会に問いかけをし

たない原因の一つはここにあるのではないだろうか。
＂と現

の盗用問題が国際的に喧しく非難されながらも、年々後を絶

った。経済の混迷する時代には、デザインはいまだ大きな問

選定制度が日本デザインの水準向上のために、さらに日本デ

らへ渡される。いずれにしても、私は、このグッドデザイン

なら、三五年間に亘る歩みの中で、デザインに対する価値観

の原点にもう一度視点をあてて考えてみる必要がある。なぜ

のだろうか。グッドデザイン制度を振り返ってみるとき、そ
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Kyo Toyoguchi

︵昭和三三年︶に特許庁から発行された﹃グッドデザイン そ

眼といえば﹁機能と形態の総合美﹂ということになるであろ

会も臭いものには蓋という態度でのぞむ。これほどデザイン

東京造形大学学長

豊口 協

の制度と実例﹄であり、もう一冊は、日本発明新聞社から一

う。
︵中略︶

尚一氏のグッドデザイン選定制度を制定した目的が、明快な

そのときは、この制度運用のリーダーシップのバトンはそち

業省の中にデザイン行政の新しい中心が設置されるであろう。

題として登場しない。経済の安泰と発展につれて、それは急

ザインの世界的雄飛のために、大きく寄与するであろうと信

長、高田忠氏の手による﹃デザイン盗用﹄である。

文章で述べられている。

速にクローズアップされる。デザインに対する認識の高まり

と期待が、少しづつ変化してきたことは明らかな事実だから
である。

じている。
＂
と結んでいる。今より三五年前の文章であり、内容であり、
一方、高田忠氏はその著﹃デザイン盗用﹄のはしがきに

何が良くて何が悪いのか

グッド・デザインの軌跡
＂日本でもデザインの模倣をよいと思っているはずはないだ

日本機械デザインセンターが中心になって、東南アジア地域

﹁デザイン盗用﹂という言葉は今でもよく耳にする。
︵財︶

方向づけである。

はもともとそんなものではない筈だ。
︵中略︶グッドデザイ

ろうが、見つかったら頭をかいて陳謝すればすむぐらいに考

こうなると、グッドデザインについての正しい指標の与え

のである。免がれて恥なしの態度と言わねばならない。盗用

ぼうよう

ンを求める心は、いまや、作る人、売る人、買う人、使う人

えて、手っ取り早く売るためについふらふらとやってしまう

られることが必要となる。
︵中略︶グッドデザインの基準と

で製造、輸出販売されているカメラを調査したのは、四～五

を通じて、澎湃として湧き上がりつつある。

様や装飾と考えられがちであった。しかし、真のデザインと

じる。
＂に始まり、
＂従来ややもすると、デザインは単なる模

をみるにつれ、私は、日本経済の今日の成長をひしひしと感

三五年前に一体何が起こり、どのような対応にせまられた

＂デザインの問題が、人びとの関心をするどく惹くようにな

今、私の机の上に二冊の本がある。その一冊は一九五八年

九五九年︵昭和三四年︶に出版された、当時の特許庁意匠課

はじめに

6

年前のことである。日本製のカメラに、名称までも酷似して
インコンペティションが行なわれ、それがデザインのプロモ

れた。以上のような各種センターの開設に伴い、各種のデザ

はなかった。日本人のための日本のデザインの開発が必要で

きであった。これをそのまま輸入しても使える環境がそこに

漫画のブロンディの家にある大型冷蔵庫ではなく、日本人

いたこの製品は、品質面でかなりレベルの低いものであった

向けのコンパクトな九六リットルの標準型冷蔵庫。これは価

あったのである。

足する。この制度は、オリジナリティが高く、デザインの優

年︶には国の制度としてのグッドデザイン商品選定制度が発

ーションの一助となった。そして、一九五七年︵昭和三二

四十年ほど昔、事態は全く逆であった日本が欧米市場で行

が、国際市場に混乱を起こさせた。
ったこれと同じようなデザイン盗用によって、デザインの重

丸形の攪拌式の洗濯機は、アメリカの西部開拓時代の文化

格や設置場所や使い勝手の面から考えても、当時の住宅事情

ること、さらにデザイン能力に対する日本人の自信を回復さ

的遺産から生み出されたものであって、大きくてなんでも洗

れた商品を選定・推奨する制度で、国内におけるデザイン思

一九五七年︵昭和三二年︶の秋、当時の藤山外務大臣が日

せ、模倣防止にも役立つという効果を期待したものであった。

えるのがその主な特徴ではあったが、とても日本人の緻密な

要性とグッドデザイン制度確立の政策的な必要性が高まった

英友好の訪問に英国を訪れた時、空港で大臣を迎えたのは歓

この制度に基づく第一回の選定は同年に行われ、当時のわが

感性には合わないものであった。

に、極めて合理的なサイズであった。

迎ではなく糾弾であった。同じデザインの製品が並べられて、

国の第一級のデザイナー、建築家などを網羅した四三人の審

それに代ってデザインされたキュービクルタイプの洗濯機。

想の啓蒙と、諸外国の日本の商品に対する評価の改善に資す

どちらが英国製でどちらが日本製かの判断を迫られたのだっ

査委員によって、プロダクトデザインを中心に四七点のグッ

という概念を、うまく生かしながら収納性の良い外形と使い

四角い外形に丸い洗濯槽が入っている。タライは丸いものだ、

のだった。

た。英国はもちろん北欧や西ヨーロッパの国々、さらにアメ

される商標である Gマーク もこのときに定められた。以後、

ドデザイン商品が選ばれた。また、グッドデザイン商品に付

を加えて、
﹁三種の神器﹂という言葉を生み出したのは日本

濯機が生まれた。この二つの家電製品にさらにテレビ受像機

このように日本人の手による、日本人のための日本人の洗

やすさをまとめ上げたものである。

は、デンマークのカイボイセンのデザインによる木製の猿。

この制度は今日まで続く。消費者の大多数がこの G マーク

リカからも多くの非難が寄せられた。今でも語られているの
アメリカの八ミリ映写機。ジッポのライターなどこのほかか

制度を知るようになる︵昭和四三年の日本商工会議所調査で
この制度は、商品を生産する企業側に大きな刺激となった

は、この制度の認知度は六四％︶
。

なりの点数になっていた。
外国市場の実態もわからず、バイヤーの注文に応じてモノ
作りに励んだという当時の環境もそれに輪をかけていたので
政府がそれに警鐘をならし、業界全体が共通の問題として

場からメーカーに語りかけのできるこの場は、すぐれたデザ

っても、この制度は刺激的であったし、ユーザーとしての立

が発表した﹁我国自動車工業振興策﹂によって＂国民車構

のニーズが高まる。一九五五年︵昭和三〇年︶に通商産業省

一方、一人当りの年収が二七〇米ドルを超えると、自動車

のオリジナルデザインであった。

この事実をとらえて、自主的に輸出商品のチェックを始める

イナーの誕生と幅広い視野を生み出すことに成功した。モノ

が、日本人の手による国民車の開発は、当時ルノー、ワーゲ

想＂が唱えられた。これはそのままの形では実現しなかった

ことはもとよりだが、当時のわが国の若手デザイナー達にと

ことになった。一九五九年︵昭和四六年︶に輸出品デザイン

また、地場産業や伝統的な産業に対しても、新しい市場への

を創り出す喜びを、多くの人びとに体験させる場となった。

ある。

ンの認定制度をとることになる。またこれに関連して、一九

法が制定されて、カメラなど一部の輸出商品についてデザイ

動車業界にとっての夢であり、目標であった。資源少国日本

ン、オースチン、ヒルマンに市場を占められていた日本の自
このように企業経営へのグッドデザイン・プロモーション

にとって必要なことは、徹底して経済車をつくることにあっ

商品開発の糸口となった。

はじめ、陶磁器、雑貨、機械など各種のデザインセンターが

と並行して、若手人材育成のためのプロモーションを展開さ

た。

五五年︵昭和三〇年︶以降、
︵財︶日本繊維意匠センターを
設立されて、デザインの模倣防止に大きな実績を残すことに

せたことは、日本のデザイン界を築きあげるための意義ある

にあった派手なきらびやかなものではなく、いかにも実質

ル３６０﹂のあの象ガメのような印象は、アメリカ車の伝統

手による、日本人のクルマが姿をみせることになる。
﹁スバ

６０㏄﹂にみられるように、まさに日本人のための日本人の

そこでこののち、
﹁スバル３６０㏄﹂や﹁マツダクーペ３

・ ・

なった。国際市場へのモノ作り。伝統と技術に立脚した製品

布石であったと評価される。

は駐留軍の家庭で使われていたもので、日本の家庭には不向

戦後、日本人の目にふれることとなった家電製品は、多く

デザインは日本人の生活へ語りかけた

のもつオリジナリティへの評価と認識が当時の日本社会には、
まったく欠落していたようである。この時点で国際市場に対
する作法が問い正されたことになる。
しかし、盗用防止はあくまで消極手段である。より根本的
で、より積極的なすぐれた自主デザインの開発と確立が望ま
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的で素朴なものであった。
＂狭い道、人といっしょに歩こう
出してきた先進経済国の生活環境は、日本の一般生活者に、

ることになった。自らの生活を自分たちの力と知恵で創り

＂軽薄短小＂という言葉を生み出した。さらに質の向上を図

た石油問題とは、日本人の伝統的な知恵に刺激剤として働き

かしたものや、黒く塗りつぶした仕上げなど、手間のかかっ

ト。デザインはやはり素朴で美しいものとなった。木目を生

姿をみせる。日本の伝統的な木工技術を生かしたキャビネッ

音楽を聴きたい。その心に応えて多くのオーディオ製品が

システムキッチンやセントラルヒーティングシステムは、

の領域が広がり、システム商品の開発が始まることになる。

た。そして、人とモノの関係から人と生活環境へのデザイン

ができるというグッドデザインの思想が人びとの心に広がっ

人間とモノの関係を正しく理解した上で、デザインの価値

きな社会変革の波に洗われることになった。一つは円の変動

ところで、一九七〇年代は、グッドデザインにとって、大

イン＂を不動のものにした。

パン﹂のイメージを高め、国際市場を通じて＂ジャパンデザ

小型で高性能・高品質のデザインは﹁メイド・イン・ジャ

ることにより不良率を低め、価格の引き下げと製品の信頼性

＂考える生活＂の重要性を認識させることに成功した。

た表面処理と仕上げは、やはり伝統的な技術から生み出され

日本人の生活様式そのものを本質的な所から変え始めること

相場制の導入であり、もう一つは週休二日制への移行であっ

・ ・ ・ ・ ・

インマインドが、本当に素直に表現されていた。

よ＂と呼びかけるやさしさがにじみ出ていた。日本人のデザ

たものであった。ツマミに手を触れただけで、メカニズムの

になった。女性の家庭生活が、電気洗濯機の普及によって大

た。

った。女性の城としてのシステムキッチン。新しいコミュニ

品化によって、質的にも時間的にも余裕を生み出すことにな

計画、そのトータルな製品への影響が、どのような形でモノ

以前は一米ドル三六〇円ですべてが計画されていた輸出入

を高めることに成功した。

質の高さが伝わらなければいけないと、そのツマミのデザイ

きく変化したように、その一五年後、システムキッチンの商

モノには裏表があってはいけない。使うときも使わないと

うらおもて

ンに全力を傾けた若いデザイナーがいた。
きも、モノには顔がある。そのモノの顔を大切にする日本人

な試練となった。円が高くなるにしたがって、輸出が苦しく

作りに表われてくるか、もちろんデザイン界にとっても大き

情報化時代を迎えて、より付加価値の高い商品開発への第

なる。高度な生産技術を導入して品質の向上を図りながら共

ケーションソサエティの核として機能することになった。

高品質・ハイデザインのモノ作りの思想が、六〇年代のグッ

一歩が始まった。情報・通信の分野。エレクトロニクス。そ

通部品の再編成など、デザインへの課題も多様化を深めた。

のデザインマインドが多くの製品にみられ始めたのである。
ドデザインに多くみられるのも、その特徴の一つである。

して航空・宇宙への指向。
一九七〇年代、通商産業省の具体的なデザイン行政を通じ

静かにしかもゆっくりとファクシミリが動き、テレビ電話で

ファイバーが輝き、ワイヤレステレフォンの演出が行われ、

一九七〇年の大阪万博の会場に、レーザー光線が走り、光

の生活は構造的な変化を余儀なくされる。

り立つ。年の一／三を休む時代が来たことによって、日本人

ると、とたんに一年の三分の一が休日になるという計算が成

して五日働いて一日休む計算が、週休二日制を導入したとす

従来のカレンダー通りに休日をとったとすれば、年間を通

転機の時代 一九七〇年
て多くの新しい課題が提示された。一九六九年︵昭和四四

ルタイムの巨大アイドホール映像は、会場と東京と奄美の

相互に会話を交わしていたことを覚えている人も多い。リア

休日の二日間をどう過ごすべきか。仕事中心の生活から、

年︶には︵財︶日本産業デザイン振興会が設立され、デザイ

島々を結び、ニューヨークからのメッセージを重ねた演出は、

割り切って自分自身を見直す余裕が出てきた。レジャー・ス

ン行政の一つの拠点となる。グッドデザイン商品選定の業務
の実施もここに委託されるようになる。そして、産業構造審

やがて訪れる﹁情報社会﹂を象徴的に物語るものであった。

ポーツ・教養・趣味といった忘れ去られていた人間的な時間

議会の答申を受けて、行政そのものの中で知識集約型産業構
造への転換が強く望まれ、そこに改めてデザインの重要性が

り、レジャー・スポーツ用品が数多く姿を見せ始める。若者

帯がよみがえってきた。グッドデザイン対象製品の幅は広が
一九七三年︵昭和四八年︶の第一次石油危機は、デザイン

人口の多いスポーツが脚光を浴び、スキー用品が花形商品と

量から質へ

くには、付加価値の高い製品作りに脱皮しなければならない。

の機能をもう一度考えさせるよい体験となった。これ以来、

して登場する。家庭での健康にと自転車業界が再び活性化し、

一貫して説かれた。わが国が今後の国際社会の中で生きて行
それには品質の向上はもとより、すぐれたデザインこれが重

省資源・省エネルギーが商品開発とデザインの軸となってい

ートバイ全盛時代を迎え、ゴルフ用品、さらにはつり道具も

＂翔んでいる女＂の声とともに、五〇㏄ステップスルーのオ

要な要素となる。デザインの責任領域は急速に広がり、すぐ

従来、日本の国は資源の少ない環境におかれてきた。モノ

その付属商品の開発が始まる。
を大切にし、長く使いこなし、軽量化を図り、収納性を高め、

く。

一九七〇年︵昭和四五年︶は、日本人にとって刺激的な年

れたデザイナーの育成もまた急務となったのである。
であった。大阪で初めて開かれた万国博覧会。その会場を通

再利用を考えてきた。国際的な規模で世界経済に影響を与え

新素材の開発と相呼応して姿をみせることになる。労働から、

して、入場した日本人六千万人は異国の生活文化に直接ふれ
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メディカルサイエンスの総合システムによって、地球上に

次のデザインイヤーが全国的に展開され、国の審議会︵輸出

一九八九年︵平成元年︶
、通商産業省の提唱によって第二

くれたことを思い出す。

とり残されている数多くの風土病はどこまで研究されその対

検査及びデザイン奨励審議会︶は﹁一九九〇年代のデザイン

るだろうか。

策をなしうるのだろうか。都市集中化の進む中での人の流れ。

政策﹂を発表する。この中に触れられているように、日本の

健康とスポーツと教養へと生活そのものが質的に変化を進め

自然災害に対応したより安全な建築と都市構造は考えられな

てゆく一九七〇年代。まさにグッドデザイン制度の最も輝け
この頃、グッドデザイン商品選定への申請点数は、二千八

る最も内容的に飛躍をした時代と言ってもよい。
百点を超え︵昭和四五年︶
、G マーク商品を展示した日本グ

の共生の世界の可能性をさぐることにある。それは＂地球に

デザインの目途とするところは、地球全体に生きる生命体と

排ガスや騒音によるトランスポーテーション問題。より安

やさしい＂という言葉を実感し、人びとの心に共通のデザイ

いだろうか。
全でより効率の高い交通手段への対応はどうすればよいのだ

ッドデザイン展が年々開かれて多くの人を集める。一九七三
年︵昭和四八年︶には、第一回のデザインイヤーが全国的に
展開される。

ンマインドを形成していくことになる。

一方、高齢化社会への道を急速に歩みつづける日本。七五

ろうか。
新素材の開発は、どこまで可能性を有しているのだろうか。

年かかったイギリス社会、四五年の歳月を費やしたフランス

他方、イベントもさることながら、商品と技術そのものが
急成長する。たとえば、コンパクトディスクの出現などとと

地球・宇宙の開発と目的を、どうすれば世界共通の問題と

社会に対して、日本は、わずか二五年でその状況に達する。

一九九〇年代のデザイン施策は、まさにこの現実にどのよう

して対応することができるのだろうか。

もに、情報・通信の分野が技術的に信じられない速さで進ん
でゆく。

にして対応し、実現の社会に貢献しうるか、試練の十年とな

また一方では、公共施設の改善。人が安心して歩ける道と

っている。

こういった幅広い視点に立った問題の提起と具体的な提案
＂これこそ
つくば博をみた外国人ジャーナリストたちは、

が、筑波の会場から世界に向けて発信されたことを思い出す。

一九八五年︵昭和六〇年︶は、筑波科学技術博覧会の開か

人と物との関係を正しく認識しようとするデザイン博覧会

日本独自の開発・国際対応の時代
れた年である。大阪万国博覧会から十五年の歳月が過ぎた。

グッドデザインの思想が、高度な科学技術によって可能と

どがデザインへの要求となりそしてそれが高まってゆく。た

防止や小型化を通して、さらなる省エネルギー対応の改善な

その施設。人びとが安心して作業のできる産業機械類。騒音

け、それなりに世界市場での責任が大きくなった。高度なデ

なった世界を、デザインという機能によって、人びとの生活

とえば、3 Ｋという言葉をクリアーするカギはデザインに託

だ＂とその報告書の中で賞讃していたことを思い出す。

ザイン力による商品に対し、高度な品質とその普遍性が問わ

の場によみがえらせることの大切さが、会場を通して世界の

この十五年間で、日本のデザインは世界的に高い評価を受

れることになった。世界の人びとが共通に使用する道具世界。

選ぶ目・使う心

題を生み出している。

され、労働人口の不足をデザインによりカバーするという課
この数年後、チェルノブイリの事故が起こり、ベルリンの

人びとにメッセージとしてとどけられた年である。

あり、生活のあらゆる道具世界に向けられることになった。

前にあえなく崩壊した。それと前後して日本独自の開発商品

壁が姿を消した。エイズが流行し始め、新しい都市が地震の

それはクルマであり、情報通信機器であり、医療診断機器で
日本から世界へ。これからの時代は高度な科学技術をベー

日に、初めて全国から集まった G マーク申請商品の一般公開

一九九二年︵平成四年︶の G マーク商品選定の審査会の前
情報通信の高度な発達と静止通信衛星の活用によって、民

の日が設けられた。三〇〇〇点を超える製品が、一堂に会し

晶が確認できることは、世界にも類をみない。二〇〇〇人余

間で初めての自動車のナビゲーションシステムが商品化され

が数多く世界市場に姿を見せ始めることになる。

スにした社会へと移行してゆく中で、これらの科学技術をよ
り人間的な世界の場へ結びつけるために、新しいデザインの
再認識の必要性が説かれることになる。
より安全で、かつ経済性の高いエネルギー開発はないもの

エレクトロニクスの技術応用による民間健康機として、指

の入場者には、企業関係者はもちろん、学生や教育関係者も

て姿をみせ、しかも今一番注目されている最先端の技術の結

世界の人びとに、もっと速く正しくしかも安価に情報を届

で計る簡易血圧計の商品化とそのデザインは心温まるもので

多く含まれている。

た。

けることができないものだろうか。エレクトロニクスの技術

あった。ハンガリーから来日したデザイン関係者の夫人は、

だろうか。

をさらに深めることによって、高密度な情報社会が可能とす

選定が行われる。

そして、その会場で専門家集団によるグッドデザイン商品
その精度の高さと愛くるしい造形と、リーズナブルな価格に
驚き、自国における社会福祉の遅れを、時間をかけて話して

る世界はどこまで求められるのか。
バイオ技術の進歩は、地球に住む生命をどこまで約束しう

Gマーク大全

243

︵平成三年度︶の部門別選定の﹁選ぶ目・選ぶ心﹂について、

の考え方や基準は少しづつ違った視点をもつ。一九九一年

一三部門に別れた商品分野。それぞれに亘って、その選定
と思う。
＂

留意したモノのほうがグッドデザインと言えるのではないか

あまりにも新規性を追求するよりも、今の時代性、社会性に

生活を保証することになる＂と語ったことは、デザインに対

あげることが基本的な仕事であるし、それがひいては豊かな

エネルギーを省き、合理的でしかも性能の良い製品にまとめ

まだこんなに残されている部門もめずらしい。表面はなんと

＂見えない所は機能的に良ければそれで良いという思想が、

の開設は、より日本市場の開放を促進させることになったし、

本のデザインの優位性の上に可能となった。
﹁外国商品賞﹂

今や日本の市場を国際的にも広げたいとする考え方は、日

して新たな期待と課題を物語る。

︵A︶レジャー・ホビー・ＤＩＹ部門

なくまとまっているのに、後ろにまわって見ると、何の手立

外国企業にとっては、日本人のモノに対する考え方を理解す

︵L︶産業機械部門

＂テニス、バトミントンのラケットは一律に高いデザインに

てもしていないものが多い。もう少し、ちゃんと工業デザイ

る上でも、多くの情報を提供する効果を生んだ。

いくつかの特徴ある部門の言葉を紹介しておきたいと思う。

達している。ゴルフクラブは奇をてらうものが多く、オーソ
ナーの協力を得た方が良いのに。
＂
︵M︶輸送機器部門

を確約するものになった。
﹁中小企業商品賞﹂の開設は、日

場へ胸をはって提供することの充実感は、次への大きな飛躍

・ ・

ドックスで完璧な美しいクラブの登場が願われる。自転車は
部品レベルでの優れたデザインの登場を期待したい。
＂

念であった。ただし中小企業の活動については力強いものが

＂本質的な感動を与えてくれる商品に出会えなかったのが残
あり、来年度以降に向けて期待を持てるものであったように

れるものであった。

本の次世代への大きなジャンピングボードとして高く評価さ

一方、中小企業が独自の商品を開発し、質の高い商品を市

＂ＩＣの革命的進歩や新メモリーの登場の可能性、あるいは

︵B︶オーディオ・ビジュアル部門
液晶技術の発展、衛星放送のようなメディアの拡大というよ
思う。
＂

併せて﹁ロングライフデザイン賞﹂の制度は、良いものの

うな技術革新が、商品のあるべき姿をどんどん変えてきてい
る。その結果、商品は小型軽量化、複合化、多層化や、流動

品はそのポジションを踏まえてこそ存在する意味がある。
＂

を最も重視される商品もあり、世の中に存在するすべての商

＂どんなファッション化した時代においても、基本的な機能

︵C︶日用品部門

てきている。
＂

﹁部門別大賞﹂および全体を通しての最高賞であるグッドデ

大臣選定となった。Ｇマーク選定商品のうちの優秀なものに

それまで通商産業省貿易局長選定であったものが、通商産業

つ改善が進められてきた。一九八〇年︵昭和五五年︶には、

五七年︵昭和三二年︶に始まり、年々規模が大きくなり、か

先に述べたように、グッドデザイン商品選定制度は、一九

対応を評価し、企業とデザイナーに新しい刺激を与えるため

になった。

を明らかにして、専門企業に対して大きな自信を与えること

け、しかも市場で歓迎されている商品が存在するという事実

く立ち直った企業にとって、二十年間も同じ製品を作りつづ

立つとともに、一九七三年の第一次石油ショックからようや

本質的な世界を、商品を通して人びとに認識させることに役

︵D︶キッチン・食卓・家事部門

ザイン大賞を贈る制度が設けられた。一九八〇年には、ロン

にＧマーク商品の中にさらに各種のテーマ賞が設けられるこ

共通言語としてのデザイン

＂冷蔵庫・洗濯機・炊飯器などの成熟商品に、エンブレムを

グライフデザイン賞も設定された。さらに一九八四年︵昭和

とになった。

する消費者動向にも多面的に対応し、接点を持つ商品が増え

貼り付けてみたり、意味のない表示をしてみたりという間違

五七年︶には、部門が一三部門︵Ａ部門～Ｎ部門︶に拡大し、

った高性能の機器を安全に間違いなく使ってもらうための

高齢化社会への対応を考慮した﹁福祉商品賞﹂
、複雑にな

一九九〇年︵平成二年︶以降、進展する社会的ニーズへの

えた考えに、デザイナーはもっと毅然とした態度をとるべき

外国商品賞、中小企業商品賞︵現、中小企業庁長官特別賞︶
が設けられた。

である。
＂
︵F︶住宅設備・エクステリア部門
る。その家で生まれ育つ子供たちの人格形成に大きな影響を

ストリアルデザインの範たるべきものだと考えている。特に

人々の生活に文化的な要素を提供するものであって、インダ

その表彰式の席上において＂Ｇマーク商品とは、あらゆる

していく方向を物語っている。

いよグッドデザイン制度そのものが、国民のものとして定着

を配慮した﹁地球にやさしいデザイン賞﹂
。これらは、いよ

めた﹁景観賞﹂
、現在、最大の問題である地球環境への調和

﹁インターフェイス賞﹂
、自然と生きものとの共生の時代を求

持つのも住宅建築であり、その集合が街を形成し、それが人

デザインの本質とは今語られている省資源、省エネルギーの

一九八〇年︵昭和五五年︶
、当時の通産大臣田中六助氏は、

びとの故郷にもなり得るのだから。
＂

＂人間にとっての住まいとは、と考えてみることも大切であ

︵H︶教育用品部門

言葉を借りるまでもなく、材料をできるだけ節約し、無駄な

山や海や川、森や砂漠や草原。それと人工的な造形物との

＂デザインが日常生活を支える基本的な思想であるとすれば、
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して現実の形につくりあげていかなければならない。そのた

胸の中に留めておいてよいものではない。それをデザインと

調和を改めて考えてみようとする心は、ただ美しい夢として
構造は、それぞれの人びとの生活そのものであり、デザイン

在しない。人類が二〇〇万年かけて積み重ねてきた食文化の

箸をもつ風習は、ナイフとフォークとスプーンの世界には存

大切にする心を失いつつあるようにも思える。もう一度グッ

いう言葉がある。たしかに豊かな生活になった反面、モノを

＂個人個人が豊かになればなるほど社会は貧しくなる。
＂と

ノ作りの方向を示唆するものである。

ドデザインの基本的な思想と哲学を確認すべき時が来ている

の軸として考えるべきものである。

ように思う。

一つのモノが呼びかける言葉。それはその物の存在価値と

して評価される。グッドデザイン商品の持っている道具とし

ての情報価値が、世界の人びとの心のきずなとして広がって
ゆく。

日本の食文化のシンボルとしての割り箸。まさに生活の知

点から分析を試みていたことを思い出す。

生物と人間の創る人工造形物との関係を、エコロジカルな視

会議の基調講演の中でライアル・ワトソン氏が地球に生きる

一九八九年︵平成元年︶
、名古屋で開かれた世界デザイン

めには、プロモーションとしてのグッドデザイン制度は、今
後、新しい運動として地球規模に広がって行かなければなら
ないだろう。
一方、日本を含む東アジアの先人達が創りつづけてきた人
とモノとの関係を歴史を通じて考えてみる必要性も生まれて
きた。

恵の結晶でありデザインでもある。いま改めて言われるまで

＂共通言語としてのデザイン＂
。この言葉を大切にしたいと

こめ

米文化圏の食文化と道具の関係は、高度な作法を形成した。

もなく、資源を育てることを基礎としたエコロジカルな道具

願うのである。

・ ・ ・ ・ ・

中国のちりれんげと竹の箸、韓国の金属スプーンと金属の箸。
でもある。

クル、リユースを前提とした本格的な省資源・省エネルギー

﹄︵日本産業デザイン振興会、
一九九二年︶
﹃ GOOD DESIGN 1992 1993

初出：

デザイン界にいま最も強く要請されていることは、リサイ

日本には木の箸が残り、スプーンは姿を消した。同じ米を主
ろうか。

食としていながら、なぜ日本だけスプーンが姿を消したのだ
対応である。

﹁地球にやさしいデザイン賞﹂の目的は、一九九〇年代のモ
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麺類のスープを直接容器に口をつけて飲む作法は、他の国
ではあまり類をみない。父の箸、母の箸と個人個人が特定の

－

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ク制度︶は、一九五七年の創設以来、約二万点の商品を選定

通商産業省によるグッド・デザイン商品選定制度︵G マー

こととした。従来、商品だけをその受賞対象としてきたＧマ

に含め、
﹁施設部門﹂を新たにＧマーク制度の対象に加える

の﹂と﹁機能﹂の組み合わせである建造物・構造物をも対象

にも富み、消費者の関心も高い商品でもあることから、もと

た。このような成長性が極めて高く、機種のバリエーション

商品が複合されたシステム商品も数多く見られるようになっ

や工業化住宅も近年その対象に入ってきた。さらには、各種

Keiichiro Murano
財団法人日本産業デザイン振興会 理事長

してきた。その範囲は家電、ＡＶ、家具、建材、乗用車、電

ーク制度に、このような﹁施設﹂が加わることは、突然の変

村野啓一郎

車、オフィス用品、工作・建設機械など、消費財、資本財の

もとデザイナーの活躍する領域であり、最も重要なデザイン

品は、発展する科学技術の粋でもあり、消費者の拡大するニ

の対象、Ｇマークの好対象でもあった。実際、このような商
その理由は次の二つの要因からである。

ーズによく応える立場にあった。

線上にあり、そのごく自然な一歩であるということもできる。
一つは、Ｇマーク制度の対象の変化・拡大である。Ｇマー

化というよりは、むしろ従来からのＧマーク発展の方向の路

また一方で、近年の社会生活の高度化により、企業経営や

クには三〇数年の歴史があるが、その間、対象の範囲は飛躍

建設機械、産業用車両など、生産・流通などの事業の手段と

ン水準を高め、それを通じて社会的価値の増進・生活文化の

社会的サービスを行うための手段となる各種施設や建造物な

的に拡大し、鉄道車両や工業化住宅といったいわゆる﹁大型

して資本財もまたＧマークの対象となってきた。これらも、

どの点で、利用者に対して大きな意味を持つようになった。

に身の回り品や日用品、あるいは輸出雑貨のような商品が中

G マーク制度ができた当初は、その対象商品は消費財、特

るが、特に重要なのは、これらの高度な資本財が、それを動

耐久消費財と同様、科学技術の極めて急速な発展の成果であ

向上にも寄与してきた。

どが大規模化・複雑化し、それに伴ってその形態や機能・存

商品﹂が入ってきたということである。

今やそうしたデザインが、人間生活の質に重大な影響を与え

かすオペレーターや技術者、その他の人々に、美観や快適性、

たことである。熟練労働力の減少や 3K 対策などは、そのよ

安全性などの面で、極めて大きな影響を持つようになってき

うな意識をさらに高め、資本財のデザインの問題は、極めて

しかし、家庭用電気製品やカメラ、ＡＶ商品など、次第に
また、インテリア・エクステリアなどハウジング関係の商品

高度でメカニカルな商品が大きな地位を占めるようになった。

心であり、それが当時の日本産業の主力商品であった。

こうした状況を鑑み、Ｇマーク制度では、今年度より﹁も

ている。

企業活動や対社会サービスを進める上で、必要不可欠となっ

るようになっており、それらに対する正しい評価が、今後の

また、このような耐久消費財だけでなく、工具、工作機械、

在感といったものが、安全性はもとより、快適性、美的性な

ほとんどすべての分野に及び、これらがわが国産業のデザイ

7
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真の意味が発揮されている分野ともいえる。

重要かつ量的に拡大する領域となってきており、Ｇマークの
良い施設が世の中に作られることは、社会的価値の増大その

に欠かせない意味を持っており、また、そのような意味での
ものを意味する。このようにして、産業社会の中に、良きデ

もう一つの要因は、G マークの目的がしだいに産業活動の

このような﹁大型商品﹂が増加することの中には、多くの

段、店舗やオフィスなどを構成する設備などは、それ自身消

﹁質﹂の高度化に向けられるようになったことである。Ｇマ

ザインを求めていく行動は、商品から始まって、
﹁施設﹂に

費者に販売されるものでなくとも、事業者がその事業活動を

ークは元来、個々の商品のデザインの優良化︵その結果とし

人達の生活と極めて密接な財が含まれる。たとえば、電車・

行うための必須の手段であると同時に、そのサービスを受け

ての輸出振興︶や、消費者啓蒙を中心とした時代からさらに

まで至る必然性がある。

る側︵利用者︶にとって、極めて重要な関係を持つものであ

進み、産業活動の中でのデザイン意識の向上に、特に重要な

船舶などの公共的交通機関、電力・エネルギーなどの供給手

る。それらの安全性や美観、信頼性や環境要素などの意味で

ウエイトを持ってくるようになった。
制度が導入された頃の G マークの目標は、
﹁デザインの優

﹁良くデザインされた﹂ものか、そうでないかによって社会
生活の質は大きく変わってくる。このような設備・装置・施

指すことが唱われている。
これは当時、先進国の商品に遜色ない商品を作ることによ

良化﹂を進めることにより、国民生活の向上と産業発展を目

これらのうち、船舶や電車などは、早くからそのデザイン

って、消費生活の水準を高め、また国際競争力を強化し、経

であるかは言うまでもない。
が意識され、Ｇマークを付けて走る通勤電車も現れている。

済成長を求めるという直線的な意味が持たれていたからであ

設などといわれるものについて、そのデザインがいかに重要

それは、個別商品としての域を越えた、社会的に価値ある存

り、デザインはその有力な要因と考えられていた。
ただ、しだいに社会と産業活動の熟成が進むと、デザイン

在と言えるのではないだろうか。
このような事業者が事業の手段とする施設の果たす意味、

の振興が直接販売や消費の促進に結びつくよりも、むしろ社

ザインの一般的な商品概念の延長で捉えることには無理があ

施設は個別解としての一品製品であり、従来のグッド・デ

デザインもその領域の拡大が行われた。

Taro Ashihara
施設部門審査委員長 ／芦原太郎建築事務所 代表取締役

芦原太郎

特にそのデザインの良し悪しは、これからの生活の質の向上

今年度、グッド・デザイン選定制度に新たに施設部門が加
わった。
グッド・デザイン選定制度は﹁商品﹂のデザインの向上を

る。
施設の評価にあたっては、生産者、ユーザーといった当事

図ることで産業の活性化やデザインに対する人々の意識の高
揚をはかり、産業と生活の充実に寄与してきたわけである。

者のみならず、社会性の論理が必要となる。グット・デザイ
ンがストックとしての社会的資産となるような施設のデザイ

しかし、近年﹁商品﹂のみならず、その﹁生産施設﹂のデ
ザインの向上も求められてきていることに対応し、グッド・

会のデザイン意識の向上に応じて、産業活動の中のデザイ

ン・マインドを高め、これらの向上を通じて社会生活の水準

の高度化と﹁知識集約化﹂などの言葉で表されるような産業

ンは産業の持つデザイン意識、デザイン・マインドの向上が

活動の高度化に重点を移してきたのである。つまり、デザイ

その大きな役割となった。

実際、Ｇマークは、その実績から言って、消費者の商品選

択に便宜を与えるというその本来機能はもちろんながら、そ

れと並んで、大企業、中小企業を問わず、産業側に一層良い

デザインを導入していく意欲を刺激する機能が大きいと言え

るのである。この面からいってＧマークは、ただ単に商品

作りや販売促進に限らず、企業行動や事業装置としての﹁施

設﹂の構造や提供にまで、そのデザイン意識を向上させてい

社会的にも産業的にも大きな要因と考えなければならない。

くようになってきており、これは、商品のデザインと並んで、

そして、そのデザイン・マインドを正しく評価していくこと

が、今後の産業と豊かな社会の形成に欠くことのできないも

のと思われる。

ンを積極的に奨励していくことが、企業活動や環境の質の向

上につながってくれればと期待している。

ハード主体になりがちな建築賞やソフト主体になりがちな

企業活動賞といった従来の賞とは性格を異にした、ハードと

ソフトがうまくバランスをとった施設にグッド・デザインを

与えるものである。

グッド・デザインにふさわしいと思われる施設の評価にあ
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たって以下の三つの視点からチェックした。
① 事業装置としてのデザインの質
② 社会的価値としてのデザインの質
③ 目に見える表現としてのデザインの質
事業装置としてのデザインとは、事業主体の論理から見た、
その施設のデザインのことである。ここでは、ビジネスにと
ってのコストパフォーマンスが問われてくる。
社会的価値としてのデザインとは、社会や市民の論理から
見た、その施設のデザインのことである。ここでは、

つまり、企業の系が社会の系と良好なバランスを獲得した

といったことが問われてくる。

ている。ここまできたのだから、さらにもう一歩進めておき

し、社会性を獲得すると同時にデザインのレベルアップが望

まりのパターンではなく個々の具体的な問題を一つ一つ解決

インターフェイス質、地球にやさしいデザイン賞、福祉賞

まれる。

要素還元的な個々の評価項目を単純に合計するわけではなく、

といった特別賞は皆、商品の自己の系を閉ざさず、その他の

上で質の高い表現に帰結しているかどうかという評価である。
ここに挙げた三つの要素間の関係性を総合的に評価したつも

系との良好な関係を構築したものの賞である。施設部門にお

造物が、機能のみならずデザインの面でも地域へ貢献するよ

得たいというわけであった。橋梁だけではなく巨大な土木構

これらが美しくない理由は、あまり目立たない場所││日

いね、と感じてしまう構造物が結構多いのである。

るわけである。

関係性を構築し、うまくバランスさせることが求められてい

企業の閉ざされた系を開き、社会とのインタラクティブな

ザインが今求められている。

いても生産、流通など産業活動の社会化に貢献する施設のデ

りである。
全体を通してみると、オフィスや研究所は、かなりデザイ
ンの質は高く、ある程度の社会に対する配慮もなされている。
しかし、なかにはデザイナーの恣意性が優先されすぎたもの

低い。しかしデザインの必要性だけは、認知されてきている

工場や特にエネルギー供給施設のデザインの質はまだまだ

も目についた。
② 立地する地域への配慮

ようであり、緑化や景観、見学者への配慮などは概ねなされ

① 働く人、利用する人への配慮
③ 社会、地球環境への配慮

大学を出て初めて勤務したのは長岡技術科学大学で、新潟

Takashi Onishi
施設部門審査委員 ／東京大学工学部 助教授

大西 隆

県長岡市にあった。ここは東京から新潟はもとより、出羽や

G マーク制度が、産業デザイン水準の向上をもって社会価

かも機能的には確個たる存在意識を有しているのだから、多

的なスタイルで通してしまう、といったところであろう。し

陰にあるから美しくする必要がない、デザインを意識しだす

していることもあって、大橋梁がいくつもかかっている。そ

値の増進や生活文化の向上を図ることにあるのなら、その対

少醜くとも自信を持って存在してしまう。

うにという思いを抱きながら信濃川の新橋の議論に加わった

うした町に住んでみると、大規模な土木建造物が景観に与え

象が施設部門、つまり建築・土木構造物におよぶのは当然の

こうした構造物の存在に対して、デザイン上の注文をつけ

北陸方面に向かう交通の要衝で、日本海側では他に先駆けて、

る決定的な影響を実感する。しかし、デザインよりも機能を

ことと思われる。なぜなら、これらの構造物は駆体が大きく、

るには多少の理論武装が必要だ。というのはここでは、商品

と途方もなく金がかかるからデザインには目をつぶって定型

重視して作られたこれらの建造物は、残念ながら景観の破壊

景観上の影響も、日用品や機械類の比ではないのだから。新

におけるデザイン向上のように、デザインの向上が消費者の

のを思い出す。

者として存在している面の方が強い。

幹線、高速道路、橋ばかりではなく、高圧線やその鉄塔、河

一対一的な関係とは異なる関係が存在するからである。つま

満足を高め、売れ行きを増す、という商品と消費者のいわば

高速道路や新幹線が建設された。また、市内を信濃川が貫通

長岡滞在の終わり頃、道路公団に頼まれて関越自動車道路

施設、火葬場、工場・オフィスビルを始めとする建築物など

川の護岸・堤防、ダム、海岸の消波装置、発電所、ゴミ処理

り、構造物などのデザイン向上は、広く多数の人々に美的満

ンを検討する委員会に参加した。公団の担当者は斜張橋にし

存在の必要性は十分に分かるのだが、どうも醜悪なものが多

を黒崎から延伸させるのに必要となる信濃川の新橋のデザイ
たいのだが、その主張に重みをつけるために委員会の勧告を
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間に一対多の関係が生ずることになる。

ず︶が自らの責任で向上を図らなければならないことである。

であるが、デザインそのものは、事業者︵公的、私的を問わ

足を与えるという意味で社会的影響︵外部効果︶が大きいの

必要となる。つまり、デザインを高めることによって生じる

成され、デザイン向上を促す社会システムが機能することが

個々の事業者のデザイン向上に期待する社会全体の合意が形

っても、日陰論やコスト論に対して有力な説得となり得ない。

う、規範的な価値を訴えるだけでは、たとえそれが正論であ

のであろう。

の高まりを醸成していくことがＧマーク制度にも求められる

評価によって還元されるという、デザインへの社会的な関心

って負担されたり、あるいは私企業の施設であれば企業への

コストの増加が、それが公共公益的な施設であれば社会によ

つまり、デザインの向上に励むものとそれを享受する者との
このような場合、すべての物はデザインされるべきだとい

な一線を引くことは困難であるように思われた。それは、G

うした生産・流通に寄与したものであるかということに明確

審査を通じてそれぞれの提案と接してみると、どこまでがそ

という英語を日本語に訳すと﹁設計﹂
、
﹁意匠﹂あ
Design
るいは﹁デザイン﹂ということになるのだが、日本語として

方において、大きく異なっている。

築賞とは、その対象領域の限定と併せてそうした視点の取り

のあり方とその効果に焦点が絞られることになった。
Design
したがって、建築学会賞作品賞を始めとする日本における建

るかという点にあったように思う。 Design
のレベルの高さ
は当然求められる必要条件の一つではあったが、それよりも

というよりも、結果的にみて販売促進のための付加価値とし

大いに活躍した時代であった。人間の生活を豊かにするため

指し示しているように思う。

﹁デザイン﹂や﹁意匠﹂といった言葉よりも本源的な意味を

されてないのである。
﹁ Design
﹂が、物事の本質をつかんで
それに物としての存在を与える行為であるとすれば、むしろ

という言葉しか見い出すことができないこ
tectural Design
とからも、少なくとも英語の世界においてはそれらに区別は

Norihiko Dan
施設部門審査委員 ／東京工業大学工学部 講師

團 紀彦

マーク本来の工業製品や機械と異なって、施設＝建築や構造

の﹁デザイン﹂と﹁設計﹂という言葉のニュアンスには大き

て利用されることも多かったように思う。そうした中で﹁デ

今年から始まった G マークの施設部門には、予想以上の申

物そのものが、本来、特定の場とは独立して商品として流通

な隔たりがあるように思われる。あたかも﹁設計﹂をしてか

ザイン﹂という言葉の響きにも、またそのあり方においても、
布しているのは、 Design
という概念が日本に入ってきた経
緯によるものであると考えることができる。

一つの転換期が訪れてきたように思う。 マークの中に新た

も生産・流通に関わる施設に対象が絞られていたが、実際の

請が寄せられた。G マークのこれまでの性格上、建築の中で

されることのない﹁施設﹂であるということに、その原因を

ら﹁デザイン﹂を表面的に施す、といった理解が一般的に流

それに対しては、これまでのＧマークの審査の伝統を踏ま

建築の領域においては、いまだに建築計画、建築設計とい

くの問題と直面することが予想されるが、 Design
のあり方
を問い直す意味で マーク全体と、また今後の日本における

な施設部門が加わったことは、その部門においては今後も多

G
が、大学の建築学の講座では別々のジャンルとして扱われて

施設のデザインのあり方に一石を投ずるようになることを期

Archi-

待したい。
くことは難しい。建築設計も建築意匠も、英訳すれば

いても、実際の設計プロセスにおいてこれらに明確な線を引

G

査すべきものなのか。
えながらも、この施設部門のジャンルの特性に対応した新た

う言葉の他に建築意匠という言葉が使用されているのである

一九八〇年代のバブル期は、ある意味での﹁デザイン﹂が

求めることができる。施設にとっての Good Design
とはどの
ようなものなのか、そして、いかなる価値基準に基づいて審

な視点を持つことが必要であると考えた。審査員のほぼ一致
した視点としては、 Design
の位置づけとしてそれが単に一
や内的な利益にのみつながるのではなく、どれだ

企業の

け社会的な意味を持って広い意味での公共性に還元されてい
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P
R

とは一体何なのか﹂
、特に﹁施設部門﹂という、いわゆる従

数ある建築賞、デザイン賞との比較において﹁G マーク賞

術教育の延長上で捉えられているからだろう。考えてみれば、

て産業デザインになりきれないのは、その教育がほとんど美

インがいつまでたっても、いわゆる商品デザインの域を越え

O 本社工場﹂の事例は、いささか繊細過ぎるとも思える建築

その意味で第一回の部門賞を獲得した﹁サンアクア TOT

とも呼べよう。

﹁生活文化大国﹂への階段を上るための、主要な部材づくり

代表取締役

来の主として動産を対象としてきた G マークに対し、一品性

わが国ほどの構造化された産業社会に組み込まれ、日々の仕

上の造形処理や、ロゴタイプデザインに見られる素人っぽさ

Motoo Nakanishi
施設部門審査委員 ／株式会社

の不動産を対象としたこの部門の評価基準を、果たしてどの

事に従事しているデザイナーが、経営戦略的なマーケティン

よりも身体障害者福祉工場という、まさにこれからのテーマ

など、細部において気になるところも残こしているが、なに

中西元男

ように受け止め策定していけば良いのだろうか。

のも、不思議といえば不思議なことである。

日本人は、
﹁美しいモノを愛でる能力に秀でている一方で、

ているのであろうか。また、経済力はあっても、国際的に一

﹁豊か﹂とか﹁楽しい﹂と思えてこないのは一体何に起因し

っても日本人の生活が、追随してきた欧米の目標ほどには、

他方、建築や施設は次々と作られていくが、いつまで経

見られる。

随所にあふれ、まさに施設部門賞にふさわしい挑戦と成果が

デザインのレベルに至るまで、あくなきチャレンジの姿勢が

く、その中の部位の処理や家具など、いわゆるプロダクト・

に実に真剣に取り組んでいることと、単なる建築だけではな

﹁街や地域を埋め、生活や労働そして社会における環境美の

醜いモノを平気で見過ごす能力にも秀でている﹂と言われる。

向に尊敬される国になれない原因はどこに潜んでいるのであ

ための賞﹂と言い換えることができるのかもしれない。別の

単なる形や表現に対する賞ではなく、
﹁美的インフラストラ

そんなことを考えていくと、G マークの施設部門賞とは、

クの意義と影響力、そして責任は、施設部門の新設で、確実

さゆえに、より一層の重責を担っているといえよう。G マー

も、施設というものが、その存在における顕著性と時間的長

性﹂の探究と具現化は、各種の産業に関わるデザインの中で

品質向上に資する施設への評価﹂と。

その意味では他の多くのデザイン賞が前者に対する贈賞であ

ろうか。

見方をすれば、多くのデザイン賞が﹁一点突破型、作家プレ

早く近づいていかねばならないためへの贈賞ではなかろうか

クチャーの構築﹂という社会的価値のデザインに、少しでも

なハード面に評価を依存することになる。確かに、形もデザ

あるいは今日的課題を積極的に提示している施設を選定する

施設と定め、ハードとソフトがうまくバランスをとった施設、

はその対象を生産・流通・販売などの産業活動に使用される

に次なる一歩を踏み出したと考えられよう。

ー方式﹂であるのに対し、G マーク賞は﹁水準かさ上げ型、

とも考えている。多少大げさな言い方をすれば、わが国が

Ken Nishizawa
施設部門審査委員 ／株式会社
設計 代表取締役

西澤 健

G マーク施設部門を設置するにあたっては様々な議論があ

今注目しなければならないのは、それを構築した内容、つま

ものと理解している。

インの評価として重要な視点の一つではあるが、それ以上に
りソフトのあり方である。したがつて、施設部門の G マーク

工業化、システム化、標準化された施設を対象とするなどの
対象範囲を限定する意見もあった。しかし、これでは形態的

った。当初は、対象の性格上、新部門設置に消極的な意見や

わが国だけに限ったことではないのかもしれないが、デザ

インフラ構築方式﹂と呼んでいいとも考えている。

つまり、こうした高い水準をめざしての﹁個性﹂や﹁美

るのに対し、G マーク賞とは、
﹁醜いモノを見過ごさせない

のように位置づけてみた。

他のデザイン賞に対し、施設部門の G マーク賞を、私は次

グやマネジメントの中枢とは無縁なるところで存在している
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ところで、このような施設、なかでも建築に対しては、多

を捉え、新鮮な視点で施設を発想しているかが選定の拠り所

ー﹂は、業務ビルとしての空間と設備の関係に新鮮さがある

として評価された。
﹁松下電器産業情報通信システムセンタ

化され地域との関わり合いに疑問視する見方もあった。
﹁熊

が、造形的処理はやや以前からあり、あまりにもパッケージ

となった。
このような見方をしていくと、提出された施設のなかには

くの建築賞が設けられている。そしてその大半は、建築を個
人の意志の表現とし、芸術の一つとして位置づけている。た

牛発電所﹂は、小振りな大きさの発電所であるだけに、土木

そのようなものに多少造形的変化をつけ加えたにとどまる施

既成概念から少しも脱皮できていない施設もあったり、また

的レベルの自然に対する配慮は優れていた。しかし、土木に

場面もある。しかし、多くの人々が生活する施設すべてが芸

設もあった。こうした施設は評価対象から外された。

しかに建築物のなかには、芸術としての建築が必要とされる
術作品である必要もない。むしろ、より過ごしやすい施設、

社会の変化に対応しながら、より良きものを求めていくよう

ようなことを前提として、施設のあり方は、技術の進歩や

った。
﹁J R 赤湯駅﹂は、駅施設であるが、地域の商工会議

ーマライゼーションの実験的試みがなされた優れた施設であ

工場であり、道具的設備と建築空間が見事に調和し、かつノ

﹁サンアクア TOTO 本社工場﹂は、重度障害者が作業する

初出：

設も今回は選定範囲とした。

しい時代に向けて何かを提案している施設があり、これら施

以上のように、完璧かというと若干の問題点はあるが、新

対し、建築物や標示文字などが無造作すぎたのが残念であっ

でありたい。たとえば、都市景観と建築の関係をどう解くか

所などの協力によって、場所のイメージを新しい駅の機能と

﹃ GOOD DESIGN 1994 1995
﹄︵日本産業デザイン振興会、
一九九五年︶

評価基準のなかで、気になった施設を挙げてみよう。まず、

が課題であったり、都市化現象による夜間人口を調整するた

形に創出している。
﹁オーガニックビル︵小倉屋山本本社ビ

安全で能率良く、快適で健康的な建築が望まれている。この

めに業務ビルと住宅を併用させたり、工場を単なる作業所で

ル︶
﹂は、外壁にプランター的仕掛けを設け、数種類の草木

た。

また情報化時代や地域の特性に対応できる施設とは何かとい

が植えられている。これは、植物のメンテナンスなどの課題

はなく、より創造的行為やコミュニケーションのできる施設、
った課題が山積している。したがって G マークの施設は、芸

は残るもののヒートアイランド化する都市施設としての実験
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術性であるとか、特異な形態を重視するのではなく、時代性
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や幼児、あるいは老人や病人のための﹁モノの体系﹂へのデ

急な問題であり課題である。

策においても、福祉国家とか高齢化対策などは、省庁間の緊

しい街づくり、などが一挙に登場してきている。国家的な政

Kazuo Kawasaki
デザインディレクター ／名古屋市立大学芸術工学部教授

ザインアプローチである。
﹁少数派﹂から﹁すべての人﹂へ

日本での大衆的な意識は、一九八〇年の国際障害者年がひ

川崎和男

のデザイン展開を目指すというのは、手法論としては正鵠を

とつの契機になっている。しかし、残念ながら、このときに、

ユニバーサル・デザイン賞をめぐって

デザインはその本質において、審美性・機能性・合目的性

射ている。少なからず、この﹁少数派﹂を対象とするデザイ

たとえば、ハンディキャップ、ディスアビリティ、インペア

少数派のためのデザイン

が基本的に求められる。そして、それは﹁すべての人間、生

義を語り、デザインの本質論に不可欠のテーマとなっている

ンは、デザイン教育やデザイン研究では、デザインの理想主

化を試みた新商品であっても、
﹁すべての人﹂を対象とする

に対するきわめて理想主義的なデザイン手法の採用や、具現

から商品へデザインが展開される過程において、生産と消費

に運用されてきているのが事実である。たとえば、製品開発

構図のなかで、デザインは欲望への刺激値として商業主義的

的なデザインコンセプトでしかなかった。生産と消費という

さまざまな用語がこのデザインコンセプトの下敷きになって

の点が重要視されていることは周知の事実である。そこで、

と、北欧を中心としたデザイン開発や社会システムでは、こ

る。世界的な視野で、この福祉関連のデザインを眺めてみる

高齢社会へのデザイン的解決は、福祉関連にまず直結してい

までに未体験のスピードで高齢社会を迎えようとしている。

機器・システムがその具体例である。わが国は、歴史上これ

もっとも明快な製品アイテムは、医療や福祉関連の道具・

ザイン開発への投資は可能であったが、日本社会はこのチ

てこなかったことは明白である。あのバブル経済下でこのデ

ら商品化、あるいは行政的な制度改革などが順調に蓄積され

いうことだとみんなが知ってはいるが、企業での製品開発か

日本の高齢社会は、やがて四人に一人がお年寄りになると

い。その最悪の例は、新京都駅に顕著である。

このことをまずデザイナー、建築家は熟知しなければならな

がつかないままに、デザインコンセプトが立案されている。

もかかわらず、未だにデザイン界も建築界もこの三つの区別

メントへのデザイン支援はどうあるべきか明らかであったに

ことは不可能であるという諦観が残っている。

いる。バリアフリー、ノーマライゼーション、テクニカルエ

＊

そこで、
﹁少数派のためのデザイン﹂の実現化は、デザイ

＊

ンの理想主義のあり方としては、社会的な正義と信義を獲得

イド、ハートビルト、ヒーリング、ヘルスケア、ひとにやさ

ャンスを見事に失ってしまった。
﹁本当の豊かさの実現﹂が、

するひとつの方向となった。
﹁少数派﹂というのは、障害者

と言ってもいいだろう。

3

ダンといわれるデザインの時代的潮流の中では、最大公約数

＊

の機能的デザインや、生産と消費の関係、さらにはポストモ

活、人生、環境への配慮﹂である。しかしながら、これまで

8

1

2
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この分野へのデザイン投資であっただけに悔やまれる。

米国のＡＤＡとユニバーサルデザイン

が国の現状では﹁福祉デザイン﹂の系譜の延長上で、わが国

さて、デザインは時代や社会との密接性から考えれば、わ

﹁制度﹂に新設した
ユニバーサルデザインがめざすこと

︵ Americans with

独自の﹁ユニバーサルデザイン﹂を、デザイン界は提唱し、

＊

︶という法律の制定は、経済活動とは切り
Disabirities Act
放した状況下で整備されてきた。多民族国家である米国では、

訴求し、実現していかなければならない。福祉的なデザイン

こ う し た 中 で、 米 国 に お け る

まず、
﹁人権問題意識﹂と﹁訴訟社会﹂という背景があり、退

から訴求していくことは一般的な理解と支援を受けるには、
そのための手段として﹁グッド・デザイン制度﹂という制

役軍人、特にベトナム戦争での傷痍軍人の人権問題がトリガ
多様かつ膨大であったエネルギーがバックグランドでもある。

度の中で、あらためて、
﹁すべての人﹂に向けたデザインは、

即効力があるからにすぎない。

国家政策を﹁民間主導﹂に委ねて、実現されないことや人権

大きく三つの役割・効果・効用を有していると判断すること

ーになっている。それまでの草の根的な市民運動や告発は、

侵害は完全に取り締まるという法制定は、まさに、デザイン

ができる。まずは、緊急問題である高齢社会対策におけるユ
本の産業の活性化。最後は、モノのデザインから社会システ

ニバーサルデザイン性。福祉関連機器開発をベースにした日

という、障害者だけでなく﹁すべての人﹂を対象とするデザ

ム＝国家制度へのデザイン提案である。この三つは、バブル

この法律の基盤思想と手法は、
﹁ユニバーサルデザイン﹂

的な解決という形で具体化されている。

イン解決やデザイン創出にむけたコンセプトであり、かつ、

経済の崩壊によるデザイン自体の再活性化と、わが国のデザ
インの真価が問われるということにつながっている。

教育から社会規範づくりにまで及んでいる。
米国では、ロン・メイスの定義がすでに容認されている。

家やデザイナーの教育において実施され、ノンプロフィット

イン・エデュケーション﹂が全米二五の大学で次世代の建築

れているとは言いがたい。しかし、
﹁奨励賞﹂という制度論

が、これまでの福祉的要素と要因のコンテクストから解放さ

点である。今年度、一応の受賞デザインは決定し発表された

して、
﹁ユニバーサル・デザイン賞の設置﹂は、論議の出発

四一年目の﹁制度の革新﹂
、今後の﹁制度の民営化﹂に対

団体であるアダプティブ・エンバイロメント・センターが統

的な﹁デザイン運動﹂の基点であり起点になったことは、受

また、その具体的な運用は、まずは、
﹁ユニバーサル・デザ

には政府からではなくて勧告までを行っている。最も注視し

括し、情報発信や ADA 実現への広報からアドバイス、さら

％となった段階で、社会構造のデザイン解決は終了させると

設けられていることである。それは、高齢社会の人口が十四

産業、教育、行政、国家制度にいたるまで早急に開始される

デザインへのアプローチ﹂が、デザイナー、デザイン界から

らではの﹁ユニバーサルデザインの定義﹂と﹁ユニバーサル

賞選定商品で確認をしていただきたい。その上で、わが国な

いう厳しさで取り組まれている。違反すれば、告訴と有罪は

ことが必須である。
﹁ユニバーサルデザイン﹂の実行は、ビ

ておくべきことは、ADA の完全な実施期間には締め切りが

避けられない。これは﹁ユニバーサルデザイン﹂が必ずしも、

ジネスという事業であり、ポリシーという制度であり、デザ
イン教育の学問的な価値を持っている。

福祉のためのデザインや老人、障害者だけを対象としている
のではないということである。

結論は、デザインの社会的な進化と発展にとっての重大な

テーマ設定に、
﹁グッド・デザイン制度﹂が現段階では順当に

バーサルデザイン﹂に他ならないデザインの使命である。

運用できるということである。
﹁ from awareness to action
︵認識から行動へ︶
﹂という国連の提唱の基本思想は、
﹁ユニ

バリアフリー（ barrier-free
）

障害をもつ人や高齢者にとって、現代都市は決して住み易い環境ではなく、

えば、歩道の段差や建物の階段などの社会的な障壁︵バリア︶を取り除き、

移動にもさまざまな困難が伴っているという認識から生まれた概念。たと

の環境づくりを目標とする。

視聴覚障害者のコミュニケーション手段の確保など、社会参加を促すため

ノーマライゼーション（ normalization
）

九五九年︶
。障害がある人もない人も、また高齢者や子供もともに生活で

デンマークの知的障害をもった子供の親たちの運動から生まれた概念︵一

き、社会参加ができる社会こそ﹁ノーマルな﹂社会であるという考え方。

ハンディキャップ、ディスアビリティ、インペアメント

（ handicap, disability, impairment
）

インペアメントは﹁機能障害﹂と訳される。心身や器官に異常が生じ長期

ハンディキャップは﹁社会的な不利﹂
、ディスアビリティは﹁能力障害﹂
、

力の低下をディスアビリティ、さらにこれらの障害によって引き起こされ

間に渡って持続する状態をインペアメントと呼び、これによって生じる能

の三つの言葉は使い分けられている。

る社会的に不利をこうむった状態をハンディキャップと呼ぶ。英語ではこ

（ Americans with Disabilities Act
）

﹁障害をもつアメリカ人法﹂と訳される。障害者の自立生活運動に端を発

して、雇用差別禁止、公共事業体による公共交通サービス、民間事業体に

し、一九九〇年七月にアメリカ連邦議会で制定された法律。主要な事項と

のサービスを実施するべき企業が、施行後二年以内に改善策を講じない場

よる公共的施設の設備整備、通信の利用の確保などが挙げられる。これら

合には、公民権法違反と同等の罰が科せられる。
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としたら﹁やりとり﹂だろうか。これでいくと本賞は﹁やり

﹁インタラクション﹂という言葉にむりやり日本語を当てる

インタラクション・デザイン賞をめぐって

だ吹きあがる音や振動、あるいは流れる景色に操作の成果を

ら遠ざかった︵熱くもなければ、重くもない︶とはいえ、ま

クセルで回すとき、車輪と人の﹁やりとり﹂はずいぶん体か

山中俊治

の ATM を考えてみよう。画面上に次々に出される質問。一

たロボットのデザイン﹂を見せてくれるものとしたい。銀行

第三のやりとりデザイン賞候補は、来るべき﹁知能を持っ

Shunji Yamanaka
インダストリアルデザイナー ／
︵有︶
リーディング・エッジ・デザイン 代表

とりデザイン賞﹂となる。

見ることができる。デザイナーは操作把や計器をデザインす

つ答えるたびに画面が変わり、次の質問が示される。すべて

賞対象としよう。

ソットサスは、恋人に贈る花を選び始めた瞬間からデザイ

ることによって、その関係をさらに強化しようとする。よく

やってくるのか、だれがどうやって教えるのか、自分の預金

ンが始まると言った。人を喜ばせるためにモノのあり方を考

れる。ドライバーは、針のはね上がりに、エンジンの元気さ

データは実際にはどこにあるのかなどということは、知らな

る。これは現代のスフィンクス問答である。お金がどこから

人とのやりとりを考えることが、デザインの根幹であること

を見るように思うのだ。こうしたデザインの積み重ねにより、

くとも全く困らない。ただ、四角い怪物のなぞかけにきちん

の質問に正しく答えると、おごそかに扉が開いてお金が現れ

をデザイナーたちは知っている。では、なぜいまさら、良い

乗用車は手応えのいい道具となる。遠ざかる人とバナナの関

と答えれば手元にお金が現れ、答えられないと手にすること

数を読みとらせるだけでなく、車の動作を直感的に伝えてく

﹁やりとり﹂に賞を与えるのだろう。

係を、もう一度一つに結びつける事に成功したデザインは、

ができないだけの関係である。この意地悪なスフィンクスは

デザインされたスピードメータやタコメータは、速度や回転

﹁やりとり﹂が今になってクローズアップされている理由を、

正統的な道具づくりの延長にある。このタイプのグッドデザ

﹁道具﹂と言うよりもやはり﹁門番﹂と呼んだ方がよいよう

えることがデザインの原点であるとすれば、デザインとは

電子テクノロジーに求めるのは容易である。確かに、得体の

インに第一の﹁道具と人のやりとりデザイン賞﹂を差し上げ

﹁やりとり﹂を設計することに他ならない。モノと人、人と

知れない電脳ブラックボックスは人々の日常生活に多くの混

たい。

だ。我々は、街角に立つ﹁門番﹂にお願いし、なぞかけに答

乱をもたらした。しかしすべてをエレクトロニクスのせいに

ンクス︵エージェント︶を作ってくれたデザイナーに第三の、

えてお金を出してもらうのだ。このように対話的に人と向き

ターネットなど世界規模のパーソナルメディアへと発展して

﹁ロボットと人のやりとりデザイン賞﹂を進呈したい。

第二に注目すべきは、人と人のコミュニケーションを媒介

た現代人とモノの間の﹁やりとり﹂を考えるとき、以下のよ

きた。個人ベースのネット環境を手にして、コミュニケーシ

今年、インターフェイス・デザイン賞を受賞した水中撮影

できるほど事は単純ではない。人がてこを使って石を動かし

うな三つの視点でこれを整理し、そのデザインを評価したい

ョンは、現代人の最も強い欲求の一つになった。昨今のヒッ

用ポットや液晶ペンタブレットは、道具と人の関係を誠実に

呼ぶ。ロボットと呼んでも良い。そして今日、親切なスフィ

と思っている。

ト商品は、ほとんどがコミュニケーションをテーマにしてい

デザインし、第一の﹁道具と人のやりとりデザイン賞﹂とし

合う人工の怪物を、メディア学者たちは﹁エージェント﹂と

第一は、人と操作対象との距離が遠ざかったことに直接起

るという。それゆえに、美しくデザインされた携帯電話はそ

て授賞したものと理解できる。工事現場の透明な仮設フェン

文字、紙、印刷機からマスメディアを経て、携帯電話、イン

因する、諸問題へのデザイナーの対応という視点である。チ

れだけでも十分な価値を持つ。しかし、新たに﹁やりとりの

スは、人と人の新しいコミュニケーションを実現したことで

するモノのデザインである。コミュニケーション・ツールは

ンパンジーが棒を使ってバナナを取るとき、その触感やにお

デザイン賞﹂として評価し、広く賛同を求めることを考える

﹁人と人のやりとりデザイン賞﹂に当てはまる。では授賞に

た。複雑な機械が参加することによって、遠くも近くもなっ

いは文字どおり手の届かないところにあり、高度な視覚情報

ならば、基本性能たるコミュニケーションに新しい光を当て

話題となった﹁たまごっち﹂は、人に飼育を強要するロボ

値するやりとりを持つロボットは今年はいただろうか⋮⋮。

始めたときから、対象物は少しずつ人の体から遠ざかってき

処理を持ってこれに対処する事を彼らは学習する。人の道具

やりとりを見いだし、人々のコミュニケーション欲求に顕著

るものでなくてはならない。メディアの系譜の中で、新しい

ットである。百万を越えて作られ、商業的に成功した最初の

ところにあったが、やがて直接に見ることもなくなり、操作

に答えるようなモノを﹁人と人のやりとりデザイン賞﹂の授

も原始的なあいだは、操作されるモノがどうにか目に見える
把や計器とのやりとりがこれに取って代わる。エンジンをア
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選定されなかった。デザイン賞は美意識に支えられていなく

は、今年 G マークに申請され、形が美しくないという理由で

個人向けコンパクト・ロボットかもしれない。このロボット

益田文和

しかし、やりとりを評価する前に美意識で門前払いする事に

美意識によって否を出すことは社会的異議を持つと理解する。

てはならない。たとえそれが多くの人の欲求を満たそうとも、

れない。

よって、第三の﹁やりとりデザイン賞﹂候補を逃したかもし

が同時に評価される。つまり、いくら環境配慮設計が行き届

Fumikazu Masuda
インダストリアルデザイナー ／
︵株︶
オープンハウス 代表取締役

エコロジー・デザイン賞をめぐって

打開策を打ち出していくことが期待されている。これはいわ

いていても旧来のイメージを出ないものや、逆に新たな表現

＊

エコロジーは二つの観点からとらえることができる。そし

ば技術としてのデザインに課せられたテーマであり、持続可

手法を提案するものであっても素材や設計思想が環境に対す

＊

てエコロジーとデザインの関わり方もそのどちらの観点をと

能︵サステナブル︶な社会を実現するためのデザイン、つま

＊

るかによって自ずと異なってくる。

る配慮に欠けるものは、この賞の対象とはなりえない。

物と調和を図りながら生きて行くための規範となる考え方を、

どの地域の土でもそのまま固めて舗装材や床材にすることが

ルセラミックスは、独自の製法による焼かないタイルである。

第二に、我々が地球という限られた空間で、自然や他の生

以来、積極的にあるいは結果的に我々を取り巻く自然環境に

エコロジーの基本法則を手掛かりに組み立てていこうという

できる。エネルギー消費量、ＣＯ ２排出量ともに、従来のセ

今回、第一回目のエコロジー・デザイン賞を受賞したソイ

りサステナブル・デザインを目指す視点である。

第一に、エコロジーを地球環境問題の分析と解決のために

さまざまな形で働きかけてきた事が、我々の生存にかかわる

視点がある。これは人類共通の基盤に立った新たな価値観を

メントやタイルの半分以下であり、製品は容易にリサイクル

役立てようという視点がある。これは、人類が文明を持って

大きな問題を生んでしまったという認識に立っている。つま

打ち立てつつ、その上で地域や文化的背景による多様性をも

一九九二年にグッド・デザイン大賞を受賞したメガネ﹁エ

く空間に自然で柔らかい表情を与える。

の土壌に固有の色彩が、エクステリアからインテリアへと続

り、森林を開拓して農地を作り、河の流れを変え、海を干拓

この視点に立てば、技術に限らずあらゆる思想や文化がエ

できる。さらに土の風合いを残したテクスチャーとその地方

うした人類の歴史とともに積み重ねられた開発の結果として、

コロジーの影響を受けることになる。そしてアジア的自然観、

最大限に認めていこうとする壮大な試みである。

多くの都市が生まれる一方、砂漠化が進み広大な森林が消滅

なかんずく日本文化の美意識のなかに優れてエコロジカルな

する。あるいは熱帯雨林を焼き払い牧草地に作り替える。こ

した。産業革命後の一世紀余りで我々は石炭や石油などの化

こうした環境の悪化は、人類生存の危機として我々とその子

れ、大気、大地、水系はさまざまな汚染物質に侵されている。

文明が作り出した物質の消費と廃棄によりオゾン層は破壊さ

はいわば文化としてのデザインに課せられたテーマであり、

け次のパラダイムに向かう牽引力となりうるのである。これ

な造形手法を開発することにより、人々のイメージに働きか

は語ることのできない、エコロジカルな価値を表現する新た

日頃見慣れた商品の中にもこうした基準に合うデザインを

ル・デザインと呼ぶにふさわしいものであった。

まさに﹁ Small is beautiful
﹂あるいは﹁ Less is more
﹂の見
本であり、モダンデザインの極致でありながらエコロジカ

いた。チタン発色を効果的に使ったその単純で繊細な造形は、

革新的な構造で、かつてない軽いメガネフレームを実現して

ア・チタニウム﹂は、チタンの線材を使った最小限の部品と

孫の未来に深刻な影を落としている。地球環境問題は何より

来るべき時代のエコロジカルな価値体系に対応する新たな表

探すことができる。たとえば、西友の無印良品などはブラン

デザインもまた従来の西欧的モダンデザインの文脈の中で

要素が多く発見されることも知られているのである。

も人間にとっての死活問題であり、その解決のためにあらゆ

現形式を求める視点であり、広い意味でのエコロジカル・デ

などによる地球温暖化や酸性雨の脅威に直面している。現代

石燃料をほぼ使い切ろうとしており、その結果、二酸化炭素

る英知と科学技術を駆使し、現代文明の軌道修正を急ぐ必要

境的配慮が十分でないものもあるようだが、全体としては従

印象を与える。個々の商品を見ると素材や機能などの面で環

ドのデザインコンセプト自体がエコロジー志向であるような
Ｇマーク制度で新たに制定したエコロジー・デザイン賞で

ザインである。

デザインもまた、今世紀を通して生産活動や消費活動に深

は、第一の視点である技術的テーマと第二の視点の表現形式

がある。
く関わってきた立場から、最前線にあって具体的で革新的な
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2

来の価値観を変えていく力を持っているように思われる。中
でも特殊再生紙を利用した収納家具などは新しいデザインの
可能性を予感させる。

て、多くの人々はあらゆる危惧が現実のものであることを知った。

そ れ か ら 一 六 年 後、 日 本 で 再 び 開 か れ た 世 界 デ ザ イ ン 会 議

ICSID89

エコロジー

崩壊前夜というタイミングであった。一九九〇年代に入ってわが国のエコ

での論議は、バブル経済の中で眠っていた日本デザイン界の環
NAGOYA
境への問題意識を再び呼び覚ますものであり、このときは奇しくもバブル

から派生したといわれ、家をきれいに整理清掃するということから
oikos
環境の秩序などを表す言葉として用いられるようである。

期であった。一方、デザイナーの自主的な研究や実践活動もヨーロッパ先

ザイン雑誌をはじめとするメディアがこぞって特集号を出したのもこの時

とは、生物とその環境との関係についての学問である生態学のこ
ecology
とである。語源的には economy
とともに古代ギリシャ語で家を意味する

この言葉がもともとの学問領域を越えて一般的に使われるようになったの

頃からだと思われる。

が、複雑多岐でしかも地球規模の広範囲に及ぶことが明らかになってきた

́ ﹂
95が開かれている。
︵財︶日本産業デザイン振興会は一九九四年にエコロジカル・デザイン研

初のエコロジカル・デザインに関する国際ワークショップ﹁天然デザイン

進諸国との連携をとりながら展開し、一九九五年には京都においてわが国

ロジカルなデザインについての関心は徐々に高まりを見せ、さまざまなデ

は、一九六〇年代に入って人間による大規模な環境汚染の問題が明るみに

そうした経緯から、今日エコロジーというと人間がひきおこした地球環境

いデザイン﹂賞が創設されたのが一九九一年であり、一九九七年にはエコ

究部会報告書を発表している。また、G マーク選定制度に﹁地球にやさし

出るとともに、人間の産業及び生活の営みとその環境への影響の因果関係

自然環境をはじめとする環境との調和を図りながら生きていく人間の姿を、

エコロジーとデザインの関係を示す言葉としては、エコロジカル・デザイ

ロジー・デザイン賞として新たな段階へ移行した。

問題に対処する意識や活動に向けて使われる傾向がある。しかし、一方で

情報環境や人間の生理や心理といった内的環境までを含めた、広い意味で

義の環境配慮型設計の意味でエコ・デザインなどの言葉を使う場合がある。

ン、エコ・フレンドリーデザインなどが用いられる。また、最近ではより広

ン、エコ・デザインの他にグリーン・デザイン、エコ・コンシャスデザイ

一つの理想型とする理念あるいは哲学を指すこともある。また、近年では
の環境を対象とするエコロジー論が起きつつある。

エコロジーとデザイン

バックミンスター・フラー著／東野芳明訳﹃宇宙船﹁地球﹂号﹄
︵原著：

三冊があげられる。

あるが、近代デザインに大きなインパクトを与えたものといえば、以下の

もともと国連人間環境会議︵一九七二年／ストックホルム︶以降国連に

あるいは sustainability
という言葉は、近年環境問題を語ると
sustainable
きのキーワードとなっている。

サステナブル

デザインにおける環境的意識について示唆をもたらす著作は古くから多数

一九六九年刊／一九七二年、ダイヤモンド社刊／東野芳明訳改訂版﹃宇宙

設置された﹁環境と開発に関する世界委員会﹂が提唱した＂ sustainable
刊、ダイヤモンド社刊︶
。

も確認され、以後サステナブル・ソサエティやサステナブル・ウェイなど、

の基本理念は、一九九二年にリオデジャネイロで開かれた地球サミットで

＂
︵持続可能な開発︶の概念から出た言葉である。来るべき
development
世代の経済的、社会的利益を損なわないように環境を維持しようというそ

﹃ GOOD DESIGN 1997 1998
﹄︵日本産業デザイン振興会、
一九九八年︶

初出：

環境配慮を示す形容詞として頻繁に使われている。

ヴィクター・パパネック著／阿部公正訳﹃生き残るためのデザイン﹄
︵原

である。日本のデザイン界が地球環境の問題に眼を向けはじめたこの時期、
京都でアジア初の世界インダストリアルデザイン会議 ICSID73 KYOTO
が開かれている。同年には国中を震撼させた第一次オイルショックが起き

－

これらはどれも一九六〇年代末から七〇年代初頭にかけて発表されたもの

著：一九七一年刊／一九七四年、晶文社刊︶
。

D・H・メドウズ他著／大来佐武郎訳﹃成長の限界﹄
︵原著：一九七二年

船﹁地球﹂号操縦マニュアル﹄
、一九八五年、西北社刊︶
。
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Motoo Nakanishi

てきた。そういう関係性がデザインの評価軸の中心として賞

との関係が一番重視されなければいけないということになっ

とは人間と製品との関係性、つまり、使用者との関係、社会

る色、形、模様がデザインであるという概念から、デザイン

進められていった時代があった。評価軸の問題では、いわゆ

ら、輸出振興という指針の中でグッドデザイン商品の選定が

盗用問題からスタートしたというのは有名な話です。それか

G マークは今年で四二回目でしたか、一番最初はデザイン

クトグラムや見やすいタイポグラフィが処理されている。年

うに操作パネルが斜めになっている。そこに大変リアルなピ

松下電器のものは、操作部が下にあって、上から見やすいよ

いましたが、本体の横の方に操作パネルがある従来型に較べ、

ジです。他社からもいくつか電子レンジがエントリーされて

か。たとえば、金賞を受賞した松下電器の電子オーブンレン

ーサルデザイン化の流れがでてきているのではないでしょう

て言えることです。今年の受賞作品の中では、多くのユニバ

のがありますが、これらはいずれも前述の関係性の中で初め

中に、エコロジー、ユニバーサル、インタラクションという

般化していったという気がします。たとえば、テーマ三賞の

は、人や町や社会との関係性の中でのデザイン価値が評価さ

そのなかでも、これまで申し上げたように賞に値するもの

といえる作品がなかったということも言えると思います。

れていったものです。逆に言うと、本当に飛び抜けて決め手

す。ただし、圧倒的賛同ではなく非常に迷いのなかで決定さ

なものが大賞をとったことも、今年の一つの特色だと思いま

を取れないということでなく、久しぶりに非常に個人に身近

宅、市民芸術村と続いてきた、大きなものでないと G マーク

いと思います。ここ数年のスーパーコンピュータ、工業化住

後にここに集ったという感じがありました。それはそれでい

この自転車の票数が増えていって、選挙で言えば浮動票が最

で、最後は決選投票の繰り返しになりましたが、やるたびに

が公開審査という形で行われました。時間の制約もあったの

一九九八年度グッドデザイン賞総合審査委員長

中西元男

に値することになってきました。それが象徴的に出てきたの

ユニバーサルデザイン的提案の取り込みがなされている一つ

を取った人や身長差の問題を越え使える配慮がされている。

ユニバーサルデザイン化の方向

大賞が選ばれたということも話題でしたが、それ以上に、使

が、昨年の金沢市民芸術村だったと思います。施設部門から

民に開放して、市民がそれを自主管理していく。日本人がい

います。役所の管理する施設でありながら、二四時間一般市

い使用価値を作り出したというところが評価されたのだと思

転車のデザインが形としても良いのですが、人間が乗って街

いですか﹂という説明でプレゼンテーションされました。自

じさんがこの自転車に乗っていると、すごく絵になるじゃな

大賞を受賞したブリヂストンサイクルの自転車は﹁街のお

の障害者施設は、建築的に単体のデザインでとらえるとどう

ユニバーサルデザイン賞に選ばれた﹁いずみ授産所分場﹂

はなかったかと思います。

ものになってきているというのが、今年強く出てきた傾向で

むしろデザインのユニバーサリティ︵普遍的価値︶と呼べる

れている。あるいはそうした傾向が非常に強くなってきて、

ろいろな意味で必要と言われている自主、自立、自前、自力

中を動いている光景が絵として素晴らしい。別に景観賞では

かなという問題はありました。しかし、いままでは日陰者で

の好事例かなと思いました。

でというところを、できるだけデザインの課題にも取り入れ

ないのですが、そういうことが思い浮かぶような関係性の中

う人との関係を非常に重視して、いままでにないような新し

ていく。そういう中で金沢市民芸術村の考え方や運営の仕方

あった施設を表に出して、一般の人と接するような場、ある

いは町中に設置できるようにしていこうという姿勢やデザイ

でとらえられる魅力を備えていたように思います。
今年は情報公開を重視する時代らしく、初めて総合審査会

は、新しいデザインの価値を創り出していくのではないかと
いう評価がありました。今年は、そういう評価軸がかなり一
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ンシステムへの評価が高かった。まさに、社会的価値のユニ
それができます。

きに、なるべく光が漏れないで自分のほうだけ明るくしてお

いう状況にまでどう持っていくか。それがいまの情報化時代

いく。そういうグッドデザイン賞には応募しなければ損だと

受賞すると全国規模で知られ、結果、販売促進につながって

日本の美的インフラストラクチャーを
どう作っていくか

の G マークの一つの大きな課題だと思います。

きたい、光の指向性が欲しいわけですが、この製品はまさに

の中での商品がもっと出てきてもいいと思います。

と考えるならば、個人の生活や立場が大切にされていく流れ

あらゆる商品、あらゆる産業はサービス業化していくのだ

バーサルデザインだと思います。

モノづくりの思想を評価する
議論の中ではいろいろなことがありました。たとえば、エ
コロジーデザイン賞でトヨタの﹁プリウス﹂が選ばれました。
この車はともかく売れている。こういう不景気の中でもプリ

もう一つは、日本の国情という問題があると思います。い

ま二〇世紀末だということでいろいろと言われていますが、

選定から賞への大きな制度変革
今年は、G マーク制度が随所で見直され、選定から賞へと

ウスが売れていること自体がすごい。これは、はたしてプリ
ウスという車自体が買われたのか、プリウスを生み出した、

社会とか高度情報化社会と言われる環境に、日本的にどう入

日本が明治以来一三〇年間信奉してきたものを一度かなぐり

なるべく審査委員として迎えましょうということでした。送

っていくかという課題です。特に成熟化社会に入っていく状

いう大きな変革がありました。私が審査委員長という立場か

輸送部門の審査員達が話し合いながら審査をされている横

り手発想から受け手発想へ、そういうものを本気で入れてい

況下では、われわれの生活の中に美や文化をどれぐらい取り

あるいは世に送り出した思想そのものが買われたのではない

にいて、僕も感じたのですが、ああやって同車格を一堂に並

く方向をお願いしました。本当は十四部門全体に女性をとい

入れていけるかが非常に重要になる。これまでは経済成長一

状況に立ち至ったと思います。それは一言で言うと、成熟化

べてみると日本車とヨーロッパ車は違う。個性、あるいはス

う方針になったようですが、実際は十三人でした。でも、増

本やりの図式で来ましたが、もう日本はそんなに経済成長は

捨てて、まったく新しい価値体系を作っていかざるを得ない

タイリングなどの魅力は、明らかにヨーロッパ車のほうがあ

えたのはよかった。もう一つはスタイリストやコーディネー

できない。でも、成長は必要です。では、どういう成長があ

ましょう。もう一つは、エンドユーザーに近いところの人を

る。そういう観点からだけ見ると、プリウスなどもデザイン

ター、編集者などの、普段生活者に近い方々にも積極的に入

るのかと言われたら、私は経済成長に対して文化成長という

ら事務局に申し上げたのは、なるべく女性審査委員を増やし

にちょっと無理強い的な所があるといえました。しかし、そ

っていただきました。評価軸が変わっていけば、重視される

成長図式があると思います。

してもいいと思います。

んなことを越えた存在価値、企業としての挑戦姿勢、あるい

ところに近い存在の方が入っていくことが重要だと思います

かという意味では、商品売りというよりは思想売りだと評価

はこれからの車づくりの一つの思想がきちんと打ちだされて

がいる中で個人のためにサービスをしてくれる商品です。

のための商品です。個室に入ってどうというのではなく、皆

も欲しいと思っているものが、二つあります。それは私個人

それから賞に選ばれた商品の中で、個人的にいますぐにで

りますが、グッドデザイン賞そのもののマーケティングをも

けない。どれくらい応募してもらえるだろうかという話があ

て、G マークそのもののマーケティングを成功させないとい

業に資することにならないと困ります。そういうことを含め

スとして商品を作っているわけです。ですから、結果的に産

題は大きく二つあると考えています。一つは、皆さんビジネ

私は、これからのグッドデザイン賞が抱えている重要な課

他方、江戸末期から明治の初めぐらいに日本に来た外国

うと思います。

ばけばしい色がいっぱいあって、この感覚や文化度は何だろ

ないのか。たとえば、新宿のネオンサインなどを見ても、け

東京の街はどうしてこんなに汚いのか。もう少し何とかなら

が外国へ旅行して帰国したとき、ヨーロッパの都市と比べて、

ザインの受け持つ役割は非常に大きいと思います。われわれ

目標にしていくかが一番重要だと考えています。その際、デ

式、文化 ┼経済成長図式をどう作っていくか、日本人の共通

私論の試論になりますが、私は今後のわが国は文化成長図
ので、一つの流れとしてよかったと思います。

一つは音に強い指向性と音量コントロールをもつ松下電器

っと戦略的にやらないとこの問題は解決しません。同時に、

人が書き残したものを見ると、
﹁われわれの祖国に比べると、

たのだと思います。もう一つは世界商品でもあることも評価

いるというところで、エコロジーデザイン賞として評価され

のエンハンススピーカーです。自分にだけ音を大きくするこ

グッドデザイン賞をとった商品が売れるためのマーケティン

どうしてこの国はこんなに美しいのか、人々は礼儀正しいの

ポイントとして大きかったと思います。

とができる。多勢でテレビを見ていても、自分の方向だけ大

功すれば、いろいろな企業ももっと応募するようになってく

グも大いにやらなければいけないと思います。そのことに成

だろうか﹂と書いています。
﹁自然と同化し、皆が生活を楽

い。もう一つは、病人用のスタンドライトです。私はベッド

る。特に中小企業などは自分で宣伝する力がありませんから、

きな音にできるわけですから、耳の遠いお年寄りなどにもい
の中で、ものを書いたり、本を読んだりします。そういうと
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くる、自分の生活は自分で作るという発想で価値を認めてい

し、これは経営の意志決定者の問題であり、ユーザー側、市

ところが、オリジナリティや創造性、個性の価値というの

その中での優劣勝負です。偏差値教育などは、集団主義の中

は、同じ軸の中の優劣ではなく、差異です。だから優劣の尺

想、プライス発想に対して、今までにない新しい価値を作り

く人がどのくらい出てくるかということでしょう。コスト発

しみ、平和を好む人たちが沢山いて﹂というようなことを

度に対して、差異の価値尺度、違いの価値尺度を認めないと、

出すというバリュー発想があると思います。いままでと同じ

民、生活者側の問題でもあります。自社にしかない商品をつ

と言う状況になった。かつてパッカードが﹃浪費をつくり出

なかなかそういうものは出てこない。たぶん日本のデザイン

考えでやっていたら、新しいバリューなどできないわけです。

での優劣を決めることです。

す人々﹄という有名な本を書きました。これはアメリカ文明

がいま抱えている一番大きな問題は、この差異をどうとらえ

そういうものを生み出す触発力が、果たしてデザインから出

書いています。それが一三〇年の間にまるで逆転して、
﹁ど

批判だったのですが、ここで警告されたことよりもっとひど

るか、違いの価値尺度をどう評価するかというところに、ま

てくるのか。デザインがそうした発想の能力を持てるのか。

うして外国はあんなに美しいのに、日本はそうではないの﹂
、

いことを日本でやってしまっているわけです。そういう惨状

だ十分に至っていないということだと思います。

たとえば、数多くの建築賞がある中で、施設部門のグッド

めていくのかということが非常に重要なテーマです。

るいは、そういうことに、生活の楽しみをわれわれがどう求

インフラストラクチャー、美的水準をどう作っていくか。あ

て、一方でファン・トゥ・デザインみたいな、全然別の尺度

ばそんなに技術進歩はないじゃないか。そういう意見に対し

で単純には言い切れませんが、いままでのパソコンから言え

ルコンピュータの﹁iMac﹂も、いろいろな見方があるの

今年も評価が分かれたのはその部分だと思います。アップ

らないと、バリューのデザインは難しいと思います。これか

されたり、新しいアイデンティティが生み出されることにな

型のデザイン業になっていって、そこに新しい価値が生み出

注産業ではだめだと思います。もっと攻撃型、自ら解決提案

それには、受けた注文に対してただ応えるという守備型の受

﹁われわれはどうしてこんなにものを捨てる生活をするの﹂

から考えると、今後のデザインの役割としては、日本の美的

デザイン賞とは何なのかと考えたとき、これは一品の作品と

を考えていかなければいけない。これも、いま申し上げてい

いうことだけではないところに、施設の G マークというもの

金がかかっているとか、立派だとか、造形的に素晴らしいと

がどこにあるのかが非常に大きなポイントです。だから、お

として優れているかどうかだと思います。施設の社会的価値

質を上げていけるだろうか、街を埋め景観を作っていく建物

しての建築の賞ではなく、利用する人々の目的空間としての

なる。車のように何年がかりで開発するものが、会社のマー

だから、各社が別々にやっていながら同じようなデザインに

ん情報を集めて、情報を分析した結果、デザインを生み出す。

いた人がいます。面白いと思ったのは、日本の場合はどんど

ように個性的にならないのか、そういうことを調べて本を書

か。車などを比べても、日本のデザインはなぜヨーロッパの

え方は相当個人差があるというのが、実状ではないでしょう

から見ると、面白いという評価になってくる。このへんの考

ナーの情熱がないとできないのではないですか。コスト発想

許可したというのも素晴らしいことだと思いますし、デザイ

たしか価格も一五万円もしましたね。でも、会社側が開発を

る。ただ量産商品化を度外視でやっているような面がある。

ったというよりも、技術者やデザイナーの夢が結晶化してい

当てはまる事例でしょう。情報を集めて、分析してものを作

今度の大賞のブリヂストンの﹁トランジット﹂は、それに

らの一番大きな課題ではないでしょうか。

るような意味で、美的インフラを作り出していく、あるいは

うと、価格競争力しかないようではなかなかオリジナルバリ

に縛られていたら、誕生しなかったと思います。競争力とい

ューは難しいと思います。もっと魅力競争力のようなものが

のになる。それに対し、ヨーロッパの車は非常に個性的で、
遠くから見ても、ボルボだ、BMW だとすぐわかる。それは、

出てこないといけない。
﹁トランジット﹂に票が集まったの

クやロゴを見ないと、どこの会社のものかよくわからないも

情報によって車を作るというよりは、わが社はこういう車を

は、一つはそういう投げかけがあったからだと私は解釈して

うことです。

作りたい、デザイナーもこういうデザインをしたいという情

います。

その水準を上げていくグッドデザイン賞としての役割だとい

日本社会は集団主義を基本にずっとやって来ました。デザ

熱によって車を作り出すところが、大きな差なのではないか、
完全に初めから差異を意識したものと、できるだけ情報を

企業の経営資源は、昔は人・モノ・金でした。いまもそれ

バリュー発想

インの場合もそうです。ともかく組織でものを考えたり、行

と。

ット化することで、大きな市場性を作り上げてきた。つまり、

集めて、分析して、その結果として形に置き換えていくもの

デザイニストの時代へ向けて

動し、その成果として日本のような小さな国土をマスマーケ
同じようなものを作って、同じように使うことによって、商

は重要で、それに情報を加えたりもします。こういう人・モ

ノ・金的な経営資源は、人間でいうと体力みたいなものだと

との差は、言われてみるとたしかにあるのかと思います。こ
れも、日本のデザイナーが今後どう取り組んでいくか。ただ

品性を高めていく、あるいはコストを下げていくということ
をやってきたわけです。同じ規範の中でやるということは、
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では、それがあったら素晴らしい会社なのかと言われる
非常に重要で、わが国が変革を求められているいまこそ、そ

ものの考え方、パラダイムをきちんと作り上げていくことが

支える状況を作っていかないとだめだと思います。そういう

いう人がいるかどうかが、重要事になってきていると思いま

きたのです。それは経営者がそうか、あるいは企業側にそう

視覚情報への判断が必要になり、
﹁目の人﹂が必要になって

ところが最近は高度情報化が進み上記に加えて感覚情報や

思います。これがないことにはどうにもならない。
と、どうもそうではないらしいのがいまの時代です。問題は、
ういう時期に来ていると思っています。

それと同時に、今日のような高度情報化社会になってくる

を読む能力がないということです。

ない会社は、新しいものを生み出す能力がない、明日の時代

人・モノ・金が体力だとすると、これらは知力です。知力が

ものも、いまや会社にとっては重要な経営資源だと思います。

です。だから、デザイナー以外にデザイニストがもっといな

えて言うならばデザイニスト︵デザイン重視主義者︶の問題

いけばいいか。これは、デザイナーだけの問題ではなく、あ

取り入れ、潤いがある高品位な生活状況を作るにはどうして

楽しめるような状況をどうやって作るか。それを生活の中に

いけないかといえば受け手です。そうすると、受け手が一番

デザインを楽しむということは、誰が一番楽しまなければ

という発想が出てきたということです。

ン競争や文化競争に目をむけていかないと勝ち残りは難しい

まさにそういうことの象徴でしょう。今後は積極的にデザイ

経営学部などにデザインの講座を取り入れ始めたというのは、

はデザイン分野にとって重要な側面です。いろいろな大学が

どう取り入れられるかが主要テーマになってきている。これ

す。だから、文字の人、数字の人に加えて、目の人が経営に

人・モノ・金・情報を生かす創造力・洞察力・構想力という

と、物事はどんどん情報的側面から価値が与えられる。物的

ければレベルは上がらないと思います。

魅力です。企業は体力、知力、魅力の三つ、それぞれの経営

洞察力が知力であるならば、表現力や演出力は何かというと

ないとだめだと思います。人・モノ・金が体力で、創造力や

出力、つまり情報価値を作っていく能力をきちんと持ってい

的・個性的水準の向上が売れ行きとかものを作っていく上で

うことは難しくなっていきます。ただ現実問題としては、美

れ自体が社会的にインフラストラクチャーになっていくとい

想を切り替えないと、デザインが広く敷衍していくとか、そ

デザインの解決課題がすべてデザイナーの問題だという発

の大きな課題になってきている。そこにデザインの関係者が

とできる企業経営をどうやって構築するかが高度情報化社会

た。数字の人、文字の人に対して、目の人、愛の人がきちん

せん。つまり、いままでより経営は確実に複雑系になってき

問題です。これを無視しては、二一世紀の経営は成り立ちま

もう一点重要なのは、
﹁愛の人﹂です。環境問題と福祉の

っても判断されていく。それを考えると、会社は表現力や演

価値に対して、情報価値という評価が必ずあって、それによ

資源が必要だと思います。あるいは、それを培っていかなけ

かかわりを持つ部分は、いままで以上にたくさん出てきてい

ると思います。そうした観点から G マークのポジショニン

不可欠な要素になりつつあるわけです。
私は比較的多くの経営者にお会いしてきましたが、昔の日

グや意義づけも考えてみるべきだと私は考えています。
︵談︶

初出：

﹃デザインニュース

﹄︵日本産業デザイン振興会、
一九九八年︶
244

本の優れた経営者は、
﹁文字の人﹂か﹁数字の人﹂
、あるいは

ればいけない。自社内におけるそういうコア・コンピタンス
を探り当てたり、それを育てていくというのがまさにデザイ
ナーおよびデザインの関係者の役割だと思います。

って、自分の会社を約束通り論理的に経営していけるといい
会社になりえた。あるいは、ちゃんと数字を読み取る能力が

その両方で秀でていればよかったんです。理屈がきちんと立

ていく作業は、デザイナーだけが全部をやるのではない。デ

あって計数管理を行い、売上を伸ばし、利益を上げるという

いいデザインを活かすというのは、別にデザイナーの仕事

ザイナーという職能はデザインという世界のある一部を担っ

数字の人がいればよかった。

ではありません。デザインという知的・美的ソフトをよくし

ているだけで、もっといろいろな人たちがデザインをつくり、
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Kazuo Kawasaki

二〇〇一年 │二〇〇三年度グッドデザイン賞審査委員長

川崎和男

はない。ユーザーとしてモノとの関係性をより明快に結ぼう

味するのは、単なる生活者という安易な視座としての判断で

て、審査委員の視線︵まなざし︶がある。このまなざしが意

それは、デザインとビジネスの関係性を基本としながら、

して、新たな審査手法を選んだ。
よりデザインの社会的な効用と効果をこの制度で拡大し、デ

一 民営化という制度論の検証
グッドデザイン賞が民営化されて六年、四七回目のグッド

すでに、バブル経済後の日本の経済状況から日常的な社会

たわけである。特に、世代交代によって、あらためて G マー

ユーザーでもある。この複眼的な検証を全審査委員に要望し

という態度には、いわゆるデザインによるユーザービリティ

状況に対して、G マークに注目を集中させること。それは新

クの存在意義を自問自答に追い込まれた新人審査委員にとっ

ザイン対象の価値観に対して、審査基準の根本的かつ詳細な

たな社会革新を創出する﹁手法としてのデザイン﹂をさらに

ては、プロとして、さらには選別された委員資格が問われる

が確約されているかどうかという批評態度が生まれると考え

一般化することがねらいであった。その前提として、審査基

問題になったものと考えている。

再検討と再検証を行った。その審査基準を﹁私のことば・委

デザイン賞審査が終了した。すでに四七年にわたるデザイン
の選定制度である。
次期三年目に本制度は五〇周年目を迎える。五〇周年目を

準、その論理背景を追加し、深度ある詳細な説明責任を果た

二 三つの審査基準への加点減点形式の設定

ることができる。審査委員はデザインのプロであると同時に、

そして、
﹁グッドデザイン選定﹂という褒賞制度が、わが

代に、デザイン対象を通じて何をもたらそうとしているのか、

すことが重要であると考えた。つまり、デザインは社会と時

員長としてのことば﹂で提示し直すことだった。

国において、どのようなデザイン振興とデザイン普及による、

この制度の選定審査基準は三つある。

﹁儀式﹂と考えた場合、その前期、この三年間を﹁祝祭﹂の

﹁豊かな国民生活の文化向上と産業支援﹂を成し遂げている

この大局的な論理を再認識することにつながると期待した。

︵一︶
﹁良いデザインであるか﹂

時期、儀式前夜である準備期間として、さらに、褒賞制度で

のか、その確証を見つめたい。今後も、さらに制度である意

そして、審査委員の世代交代をはかっていくこと、以上の三

︵二︶
﹁優れたデザインであるか﹂

の意義を確認することができたのであろうか。

果たして、G マーク賞は、国の制度から民営化された制度

ある﹁制度論のための基準整理﹂を意識した。

義を果たしていくのであろうか、その確約を提示したい。

つを意図した。
この三年間の審査方針を記す。

である。

︵三︶
﹁未来を拓くデザインであるか﹂

二一世紀に入ってからの三年間という﹁祝祭期間﹂の審査
委員長として、ここに、本年度の審査状況と、制度としての

応募者は、少なからず、
﹁応募する限りは G マークである
ドデザインたる所以を保持している。

いうのが、本制度の基準を﹁決定的﹂にしている。

この審査基準において、
︵一︶
﹁良いデザインであるか﹂と
したがって、その審査にあたっての態度は、
﹁プロとしての
視点﹂と﹁ユーザーとしての視点﹂
、この二つの視点によっ

しかし、まさしく、
﹁良い＝ Good
﹂というのは、次の５つ
をさらに詳細な解釈によって分けた十項目を基準要素にして

という認証を希求﹂している。応募者側にはそれぞれのグッ

選定審査の基準整理の論理について報告を論文として残した
い。
私は、民営化最初の審査委員長・中西元男氏の﹁グッドデ
ザインはグッドビジネス﹂を、テーゼとして再度自問しなが
ら、デザインディレクターとして、大学人として、教育者と

Gマーク大全
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検証されることになっている。

二次審査は現場審査であり、さらにチームの議論によって、

デザイン解が、何を、課題・問題・議題にしてきたか、とい

たとえば、市場要求を議題とした解は、応答であり、この

う遡及が可能であるということだ。

応答だけでは、本来の問題解決であるべき解答が見えない場

させてきた。二次審査、その再確認は部門長審査、さらには、

客観的な判断評価となる。そのような審査経緯をつねに周到
タスクフォースというベテランの審査委員チームが見直し評

そして、最も審査にあたって説明責務として困難であるの

﹁美学性・独創性・誠実性・機能性・価値性﹂である。
は、
﹁美学性﹂と﹁価値性﹂である。この二つは、審査委員

合は、客観的に﹁良いデザイン﹂とはなりきれない。という

この慎重さを重ねていく上で、私は、
﹁問題解決としての

また、確かに問題設定とその解答にはなっているが、この

価を行う。

は、審査委員会という集団的な判断になっても、今度は、委

デザイン﹂と﹁機能性の吟味という論理﹂によって、審査基

解答から、未来が見えない場合には、G マーク賞にはなりえ

の主観的な判断に頼らざるをえないことになる。この主観性
員会集団の主観性とみなされ、これまで制度是非論での誤解

準の深化を﹁制度の説明責任﹂とする情報開示を目指した。

ない、ということも客観的に判断可能である。

再度、何を課題・問題・議題にしているのか、ということの

グッドデザインという解は、確実な回答、解答、応答から、

てくるということだ。

から、あらためて応募されたデザインの意味が浮かび上がっ

ことになる。

を生じる原因とされてきた。

よって、この三年間にわたる審査は、制度として、今後も存

﹁答﹂であるデザインとしての解決、解決としてのデザイン

結局、グッドデザインとは何か、という﹁解﹂は、この基

続・進展しうる三つの意味を確立したと考えている。

本的な十項目要素との対照性の説明責任に集約されると考え
よって、私の判断は、この基本的な審査基準は、

るべきだろう。
三 意味その一・デザインという「答」について
この問いかけが、この制度への最大の質疑である。この疑問

吟味が可能であるということになる。

デザインとは何か？、そして、グッドデザインとは何か？、

・
﹁減点的な評価を、最終的かつ決定的な客観性の明示にす

が制度である意味と意義へ連鎖している。

・
﹁主観性を客観性にすること﹂と、
ること﹂
次の、
︵二︶
﹁優れたデザイン﹂
、
︵三︶
﹁未来を拓くデザイ

ンこそが、デザインであり、グッドデザインである﹂という

いては、
﹁G マーク賞という制度によって選定されたデザイ

私は、むしろ、この疑問、そして意味や意義への質疑につ

＝議題化しているか、そうしたことから、デザイン手法が審

どれだけ、課題設定＝課題化、問題設定＝問題化、議題設定

これがグッドデザイン賞である、という認証は、
﹁答﹂が

を審査委員会表明とした。
ン﹂というのは、デザイン・生活・産業・社会という切り口

四 意味その二・
「答」の質による「かたち」論理

ということが明示できたと考えている。

査基準と対照化を図っているかを検証するという制度である
端的には、
﹁何がデザインであるのか﹂
、
﹁何がグッドデザ

テーゼからの見方を提案してきた。

ものを何らかの方法で比較検討すれば、自ずと客観的なデザ

う思考形式の普遍化を図る手法を採用したわけである。

インであるのか﹂という認識を成立させる制度である、とい

で鮮明な審査項目が設定されている。これらは、応募された

どのように優れているのか、未来がどれだけ見えてくるのか

これまで、デザインはつねに、
﹁デザインと機能性﹂につ
︵一︶課題に対する回答

= Question & Answer

ほかならない、という極めて典型的な意識論は、生活者、ユ

機能的なデザインであること、デザインは機能性の追求に

いて語られてきた。
︵二︶問題に対する解答

ーザー、そして、プロのデザイナーにとっても、金科玉条の

= Problem & Solution

の﹁解釈方法﹂として提示した。

それは、以下の三つの﹁答﹂になるという論理を審査基準

イン解になる。よって、加点的な評価が容易である。どこが
という印象度であっても、褒賞という制度にとっては、肯定
的かつ柔軟な受け入れが可能であるということが言える。
したがって、一次審査はウェブサイトによる電子文書審査
が、個々の審査委員に任される。これは総じて、主観的であ
ると認識し、その結果を各々のチーム毎の再認識によって、

すなわち、グッドデザインの基本は、まず、
﹁機能性﹂の

﹁言い回し﹂であった。
すなわち、デザインが、問題解決をどのように成し遂げて

質が問われている。この常套的な﹁言い回し﹂すなわち、デ

︵三︶議題に対する応答 = Topics & Reply
という審査思考のための提案と提示である。

かである応募に対しては、部門での差評価によって、
﹁一次

いるか、その解決としての﹁答﹂が、回答なのか、解答なの

議題意識に拡大させるという思考回路の改善化と高度化を図

ザイン解＝機能性という回答を、課題からさらに問題意識や

客観的な一次審査評価となっていく。しかし、さらに、不確
審査の客観性を確立させておく﹂こととした。一次審査は、

して配置することだと断言した。

か、応答なのか、という三つの視座を思考形式＝審査評価と

った。

で不合格という応募は、デザインに対する根本的な問題児的

この三つの視座から、明確に見えてくるのは、応募された

少なからず、加点法的な審査評価である。よって、この評価
なものという客観的な断定結果である。
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という﹁化﹂に対する﹁答の質﹂を、あらためて審査基準と

・機能性

・効能性

・性能性

に対する﹁質﹂の提示である。

けではない。これが、この三年間にわたっての審査基準にお

質論として展開されてきた﹁機能性﹂だけで評価しているわ

制度によって審査するということの意味性は、デザインの本

デザインされたかたち、かたちとなっているデザインを、

造そして審査基準の精度を確証するのではないかと考えた。

能・効能・機能への造形化がデザインである、という論理構

性と効用性によって取り囲みながら再定義し直すことで、性

うことになった。

く、優れた美しいデザインが﹁グッドデザインである﹂とい

それは、課題﹁化﹂
・問題﹁化﹂
・議題﹁化﹂という、
﹁化﹂

つきあわせていく、という考え方である。

ける精度確認の作業成果であったと考える。

るシンボルとして、わが国のものづくりが果たした。

ようやく石油文明の終焉を、製品デザインによって告知す

ある乗用車﹁プリウス﹂
、製品デザインになった。

しかし、二〇〇三年度グランプリは、ハイブリッドカーで

量の低下が起こっていることも印象づけられてしまった。

が、もう一方では、貿易立国・ものづくり国家としての力

﹁性能性﹂とは、技術的な解決によって、応募されたデザイ
るか、という審査対象になりうる。これは、性能を表示する
えること

五 意味その三・三年間の社会情勢とグランプリ受賞から見

に、デザインは政治と宗教に対しても遠景的にも接近してい

石油文明から解放されるのではないかという希望は、明らか

係から発生している民族・宗教対立である。

のは、石油資本＝オイルマネー支配構造と、国際政治経済関

いうなれば、二一世紀に入って、さらに深刻になっている

数値的・単位的・性質的な能力性とデザインによる造形関係

二一世紀は、 New York
の World Trade Center
へのテロ
襲撃から始まった。民族対決、宗教対立、これらはかつての

ン解が、性能をどこまでデザイン表現として性能表示してい

である。

東西イデオロギー対立以上の世界的不安を引き込んだ。

が治り、ベッドから出て会社に出勤できるという社会参加の

意味していた。たとえば、風邪薬はその効用によって、風邪

することで、どこまで社会参画が可能であるかということを

と低年齢化は、景気をことさら低迷混乱させていくことにな

事件、そうした世界状況と呼応するように、少年犯罪の増加

中に埋没していくことになる。また、わが国での同胞の拉致

当然ながら、わが国の政治状況と経済状況は、この不安の

けではない。デザインは、日常的な生活環境の傍らのモノ、

無論、少なからず、こうしたグランプリ受賞という象徴だ

が国のデザインから発信できるということを確約している。

く性能性・効能性・機能性という問題解決、その可能性をわ

わが国のハイブリッドカーという製品デザインによって、

果能力が表示できることがらであった。これは、薬物を使用

﹁効能性﹂とは、元来は、薬物の効果についてのみ、その成

可能性を確約している。
﹁効能﹂とは、社会との関係で考え

あるいは、まだ大学の研究室成果であるような新領域のモデ

されれば、それは、
﹁G マーク受賞﹂というパロール＝会話

可﹂としての G マークであった。ところが、G マークに選定

民 営 化 以 前 は、
﹁グ ッ ド デ ザ イ ン 選 定 商 品 ﹂と い う﹁認

六 基準審査と水準審査への批判に対して

革していくと確信することができるわけである。

ルであっても、G マーク受賞デザインは、新しい世界観を変

った。

いずれも、地方行政のデザイン政策の具体化であった。こ

デザイン。

二〇〇二年度グランプリは、
﹁モエレ沼公園﹂という環境

う建築・環境デザインであった。

二〇〇一年度グランプリは、
﹁仙台メディアテーク﹂とい

いらだちは、私一人の葛藤であっただろうか。

デザインは、政治と宗教から無縁でありうるのか、という

られる効用と効果を示している。したがって、デザインの効
用と効果が、社会との関係性、存在性という質を設定する能
力と考えることができる。
そ こ で、あ ら た め て﹁機 能 性 ﹂の 定 義 は、
﹁性 能 性 ﹂と
になる。まず、性質的な能力が社会性との関係において、そ

﹁効能性﹂の統合的かつ統一的な働き能力であるということ
のデザインが果たすであろうモノ、あるいはかたちの性能が、
どれだけ時代や社会という環境の中で、ユーザーへの使用観

市民生活と環境問題の解答が、見事に、その環境、建築、彫

マーク﹂という﹁認証﹂に変えた。ところが、受賞対象が一

そこで、民営化によって、
﹁グッドデザイン賞としてのＧ

が敷衍していた。この事実を見過ごしてきた。

こうした﹁機能性﹂の再定義は、
﹁化＝か﹂に対する﹁質

刻という構築物である。
﹁か・た・ち﹂の性能・効能・機能

〇〇〇点にもなる褒賞が制度であるのはおかしいという批判

れらは、地方がより豊かな環境という課題化への回答であり、

＝たち﹂のデザイン解＝答である。
﹁化・質＝か・たち﹂論

を、市民議題の応答として﹁象徴﹂したものとしてグランプ

と所有観に連結しているかという定義に至る。

を打ち立てることになるわけだ。

られる。そして、デザイン賞を受賞しなければ、その対価は

また、応募は自由裁量であり、応募するための対価が求め

に包囲されることもしばしばであった。
ザイン理念への情熱が、日本を変革させる、未来を拓いてい

この二つのグランプリによって、地方の蓄積されてきたデ

リに決定した。

デザインは、必ず、
﹁かたち﹂
、見える形あるいは見えない
形を造形する営為である。
この営為による﹁かたち﹂論は、機能性をもう一度、性能
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投資失敗ということになる。いうなれば、これが、制度論の
釈論の説明をしておきたい。

募サイドでは二つの誤解があるものと解釈している。この解

制度とはわが国では荻生徂徠による﹁政談﹂から罰則規範

デザインによる産業活性化の二大テーマが、
﹁付加価値と

してデザイン﹂すれば﹁売れる﹂という幻想を生み出して

いる。そうして、ブランドという歴然たるイメージ定着は、

﹁差別化に荷担したデザイン﹂によって、これも﹁売れる﹂

はずであるという妄想を誘因している。

﹁G マーク﹂は、認証にすぎない。

この認証は、
﹁売る﹂ことであり、
﹁売る﹂ための勇気づく

﹁G マーク﹂であるから﹁売る﹂という姿勢がデザインの

りと確信性という元気づけの強化である。

この刺激装置には二つの構造が仕組まれていた。

う、民営化された証にほかならない。
﹁G マークは売れな

﹁本質に直結している全体価値﹂を、制度が認めているとい

い﹂というのは、デザインの本質まで、そのセンスが及ばな

い見識と良識の低さを露呈しているにすぎない。

る。
二 つ の 誤 解 と は、以 上 の、
﹁付 加 価 値 ﹂認 識 論 と﹁差 別

・もう一つは、デザインによる﹁差別化﹂という手法論であ

・一つは、デザインを﹁付加価値﹂とみなす認識論。

わば加飾としてのデザインのことである。

い﹂と思わせる望ましさと好ましさを外観的に纏わせる、い

終わってしまっていると思う。欲望の刺激装置とは、
﹁欲し

私は、デザインが欲望の刺激装置であった時代は、すでに

七 「売れないGマーク」
、二つの誤解

一方である罰則論につながっていると考えるべきだろう。
である歴史的な文脈が伝統になっている。しかし、もう一方
での制度は、褒賞という裁可形式という面がある。
民営化にあたって、私が﹁制度としてのサンクション﹂と
したのは、罰則と褒賞の両面を兼ね備えることであった。
つまり、応募対価が、万一、不合格である場合には返却さ
れない。その対価は審査要請費であり、それは罰則を受けた
ということである。
裁可制度であるからには、グッドデザイン賞という認証は、
ベンチマーク＝水準的な指標になりうるということを意図し
ている。

ンセンスの再教育を、この過ちについての訂正から始めるべ

もう一度、デザインを担当し、支援するためには、デザイ

﹁デザインは決して付加価値ではない。
﹂全体価値を創出し

きであると提言しておく。

化﹂手法論に帰結する。

現もデザイン解として果たしているかを裁可されるわけであ

制御するのがデザインである。これは、定本としてのマルク

それは、グッドデザイン賞というのは、性能表現、効能表
る。この裁可は、世の中に存在させられるか、という価値観

ス﹁資本論・第二章﹂に立ち返って再確認を望みたい。付加
ているものにすぎない。また、かたち表現による﹁差別化﹂

ものか？﹂というマスコミの質問に対して、
﹁まず、デザイ

私は、委員長就任と同時に、
﹁G マーク賞は、誰のための

八 デザイン界のためのGマーク、その再確認

は、デザインされたかたちの価値を受け止める人間集団その

価値とは、すでに時代遅れの経済的な価値づくりに限定され

を決定しているということと同根である。
この価値観とは、
﹁望ましさ﹂と﹁好ましさ﹂と言い換え
ればいい。
デザイン、その本質は、望ましく好ましい造形による問題

主義を積極的に活用しているということを明記しておきたい。

動閾値である。この閾値はその時の審査委員の全体的な客観

水準審査になりうるということである。水準とは、基準の変

査基準が揺れ動いていることと連関している。この連関は、

響によって変動することを免れられない。この変動とは、審

七年という月日を重ねて、いまだに、社会風潮の中のデザ

イン﹂は、差別化の裏返しであるのだろうか、否である。四

の反極で、
﹁万人のためのデザインというユニバーサルデザ

これはブランドの所有者を差別することにほかならない。そ

ディングの翻訳は＂牛に焼ごてで目印をつけること＂である。

とか﹁ブランディング﹂という奇妙な言語があるが、ブラン

職能集団＝デザイン界のアイデンティティを指示できる。職

れが制度ゆえに、公的なものである。その公的な認証こそ、

る。Ｇマークによって、職能効果を一般に伝えるならば、そ

ということがある。その効果の判断指標がＧマーク受賞であ

能倫理として、誠意ある職能効果を発揮しなければならない

能集団であるからこそ、その社会的責務は、まず、自らの職

デザイン界は、デザインの本質を明確に社会化していく職

その真意をもう一度、自記しておく。

ナー、デザイン界のためのものである﹂と、即答した。

その理由に連続していくのが、
﹁G マーク受賞商品は売れな

インには、
﹁付加価値論とブランド構築のデザイン﹂という、

能アイデンティティとは、社会的責務を公知化する手だてで

昨今、盛んにアジテートされている﹁ブランド構築戦略﹂

ものを差別化していくことにつながっている。

い﹂という非難を長年にわたって受けてきたことと関係して

まるで国家戦略を提示する幼稚な提案がまかり通っている。

そこで、この﹁望ましさ﹂と﹁好ましさ﹂は、時代的な影

解決であるということができる。

いる。

のものであることから出発させることはなんら間違っていな

よって、まず、Ｇマークがデザイナー、デザイン界のため

ある。
一線を画すべきだ。

こうした提案が、国家戦略になることと民営化された制度は

これこそ、大きなデザインへの誤りであると断言しておく。

この非難は、審査基準の閾値という水準審査に対するもの
であるということをあらためて明確にしておきたい。
私は、この水準審査と基準審査が、受賞者側で、または応
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私が、
﹁プロの視点﹂と﹁ユーザーの視点﹂
、この複眼性を
融解して完成を迎える﹂ということを、審査報告の結語とし

インは完成すると考えるべきであろう。
﹁制度は制度の中で

つまり、
﹁制度﹂である役割が終焉の時に、グランドデザ

歳を迎えた時には辞任を申し出た。しかし、審査委員の後継

御所の方々に向かっての提唱であった。よって、自分が五〇

った。その当時には、先輩ベテランデザイナー、いわば、大

い。
審査委員に要請したのは、職能集団としてのアイデンティテ

一度再考されるべきだろうと推測してやまない。

度を委任することには強い不安感があると告白しておきたい。

的に唱えながらも、正直、新人審査委員にこの重大な選定制

審査委員長になって、その所感は、まだまだ世代交代と絶叫

者不足は明らかだったために残留を余儀なくされた。そして、

ンである、という確証を抱かない限り、社会に存在させるべ

﹁祝祭﹂の期間と仮定し、仮説化した審査基準の詳細な説明

しかし、世代による職能意識は、社会的な役割を分担してい

私は、五〇周年目の﹁儀式﹂の時に、制度の存続性がもう

たい。

きではないという決意責任が職能理論の根幹ではないだろう

責任は、今後、デザイン学者として、その最大の課題・問

なんとしても、デザインがＧマーク＝これがグッドデザイ

ィに立ち返ることを求めただけのことである。

か。

くことが重要である。

とりわけ、デザイン界は、ものづくり、コミュニケーショ

ン、環境計画、情報インタラクション、新ビジネスモデル創

出など、新しい﹁文化のかたち﹂が、世代のコラボレーショ

ンによって構築されていくと信じている。

これまで、審査委員として、さらには委員長として、支援

ての役割が待っている。

いる。私には、今後、次世代のために、審査委員経験者とし

私は、世代交代で活性化された審査委員会によって、新し

務であると自覚している。

いデザイン界が誘発、再生、進歩していくことを切に望んで

務めてきた。おおよそ、私のデザイナー職能の自分史の半生

私事ながら、私は、一九八七年以来、G マーク審査委員を

十 最後に

これが、Ｇマーク審査委員世代を終了した者の、社会的責

制度の融解化を図りたいと考えている。

イン美学﹂について、これから﹁儀式﹂までに私論を提出し、

題・議題である。
﹁何がグッドデザインであるかというデザ
九 制度は、制度溶解の中でその役目を完成する
私は、やがて五〇周年を迎える準備期間の三年間、審査委
員長として、審査基準の論理、その詳細整理・審査監察・審
査委員評価までのリーダーシップを果たしてきた。これは、
とりもなおさず、わが国の貿易立国としての産業経済状況か
ら、国民生活におけるデザインによる文化進展までを、さら
に、デザインに取り込み直す作業であったと考えている。
今、わが国は、国家状況と国際関係において、極めて危機

をＧマーク選定と関わってきたことになる。

し、協力後援をしていただいたデザイナー仲間、そして事務

的な現状、疾病的な体質になっていることは否めない。

これは、審査を通して、再度、自分が﹁職能家であるデザ

局である日本産業デザイン振興会、グッドデザイン賞審議委

この認識を、制度である、何がグッドデザインであるのか、

イナーなのか﹂ということを自問自答できる毎年の大きな機

デザインは、その本質において、全体価値創出のための唯

というのは、何が、わが国をグッドデザインされた国家にリ

マーク審査は、自らのデザイン活動を自己点検し直せるチャ

おきたい。
﹁祝祭﹂から﹁儀式﹂の中で、何がグッドデザイ

一の手法であることを、本論文の最後のことばとして残して

員会に対して、あらためて感謝する次第である。
ンスであることを共有している。はからずも、二一世紀そし

会であった。これはおそらくすべての審査委員にとって、Ｇ

あらためて、グランドデザインとしての国づくりとデザイ

て民営化二期目は審査委員長という大役を担った。

ードしていくのかということになるわけだ。

作業であると言っても過言ではない。

ンの関係は、この制度であるＧマーク賞が唯一の、自国確認
したがって、ことさらに、制度たるＧマーク賞でのデザイ

て、審査委員としてその資格を充分とするデザイナー仲間を、

この大役の中では、審査委員の世代交代を主導した。よっ

Design A Dream

ンとなるのかが、また、問われていくことだろう。

ン振興やデザイン政策が、永続していくことは、理想とは言

初出：

Good Design Creates The New World.
はさらなるデザイン活動を期待するために、その役割を終了

﹃ GOOD DESIGN 2003 2004
﹄︵日本産業デザイン振興会、二〇〇四年︶

審査委員会から除名したということもできる。しかし、それ

やがて、Ｇマーク賞の役割が終わったという時期を、国民

していただいたということである。私の意図は、後者である。

えないはずである。
全体、その前にデザイン界が宣言する日がくることを願って

かつて、私は、
＂審査委員五〇歳定年説＂を唱えたこともあ
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いる。

－

内藤廣

ングな場にできないか、ということでした。大賞選出の投票

ン界をもっと元気にできないか、もっと心躍るエキサイティ

ここ数年来いつも頭の中にあったことは、我が国のデザイ

す。高齢化率が急速に高まり、労働者人口が激減していきま

を挟んで彼らの子供の世代の高い山、この構成が問題なので

ダのような人口構成、つまり団塊の世代の高い山と、深い谷

るのです。前例主義は通用しません。いわゆるフタコブラク

ものだと言われています。時代は未体験ゾーンに入りつつあ

我が国の人口動態は、人類がこれまで体験したことのない

が必要なのです。

ったわけですが、近未来を考えればどうしても新しいモデル

デルで突き進んできた五〇年、それはそれで大きな成果があ

して出てきます。法制度から社会システムまで、高度成長モ

つつありますが、近未来は都市部の極端な高齢化が大問題と

す。現在は地方の過疎化と高齢化が大きな問題として浮上し

いきますから、都市の高齢化率は地方をしのぐことになりま

が印象的でした。こんな過激な、そして本質的な言葉が自由

です。この傾向を、豊かで創造的なものにできるかが問われ

は減っていきます。いわば縮小傾向の社会に突入していくの

これを衰退と捉えるのではなく、この縮小傾向を豊かさに結

イムが出現しなければ、国全体が保てない所まできています。

れば、私たちは二〇年後のアジアのマーケティングをしてい

産業を生み出せるかが問われているのです。

デザインの役割

こうした背景を前提に、
﹁デザイン﹂には何ができるでし

は、技術的なイノベーションとともに、
﹁デザイン﹂こそこ

ょうか。それが私たちに突き付けられた大きな問題です。私

の困難なブレークスルーを可能にするのではないか、と思っ
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Hiroshi Naito

で、トヨタの iQ とホンダの FCX クラリティが決戦投票

合理化やロボットによる自動化でそれを補っても、GDP

す。歴史上類のない超高齢化社会に向き合わねばなりません。

二〇〇七─二〇〇九年度グッドデザイン賞審査委員長

に残った時、壇上に上がった審議委員である三宅一生さんが

に行き交うのが、本来のグッドデザイン賞のあるべき姿なの

二〇〇五年、我が国は人口のピークを迎えました。人口予

るのだと考えることもできます。今の我々の社会のニーズに

い価値に変え、近未来に向けてより活力のあるマーケットや

びつけられるか、ただ縮んでいくのではなくて、これを新し

ではないか、と感じました。

測によると、海外労働者の流入を勘案しても、これからはど

真剣に応えることは、二〇年後のアジアのニーズに応えるこ

のアジアの国々でも起きてくると言われています。そう考え

んどん人口が減っていきます。かつて我が国と同じような問

た、現在都市に流入している若年人口がそのまま高齢化して

予測では、二〇年後の公共投資は半分以下になります。ま

とにもなるのです。

す。

違って、もはや避けようのない大きな問題を抱えているので

題を抱えながら、うまく人口をコントロールしたドイツとは

拡大傾向から縮小傾向へ

人口構成がもたらすこの傾向は、二〇年後、中国やその他

ているのです。

新しい社会システム、経済システム、新しい価値のパラダ

﹁ふたつを一つにしたらいいんじゃないかな﹂と言われたの

ふたつにあらず

近未来を先取りする人間中心主義

11

み出される技術を適確に社会と結びつける、つまり﹁モノの

その時代の社会と共に生み出されていくものだからです。生

ています。なぜなら、新しい価値創造は、技術ばかりでなく

を踏み出したわけです。

作りに着手しました。まだまだ不充分ですが、まずは第一歩

ドに立って審査する﹂という大方針を立て、新たなる枠組み

テゴリー分けの中心に置きたい﹂
、
﹁近未来のディマンドサイ

し、審査の位置付けと取り組みを見直しました。
﹁人間をカ

よりの応援です。

新しい試みを支持していただいた結果だと思っています。何

今年も三〇〇〇点を超える多くのご応募をいただきました。

にするものすべて、ひょっとしたら目に見えないものまで含

品から都市や情報まで広がりを持つに至りました。我々が目

する﹁デザイン﹂の領域は拡大するばかりです。いまや日用

いことも見えてきました。近年、グッドデザイン賞がカバー

て二年目、責任の重さを痛感するとともに、やらねばならな

グッドデザイン賞の審査の進行役ともいえる委員長になっ

んだよ﹂
﹁大企業より地方の苦しい中小企業をもっと応援で

ある﹂
﹁世の中そんな甘いものじゃない、会社の中は大変な

のところのグッドデザイン賞の受賞作には理解し難いものが

なければ、いくら手続きを論じてもしょうがないよ﹂
﹁ここ

も

て何なんだ、それを議論しなきゃ﹂
﹁理念が

ら審査そのものの考え方を変えなきゃ意味ないよ﹂
﹁そもそ

﹁それは単に分類を変えるだけじゃないのか﹂
﹁やるんだった

﹁そんなにきれいにカテゴリー分けなんてできないんだよ﹂

﹁なんでわざわざそんなことをしなくちゃいけないんだ﹂

ときです。

ぎました。今は、新たな世紀のミッションに向けて船出する

たと言えます。一昨年五〇周年を迎え、ひとつの区切りを跨

グッドデザイン賞はその役割をこれまで十二分に果たしてき

ら高度成長を経て、バブルとその崩壊、そして二一世紀へ、

の応募が寄せられる今日の隆盛に至っています。戦災復興か

年、この間多くの方達の努力が実を結んで、多分野から数千

てから五〇年、日本産業デザイン振興会が民営化されて一〇

グッドデザイン賞という仕組みは、一九五七年に設立され

良心から戦略へ

です。新しい社会創造に向けて、デザインの役割はますます

論理﹂と﹁ヒノの心理﹂を橋渡しし結びつけるのはデザイン

めたすべて、といっても過言ではありません。急激な技術進

大きくなっていかざるを得ないのです。

化がこの広がりをもたらしたのだと思います。我々はいわば

きないのか﹂
﹁大賞の選出、あれはイベント化し過ぎている

n
g
i
s
e
D
d
o
o
G

ヨーロッパ各国はもちろん近年台頭著しい韓国などは、デ

技術革命の最中にいるのです。

ものにならないほど多様化しています。こんな催しは世界中

ドデザイン賞という場で披露される価値観も、以前とは比べ

で大きくなってしまったのです。この広がりのなかで、グッ

ザイン賞という器は、改築や増築では追いつかないところま

ローバルなネットワークまで応募が寄せられます。グッドデ

するけれど難しさにおいて否定するもの、さまざまなご意見

のです。肯定的なもの、否定的なもの、気持ちとしては賛同

や新しい試みの不備について、さまざまな意見が噴出するも

しんだ仕組みに手を入れると、これまでに鬱積してきた不満

せられた言葉です。どんな分野でもそうですが、長年慣れ親

全体の枠組みの見直しをしようとしている最中に、私に寄

があります。モノづくりの良心に甘えてきたのです。

てそれを受け入れる世の中は、それを当然のこととする気風

きたのです。残念なことに、デザインを送り出す企業、そし

それを支える誇りも、個々のモノづくりの良心に支えられて

きたことによって今日に至っています。その高いレベルも、

少しでも良いものを作ろう、という個々の努力を積み上げて

のオフィスを構えるデザイナーが、それこそ良心に基づいて

は少し事情が違います。それぞれの企業内デザイナーや独立

ザインに関してその取り組みはきわめて戦略的です。我が国

見渡しても例がありません。しかし、この領域の拡大にとも

の尾を踏んだのではないか、と思ったことも一度や二度では

はひとつひとつ貴重なアドバイスとして受け止めました。虎

んじゃないか﹂
﹁落とされた時の判断基準が不透明だ﹂

なって、
﹁デザイン﹂という言葉の意味も重さも薄まってき

日用品や家電はもちろん、ナノテクから都市、さらにはグ

ている、という危惧も持っています。

振り返ってみれば、グッドデザイン賞そのものも拡大一辺

デザインは必ず近未来に向けて放たれている行為です。新た

豊かにするための行為です。また、どのようなものであれ、

しかし、デザインというのは、どう考えても人間の生活を

らいたい。グッドデザイン賞はそれを戦略的に牽引する場で

デザインの役割と可能性を、企業や世の中にもっと知っても

かなか苦しい。これから急激に大きくなることが予想される

土としては素晴らしい気風ですが、長期的に見ればこれはな

困難な状況をモノづくりの良心で支える、それは文化的風

倒の高度成長モデルの中にいたのです。新しい時代に向けて、

なる﹁人間中心主義﹂を掲げること、
﹁近未来のディマンド

ありたいと思っています。

ありません。

デザインを再定義し、それにふさわしいモデルチェンジが必

サイドに立って審査する﹂という大きな前提を置くことは、

再構築

要です。こうした問題意識を持って、今年度は大きな改革を

それが新たなる﹁人間中心主義﹂を理念とし、
﹁近未来のデ

略、デザインという言葉をより明確に強固なものにする試み、

激しく変質しつつある社会をキャッチアップする大きな戦

方向性として間違っているとは思えないのです。
たのは、応募者の方達から賛同を得られるかどうかでした。

モデルチェンジに戸惑う声もありましたが、一番気になっ

おこないました。言ってみれば、これまで小さな改修工事や
増築を繰り返してきた住まいを、思い切って建て直すような
ものです。カテゴリー枠を模様替えし、ユニットの再配置を
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ィマンドサイドに立つ﹂という審査方針です。時代も大きく

す。活気溢れるよりよい仕組み作りを目指して、審査委員と

初出：

﹄
2008-2009

しょう。それでも、都市全体のパワーとしては、他のアジア

﹃ジャパンデザイン グッドデザインアワード・イヤーブック
︵財団法人日本産業デザイン振興会、二〇〇九年三月︶

ようなある程度いろいろな部分の削減が進んでいる国では、

諸国の都市と比べて相対的に落ちていくでしょう。都市も、

共に力を合わせて努力していきたいと考えています。

私たちの生活を豊かにするもの、それを一所懸命に作って

やせ我慢のような切り詰めた雰囲気が漂います。要するに、

変わりつつあり、制度改革に終わりはないものと思っていま

いけば、やがて多くの人たちに支持され、スケールメリット

なるはずです。都市間競争も激しくなります。これからは、

量から質へと価値の比重を移さなければ、誇りを持ちにくく

あくまでもこの流れを大きな産業戦略としてとらえるべき

ます。都市の質、つまり快適性や姿形、すなわちデザインが

﹁都市が人を選ぶ時代﹂から、
﹁人が都市を選ぶ時代﹂になり

対応の仕方が生真面目過ぎて暗いのです。

国の経済を潤す。戦後、我が国の大多数の人たちはひたすら

に勝つための戦略を創出するべきだと考えます。やせ我慢で

です。これを仕掛けられたゲームと捉え、この新しいゲーム

が生まれ、それが輸出商品として外貨を稼ぎ、最終的に我が

もあまり変わってはいないようです。
﹁我が国は島国であり

そう信じてこの道をひた走ってきました。この構図は現在で
資源もないのだから﹂などという文句を小学校の頃からいや

インの役割があります。デザインには、社会的な雰囲気を醸

はなくて、新たな価値の創出と考えるべきです。ここにデザ

ます。地方都市の疲弊は目を覆いたくなるほどです。戦後の

しかし実は、本当に大きな問題はそれ以外のところにあり

都市の力になる時代が到来しつつあります。

というほど聞かされて育ちました。

成し、広く生活者にその価値を広めていく力があります。

確かにその通りだと思う反面、時代は別の局面を迎えてい

二〇〇五年、我が国の人口は一億三五〇〇万人をピークに減

す。さらに農山村に目をやれば、過疎と高齢化が復元のリミ

河あり、というのは昔のこと、今や、国破れて山河なし、で

植林で疲弊した国土を覆い尽くす疲弊した山野。国破れて山

少傾向に転じました。私は、増加傾向の社会と減少傾向の社

ットを超えた限界集落が、野火が広がるように急速に国土を

国内に目を転じると、新たな問題が顕在化しつつあります。

会は、全く違うパラダイムなのではないかと思っています。

埋め尽くしつつあります。問題山積です。しかし、誰も次の

るということも考えないわけにはいきません。

ベルリンの壁が壊れ、冷戦が終わり、あれから二十年近く

言うまでもなく、我が国の価値観も制度設計も税制も、その

られているのです。ここにもデザインの力を結集すべきです。

社会を思い描けないでいます。国土も量から質への転換を迫

量から質へ

を経て、新たな世界の構図が見えてきています。巨大な消費

り、低成長を前提とする時代の大きな変貌の中で、その落差

骨格は一九六〇年前後の高度成長期にあらかた形成されてお

デザインはモノとヒトをつなぐメタフィジカルな概念です。

デザインに何ができるか

中国やインドの躍進、韓国をはじめとするアジア諸国の台頭、

が現在起きているさまざまな問題を誘発しているのです。分

国家であったアメリカの足踏み、ものすごい勢いで突き進む
世界情勢は流動化するばかりですが、これを次の時代を模索

かりやすく言えば、高度成長を前提とした制度設計が、低成
長を前提とした成熟社会へと移行する上での障害になってい

している過程と見ることもできます。
こうした状況に、我が国の製品は流れ込んでいくわけです
はこれまで以上に、我が国の物づくりのレベルの高さを価値

は無理があります。新しいパラダイムに対してイメージを共

この谷間を埋めるには、政策や技術による量的な力だけで

﹁魔法の杖﹂であるとするならば、この流動化する世界の中

べての人に問いたいのです。デザインが世の中を豊かにする

る﹁魔法の杖﹂のはずです。ですから、この仕事に携わるす

したがって、本来、あらゆる物事に被せて考えることができ

として売らねばならないでしょう。つまり、
﹁品質とデザイ

有すること、つまりその社会がどのような生活の質をもたら

で、あるいは身の回りの生活において、デザインに何ができ

るのです。

ンとそれらを組み合わせたブランド力﹂です。量的な価値か

すのか、広い意味でのデザインの戦略的な力が求められてい

が、当然のことながら価格では勝負ができません。これから

ら質的な価値へ、頭を切り替えることが喫緊の課題です。

争力を持っていますか。デザインは環境戦略のゲームを戦え

我が国のデザインは、アジア諸国に比していまだに国際競

るでしょうか。
います。都市再生特区を中心に大都市は何とかなっていくで

小泉内閣以来の都市再生政策もようやく全貌を見せ始めて

るのです。

環境問題は新たな産業とライフスタイルの創出を促してい
ます。しかし、地球が温暖化するから環境問題に取り組むの
だという姿勢は、私はあまり好きではありません。我が国の

268

Gマーク制度・主要文献集成

ますか。デザインは地方の困窮を救う力になりますか。こん
な思いがつのります。もちろん、自問自答です。

ドか﹂の新しい指標があるように思います。

に関するプレゼンテーションをしていただき、グッドデザイ

ン賞受賞者と審査委員による投票が公開で行われ決定されて

ン賞は今年も﹁何がグッドか﹂を問い続けました。デザイン

﹁何がグッドか﹂を問い続けて五十有余年、グッドデザイ

については、主に新領域デザイン部門で扱ってきたのですが、

実験的な試み、中長期的な未来を見つめた先進的な取り組み

ン賞﹂という新たな評価の枠組みが作られました。これまで、

二〇〇九年度は、
﹁グッドデザイン・フロンティアデザイ

囲気や投票する人の思惑が反映されます。人気投票で決める、

いずれにしても、これまでの決定の仕方では、その場の雰

いうことになりました。

作品を大賞候補にしてプレゼンテーションしてもらおう、と

審査の外にあります。そうであるなら、今年はベスト一五全

きました。大賞の選出はいわば人気投票で、我々審査委員の

は世の中を豊かにするはずだ、そして生活者に支持されたも

それをどのように評価するのか、毎年のように議論されてき

というところに問題がないわけではない。来年度以降も試行

過去・現在・未来

のが次の時代を築く商品となる、そのための大きな方向付け

ました。市場の選別を受けていないものを通常のグッドデザ

錯誤していく必要があると思います。本来は、最後まで責任

何がグッドか

が審査です。それが審査委員約七〇名の共通する思いです。

イン賞の応募作と同じテーブルで審査してよいのか、という

この難問を解決するべく作ったのが﹁フロンティアデザイ

二〇〇八年、グッドデザイン賞は﹁近未来の生活者の立場

ン﹂の枠組みで、その優れたものを﹁フロンティアデザイン

を取るという意味からも、審査委員の意志を明確に示して決

化社会においては、生活者の情報量が格段に高くなります。

ドサイドへ、審査の立ち位置を変える大変換です。高度情報

賞﹂として顕彰することにしました。今年度は、新たに創設

デザインには﹁近未来を先取りする直感力と戦略性﹂が、こ

意見がある一方、そうした意欲的なフロンティアこそ奨励す

生活者が物づくりを誘発するのです。生活者、それも近未来

されたこの賞への期待度が高く、意欲的な応募作が多数寄せ

れまで以上に求められるようになるはずです。また、
﹁生産

に立って、何がグッドかを審査する﹂という大方針を立てま

の生活者が求めるところにより良く応えたものがグッドであ

られましたが、賞の価値を高めるため、受賞数をかなり絞り

者と生活者のマインドを繋ぐもの﹂として、それらの﹁信頼

定するものかもしれません。

る、という方針を立てました。

込みました。いずれも近未来を予感させるものばかりです。

関係を構築するもの﹂としてデザインを捉える必要がこれま

べきだ、という意見もあります。

二〇〇九年度もこの方針に変わりありません。これに応え

﹁フロンティアデザイン﹂の健全な発展が、新しいデザイン

で以上に出てくるはずです。最終的には、これらのことをよ

した。五〇周年の歴史を経て、サプライサイドからディマン

て、昨今の景気の不穏な動向にもかかわらず、今年度も例年

の地平を切り拓くものと信じています。

品やサービスを開発していくのだ、という応募者の強い意気

インを﹁グッドデザイン・ロングライフデザイン賞﹂として

すでに昨年度から、長い時間販売されてきた息の長いデザ

むことによって、時代もより高いレベルへと変化していくは

イン賞は、時代を映す鏡のような存在です。この鏡を覗き込

のコアに位置付ける﹂必要が出てくるでしょう。グッドデザ

り迅速に達成するために、デザインを﹁企業戦略や都市戦略

最後に、私なりの希望を込めた予想を述べたいと思います。

予想と希望

と変わらぬ多くの応募をいただきました。デザインを核に商
込みを感じました。これがこの国の底力です。それを実感し

されてきたデザインを扱う﹁ロングライフデザイン賞﹂
、コ

顕彰する体制を強化してきました。時代を超えて市場に支持

声高に叫ぶものではなく、当たり前のことになりつつありま

に加えて未来を切り拓く﹁フロンティアデザイン賞﹂を設け

アには現在の暮らしを支える﹁グッドデザイン賞﹂
。これら

き上げていくことです。

ずです。われわれの役割は、この鏡をより公平なものへと磨

今年の大きな傾向は、やはりエコでしょう。エコはもはや

ました。

す。イデオロギーとしてのエコから日常感覚のエコへと時代

ることで、
［過去・現在・未来］と時間軸に沿って評価でき

フォームであり続けたいと思っています。

初出：

︵財団法人日本産業デザイン振興会、二〇一〇年三月︶

﹃ジャパンデザイン グッドデザインアワード・イヤーブック

﹄
2009-2010

これからもグッドデザイン賞は、熱いデザインのプラット

は変わりつつあります。エコを前提としてどのようなデザイ

るようになりました。

大賞候補として五作品程度を選出し、授賞式の日にその作品

これまで、二次審査で金賞に当たるベスト一五を決めた上で

例年、グッドデザイン大賞の決め方は論議の的になります。

審査について

ンが可能なのかが焦点になりつつあるのです。この流れはし
ばらく変わらないでしょう。
エコがグッドであることは当たり前のことです。今日的な
問題は、それをどのようにデザインという価値に置換できた
か、生活者にとって分かりやすく魅力的な価値として提示で
きたか、ということです。
﹁どのように﹂
、そこに﹁何がグッ
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Naoto Fukasawa

日々の生活の移り変わりをつねに反映しています。

グッドデザイン賞はその時々の世相や流行や文化、そして

よりよくし、調和を図っていく術であると考えます。そして

人やものやそれらを含むすべての環境のなかの相互の関係を

つめ直していく場であるような気がいたします。デザインは

グッドデザイン賞とは豊かさを定義する、あるいは毎年見

より本質的なものに近づいてきた喜ばしい姿であると捉える

装飾を施すことをデザインと定義してきた過去の傾向から、

インの善し悪しと捉えることや、かたちに余計な意味付けや

究極の姿に近づいてきている自然な現象であり、差異をデザ

捉えるかもしれませんが、むしろこれはものが機能を有した

﹁デザインに元気がない﹂とか﹁個性的なものが少ない﹂と

取れた気がいたします。こういった現象を、人によっては

極の姿に限りなく近づいてきたものたちや傾向が顕著に見て

したが、今まで生活の中で慣れ親しんできたものを今の時代

は常に﹁変える﹂
、
﹁新しくする﹂という概念に縛られてきま

カルな概念がより強まる可能性があります。過去のデザイン

するという概念が薄れ、共有することで無駄を省くエコロジ

になるでしょう。今後は個人が自分のものとしてものを所有

それに基づくアプリケーションの価値の有無も問われるよう

やシステムの重要性が問われるようになるでしょう。そして

ば、それらのものを共有化できる仕組みのプラットフォーム

二〇一〇─二〇一四年度グッドデザイン賞審査委員長

深澤直人

デザインの善し悪しはわれわれの身近な日常の中で問われ

すべ

るべきものであると信じていますが、その範囲は宇宙ステー

生活の豊かさを定義してみようとする討議の場であるという

く聞こえてきます。さすればグッドデザイン賞がわれわれの

たいデザインとはどこまでを指すのか﹂という疑問の声も多

ンターテインメントの領域にまで拡大してきました。
﹁いっ

勢にグッドデザイン賞が与えられるようになるでしょう。姿

を的確に捉えてそれに近づこうとする企業や作者の努力や姿

の個性を競い合うデザインは少なくなり、ものの必然的な姿

なくなるということでもあります。今後、さらにかたちや色

は、そのものやかたちに人々が余計な思い入れを抱く必要が

ものの主たる機能のみが残り、かたちが消えるということ

つとして考えていかなければならないことに知恵を出すこと

エネルギーの効率を考えた配分の方法など、地球全体をひと

住空間や建物、目に見えない・見せない部分での設備や素材、

公共のものへ寄与できる力へと転換を迫られてくるでしょう。

で個に向けられていたデザインの力は、より共有するものや、

地球環境への配慮や循環型の経済の必要性に添って、今ま

に合わせて、少しずつよりよく﹁修正していく﹂といった考

答えはあながち間違いではありません。本来﹁ものやかた

かたちを有するものはさらに精緻な質を問われ、かたちのな

がデザインの力として問われるでしょう。

こともできると思います。

ち﹂として捉えられていたデザインは、技術の進化にともな

いデザインは、使い勝手を考慮したユーザーインターフェー

ションから、生命科学、あるいはアイドルグループによるエ

って自然に必然的な方向に収束していく傾向をもっています。

スの必然性がより問われるようになるでしょう。人々がもの

を示唆するような兆しが随所に現れていたような気がいたし

今年度のグッドデザイン賞には、そういった将来の方向性

え方や傾向が強まるかもしれません。

るような人々が同じイメージを共有できる完結した姿に絞ら

を共有することで無駄を省くことができるような時代が来れ

それが各々のものの個性や差異をなくし、アイコンと称され
れていくことが自然です。今年度の審査会でもそのような究
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ます。また反対に、つねに変わることで魅力を発するファッ

いるよさをより高めていくといった意味や意義が含まれてい

ます。特にロングライフデザイン賞には、すでに支持されて

えようとしたからであります。その輝けるデザインがさらな

人々の目に触れる機会に、その質と優秀性を的確に丁寧に伝

した。これはグッドデザインとして選ばれたものが多くの

ーや賞状、審査会場や表彰式に至るまでを見直し、改良しま

のビジュアルコミュニケーション、イヤーブック、トロフィ

思います。

のに与えられる賞、それがグッドデザイン賞であるべきだと

ることに変わりはありません。みんなが﹁いい﹂と思えるも

グッドデザインが私たちの生活に豊かさをもたらすものであ

初出：

ションやエンターテインメント、メディアなどはさらに個性

るよいデザインを生むモチベーションになることを信じての

的な方向に向かう可能性もあります。グッドデザイン賞はそ
ういった個性的な分野での必要性もみすえていかなければな

デザインの価値が変われば、それにともなってグッドデザ

﹄︵財団法人日本産業デザイン振興会、
GOOD DESIGN AWARD 2010
二〇一一年三月︶

﹃

二〇一〇年度のグッドデザイン賞は﹁グッドデザイン賞を

イン賞の考え方も変わっていきます。しかしいずれにせよ、

くデザインするか、それはまさに人とものを繋ぐインターフ

改革でした。

グッドデザインする﹂を合い言葉に、この運動に関わる全て

す。それぞれに優劣はなく、個々に必要とされる適正な機能

ェースの課題であり、インタラクションデザイン︵使いやす

らないでしょう。

グッドデザイン賞をデザインコンペと定義してしまうと、

を有していなければなりません。

競い合って頂点を極めるピラミッドのようなイメージが思い

み上げていくというよりも、不定形な大小様々な石を組み合

思います。ピラミッドのように整った四角い石を三角形に積

と人の繋がりで成り立つ﹁仕組み﹂という三つのキーワード

しさ﹂
、そして社会やコミュニティーや、ものともの・もの

二〇一二年度のグッドデザイン賞は﹁使いやすさ﹂と﹁美

素なのです。

すさ﹂と﹁美しさ﹂はよいデザインにとって必要不可欠な要

て﹁美しさ﹂とは人とものの関係の美のことです。
﹁使いや

さのデザイン︶の重要性が問われることを意味します。そし

わせて、美しく強固な全体を成していく穴太積みの石垣のよ

を挙げて審査に臨みました。

浮かびますが、むしろそれは石垣みたいなものではないかと

うなイメージの方が合っている感じがします。大きな石の間

さらに、一つの製品全体の美しさを問うだけでなく、それ

きだと思ったからです。また、家電や自動車といったはっき

デザインを評価する上で﹁使いやすさ﹂というキーワード

技術の著しい進化は、機能を極めていく過程で余計な大きさ

りとしたカテゴリーに属する製品であっても、それだけで存

に小さな石をはめ込み、それぞれ異なるかたちや大きさの組

グッドデザイン賞にはその時々のモノ、コトづくりの傾向

やかたちや要素を削ぎ落とし、純粋な結晶を生み出すような

在するわけではなく、社会の仕組みや生活環境の一部として

能に徹した部品や構造にもグッドデザイン賞が与えられるべ

が自然と現れます。それは石垣全体の表情といってもよいで

状況にまで進化しつつあります。それは例えるなら、最中の

捉える見方もできると思ったのです。

を成す部品や要素にも焦点を当てるように心がけました。機

しょう。美しい石垣は大きく整った石だけでも成り立ちませ

あんこと皮という比喩が羊羹に変わったようなもので、もの

﹁使いやすさ﹂
﹁美しさ﹂に加えて﹁仕組み﹂というキーワ

をあらためて挙げたのは、今まで存在していた象徴的なもの

んし、小さな石だけでは弱さやもろさを感じさせます。グッ

には外見と中身という概念がなくなり、全体が一つの塊とな

ードを挙げたのは、そうした理由によるものです。個々のも

の姿かたちがなくなる傾向がより明らかだからです。昨今の

ドデザイン賞の審査とは、
﹁全体に対する個﹂として相応し

ってきたのです。それによって、生活環境や身の回りは整然

のは組み合わさって社会や組織や環境の一部を成しています。

活文化に対する美学の概念に似ている気がします。

いものを丹念に見極めて行く作業です。相応しさとは生活者

とすっきりしますが、使い勝手の視点に立つと、これまで成

み合わせが全体で調和を見せる。それは日本の産業全体や生

に対しての配慮であり、社会の仕組みや豊かさに対して適正

﹁仕組み﹂は それらが適正に機能するための土壌のことで、

﹁使いやすさ﹂
﹁美しさ﹂もこの﹁仕組み﹂の上に成り立って

立していた共通の概念がなくなるため、使い方が難しくなる
ことが懸念されました。姿のないものをどのように使いやす

であるかどうかの見極めでもあります。社会全体を成す個々
の石︵分子︶には大きな産業も小さなものづくりも含まれま
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います。さらに﹁仕組み﹂は人が集まる場であり、人と人、

広げたのも、モノによってコトが生まれ、それが人の輪や意

の比喩のように一〇〇個に圧縮した美しい石垣の姿が浮かび

することによって、一、一〇八点の受賞対象に対して、前述

もった技術者やデザイナー、研究者からなる特別審査チーム

な価値があるものかどうかを判断するために、専門の知識を

初出：

の全体を見せるのがグッドデザイン賞であると思います。

デザインは社会を一つに調和させる部位になっていく。そ

ことは変わりません。

必然に向かって結晶化する、人間にとって有用な定義である

高め、問題を解決に導く適正な解であり、美の集合体として

少しずつ変化していきますが、デザインが社会や生活の質を

グッドデザイン賞の定義は産業やものの変化に寄り添って

上がりました。

識の仕組みに発展したユニークなデザインといえます。

今年度の審査で新しく試みたことの一つに、
﹁使いやす

がありました。

向けた知恵によって生まれたデザインにも、注目すべきもの

体験によって価値がもたらされるデザインや、課題の解決に

そして、東日本大震災の復興支援の取り組みなど、人々の

人とものの繋がりを成す目に見えないシステムのことともい
えます。
今年度の受賞対象には、新しい﹁仕組み﹂によって人が集
まるコミュニティー的な関係を作り上げた点で特徴的なもの
がありました。今までにあった仕組みと異なるところに新た
な人の集まりができる、その斬新な発想と実現に対して多く
大賞の NHK の子ども向け番組﹁デザインあ﹂は、デザ

を編成したことがあります。この試みによって、見落としが

さ﹂や﹁仕組み﹂を評価し、それが未来の生活に対して適正

インの考え方と視点で世の中を見る試みを教えてくれる新し

ちな新しい価値創造の芽を見出すことができたのではないか

の支持が集まったのです。

人にもデザインマインドの豊かさを伝える番組として、支持

い仕組みとして評価されました。それは子どもだけでなく大

未来的な外観や、まるで意志をもった人のような動きが強い

用産業ロボットが受賞しました。このロボットは見るからに

二〇一四年度のグッドデザイン大賞はデンソーの医療医薬

すくデザインし直したことで、ゴミを拾うという活動の輪を

﹁ゴミ拾いトング﹂のように、もともとあった道具を使いや

どは、人の繋がりを生みコミュニティーを実現しています。

活動する環境の未来像や、人とロボットとのインタラクティ

かったでしょう。それは結果として、人とロボットがともに

での可能性をひたすら突き詰めるだけでは決して生まれ得な

のインパクトを狙ったり、一方でエンジニアリングが機能面

れるベスト一〇〇の中から、大賞や金賞などの特別賞を決定

しい括りを設けたことです。あらゆるジャンルを通じて選ば

もう一つの試みはグッドデザイン・ベスト一〇〇という新

ない機能を人々がいかに享受できるかが問われるようになり

にむけた道筋が明確で、より使いやすくストレスを感じさせ

化しつつあることが挙げられます。これに伴い、目的の達成

テム﹂といった﹁機能﹂そのものが生活の中にますます顕在

が徐々に失われるとともに、対照的に﹁サービス﹂や﹁シス

﹄︵公益財団法人日本デザイン振興会、
GOOD DESIGN AWARD 2012
二〇一三年三月︶

﹃

印象を与えるものでしたが、同時にデザインとエンジニアリ

ブな関係をも示唆するものとして受けとめられた点で、これ

ました。

と考えています。

ングとの一体化という意味からも注目されました。滑らかか

からのデザインが担う役割やデザインに必要な視点を暗示し

されています。特別賞の﹁LINE﹂や﹁丸の内朝大学﹂な

つ微妙な制御性も合わせもったアームの動作、実際の製品と

ていたように感じられました。

すでに人々は、自分たちが必要とするさまざまな機能の選

して極限ともいえそうに平滑化された本体表面の仕上げは、

の強弱を感知するセンサーを無意識のうちに働かせています。

択を日常的におこなっていて、それらの有用性や、ストレス
私がグッドデザイン賞の審査委員長を務めてきたこの五年

とをシームレスにつなぎ、お互いの間に豊かなインタラクシ

それに対してデザインは、人ともの、ものと機能、機能と人

このロボットが稼働する医療の研究や医薬品の製造といった、
きわめて高い精度と清潔度が求められる環境に適合させるた

るデザインのあり方も大きく変わったように思います。その

間で、デザインはそれ自体が変化するとともに、社会におけ

ョンを成立させることで、人々のセンサーの感度をさらに高

意識の共有に加え、それに対する実際のアプローチが適切で

ように考える前提として、私たちの身の回りのもののかたち

めに、開発体制が一丸となった成果といえます。目的と課題
あったことがうかがわれます。デザインがただスタイリング
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や機能を単体でとらえるのでなく、ものごと同士のお互いの

める役目を果たしていると考えられます。人々が個別のもの

び、その結果として社会の均衡が高い水準で保たれているこ

まなデザインが寄り集まって価値を相乗させることこそを貴

のデザインが単体で突出したデザインの価値以上に、さまざ

グッドデザイン賞の審査を通じて理解してきたのは、日本

ロボットに着目してみます。それは高度な医療や衛生管理に

あらためて、今回のグッドデザイン大賞の医療医薬用産業

がら社会全体の発展への寄与を志すものであり、今後より協

連関性を感じ取りながら、そこからもたらされるものを敏感

とでした。毎年、多様な領域から三、〇〇〇以上ものデザイ

しました。
﹁心地﹂とは、人々がその時々における自分にと

私は今年度のグッドデザイン賞のテーマを﹁心地の質﹂と

られているのです。

を進化させる、いわば環境の中における媒質として位置づけ

ザインは、人々が自らを取り巻く全体的な状況を察する能力

積みを形成しているかのような総合的なデザインのあり方に

意識が注がれ、それらがお互いを補完しあいながら美しい石

かし、生活の基盤を成すものごとの一つひとつにデザインの

す。明らかなハイ・デザインは限られるかもしれません。し

ンのクオリティを維持し続けているのは日本の特質といえま

ンがコンスタントに集い、結果として一定水準以上のデザイ

たな社会イノベーションを導くことに貢献するという図式こ

国際社会をリードする先端的な研究や生産の体制を支え、新

賜物にほかなりません。そのように生み出されたデザインが

けたプロセスを高いレベルで共有しあう﹁デザイン思考﹂の

であるとともに、開発に携わるすべての人々が目標達成にむ

関わるがゆえに必然的なデザインとエンジニアリングの結晶

業関係を深めていくことが望まれるでしょう。

にキャッチできるようにデザインが促しています。つまりデ

っての全体的な状況の中から、何らかの刺激を見出したとき

そが、まさしくこれから先に日本のデザインが追求できるひ

このような日本のデザインに顕著な傾向とは、特に伸張が

﹄︵公益財団法人日本デザイン振興会、
GOOD DESIGN AWARD 2014
二〇一五年三月︶

﹃

初出：

よって、社会に一定の秩序がもたらされていることに対して、

の関係がより適正であるのか、お互いが調和の取れた状態で

著しいアジア圏におけるデザインの発展の指標となりうるも

に思わず生じてくる感覚のことです。あらゆる場面において

あるのかを確かめていくためにも重要であると考えました。

のです。近年のグッドデザイン賞がアジア各地での事業連携

とつの可能性を象徴しているように思えます。

さらに、デザインが社会とつながる際のバロメーターとして、

や協力に積極的に取り組んできているのも、産業や文化、風

ある種の凄みさえも覚えています。

デザインが個人だけでなく、社会全般に対してもたらす心地

土性などの総合力に裏打ちされたデザインの意義を共有しな

人が感じる心地の質に注目することは、私たちとものごとと

のありようにまで目を向ける意義があるように感じました。
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Kazufumi Nagai

Fumie Shibata

二〇一五 二
̶〇一七年度グッドデザイン賞審査委員長

永井一史
柴田文江
二〇一五 二
̶〇一七年度グッドデザイン賞審査副委員長

日常性に根ざしながら、私たちの身の周りのものごとを少し

インが大きな社会的イノベーションを志向する以上に、より

力はもとより、最新のテクノロジーの活かし方、開発や生

ものでした。お互いにプロダクトデザインとしての高い訴求

﹂は、いまのデザインのあり方をダイナミックに示す

﹂と、それと大賞を競った電動義手﹁

指し示すデザインとしての意義もきわめて大きいものです。

て問いかけるとともに、社会全体で共有される次なる目標を

から何を為すべきか、何を担うことができるのかをあらため

ょう。新しい社会をかたちづくっていくために私たちがこれ

ベルで発揮させることを誘発しているデザインといえるでし

K
C
A
H

ずつ高めていこうとする傾向が見受けられました。全国各地

産・流通の仕組みなどにも共通点がありました。プロジェク

こうした傾向を通じて、今まさしく、デザインにとっての潮

L
L
I
H
W

に及んだデザインの取り組み、NPO や地方自治体・教育

トを担う人材活用のあり方、事業を成立させるためのファン

年さかんに言われ続けてきた﹁デザインの領域の拡張﹂や

目が変わりつつあることを強く実感しています。それは、近

ティ﹁

機関など、多様な立場からデザインを活かそうとする意欲的

そして何よりも、社会の具体的な課題に対して、デザインを

ディングといった面でも今日的なアプローチが認められます。

二〇一五年度のグッドデザイン賞の受賞結果からは、デザ

根底から問い直すかのようなインパクトには欠けるかもしれ

な受賞事例が数多くあります。それらは、社会のシステムを

一つひとつの動きは、暮らしのさまざまな場面にある細か

に向けた道筋を見据えながら実践される、かけがえのない試

ませんが、それぞれにキャッチアップされた課題とその解決

事業としていよいよ成立するようになったことに、これから

成へと近づいていく。このようなフレームが実効性を伴った

を追求しようとする試みに、多くの人々が共感し、目標の達

ました。高い志を携えた人々が、デザインの力をもって理想

通じて解決をめざしていこうとする誠実な姿勢が際立ってい

る事例が多かったことが象徴していました。

新しいデザインの担い手が顕在化していることをうかがわせ

これまでのデザイナーという職能とは異なったところから、

会のさまざまな部分に定着していることを示す受賞事例や、

﹁デザインの対象の多様化﹂がすでに自明のこととなり、社

y
r
r
e
b

な凹凸を一つずつ平らにいなしていくかのようなささやかな

デザインの可能性がより豊かに拓かれていく希望を感じまし

みといえそうです。

営みではあっても、それぞれが単に閉じたデザインの動きと

た。
S
A
S
E
R

もに、これからの社会を築いていくうえでデザインが担うべ

イシューは、社会におけるデザインの役割を明確化するとと

今回のグッドデザイン賞で初めて設定されたフォーカス・

してあるのでなく、同じ課題意識を持った者どうしがつなが

﹂

さらに、グッドデザイン金賞の﹁ミライ﹂や﹁

シュー︶と結びつけることで明らかにしようとする試みです。

きことがらや、デザインの持つ可能性を、具体的な課題︵イ

り、高め合うために、デザインをどのように活かせるかとい

羅針盤となるようなデザインにも注目しています。これらは、

のような、次の時代のインフラストラクチャー構築に向けた

今日の社会には解決しなければならない多くの課題がありま

へと波及していく可能性が認められます。

日本がこれまでに培ってきた構想力や技術力を、より高いレ

う共通理解に支えられることで、より大きな力となって社会
一方で、今年度のグッドデザイン大賞のパーソナルモビリ
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13

さまざまな分野の知見と能力とを融合させる中から、社会を

の質や規模も大きく変化しています。そこに働きかけていく

はありません。変化し続ける社会とともに、それぞれの課題

すが、それらは必ずしも従来の手法のみで解決されるもので

かと考えました。このフォーカス・イシューを通じたデザイ

高めていく推進力となる部分をも明らかにできるのではない

する可能性や方法論を横断的に統合しながら、より実効性を

ている社会を動かす原動力となる部分、さらに、社会に内在

を心がけました。それによって、デザインに本質的に備わっ

す。

早く目を向け、可能性を導き、社会に語りかけることなので

となる、デザインの中にある﹁気づき﹂や﹁芽吹き﹂にいち

ッドデザイン賞が取り組んでいるのは、そのような希望の源

﹄︵公益財団法人日本デザイン振興会、
GOOD DESIGN AWARD 2015
二〇一六年三月︶

﹃

初出：

ために、異なる立場にある者どうしが積極的に関わりあい、

ンの評価と提言化は、これからも継続していきたいと考えて
デザインは社会の変化を先鋭的につかみ取り、人々に対し

前進させる新しい力を生み出すことがますます求められるよ
私たちはフォーカス・イシューを軸にしながら、一つひと

ていち早く提示することができます。それによって望ましい

います。

つのデザインに備わるイノベーションやソリューションとし

社会のイメージが共有され、人々の間に希望が生まれる。グ

うになっています。

ての要素を見出し、その意義を読み解き、社会に伝えること

Gマーク大全

275

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

起業家

人間に感動の波紋を広げ、それらの人々の行動にも影響を与

本質とは体験が個の中でとどまることなく、どれだけ周囲の

働してきた長年の研究開発の実績に支えられている点、
﹁猫

な︶バイアスを覆すようなプロダクトの思想が、対象者と協

が劣っているという一般的に広まっていると思われる︵不当

Dominique Chen

システムを構成する要素同士のフィードバック・ループをど

えられるかということまでを、情報技術は対象として扱える

私の専門である情報学のサイバネティクスという領域は、
う評価し、設計するかということを考える。この観点を社会

のヒゲが空気の流れを感じるように、髪の毛で音を感じるこ

ユーザー自身による意味生成を支援したり、他の情報との関

活かされれば、その情報の持つ潜在的な価値を暗示したり、

情報以上の価値を生成しない。デザイン＝設計という観点が

か。ただの情報を提示するシステムはユーザーに提示された

﹁ポジティブなフィードバック﹂とはどういうことだろう

イバネティックなループ構造をも評価したいと考えた。

クノロジー︶という観点に加えて、プロダクトがもたらすサ

トやサービスを成立させている設計︵デザイン︶と技術︵テ

回﹁技術と情報﹂というイシューテーマのもとで、プロダク

間を心身共に活性化させるという点において、あらゆるプロ

ンピュータ的な機構ではないが、技術がその利用者である人

物理的に具現化したプロダクトであるといえる。いわゆるコ

先述したポジティブなフィードバックという理念をそのまま

クを生み、自信と活力を与えることを実現している。まさに

いと思っていた身体を動かせた﹂という情報的フィードバッ

する﹂ことではなく、利用者とその親しい人々に﹁動かせな

るという設計は、車椅子に通常求められる﹁不自由なく移動

を動かせ、まるで自由にペダルを漕いでいるように感じさせ

人間が、少しだけ筋肉を動かすだけでその力を増幅して車輪

たのは、車椅子の﹁

﹂である。足を自由に動かせない

この意味で今年の受賞対象の中で個人的に最も感銘を受け

世界は、むしろ常識と偏見に凝り固まった健常者︵筆者もそ

提供してくれる。ここで紹介されるいわゆる﹁障害者﹂の環

忘れさせてくれるほど、驚くべき知的な密度と多様な視点を

身体的条件を持つ出演者たちのトークはそんな心配をすぐに

知から奇特の目にさらされる危険と隣り合わせだが、異なる

である番組の構成は、ともすれば視聴者の障害者に対する無

のためのバラエティーである。メイン出演者の多くが障害者

﹁バリバラ﹂という ETV の番組は、障害者による障害者

さえ感じさせてくれる。

新たなコミュニケーション領域として切り拓かれていく希望

健常者でも知覚したり表現したりすることのできない情報が

き声を感じることができた﹂という利用者の声からは、まだ

とのできる装置﹂という提案者の説明、
﹁はじめてセミの鳴

連性を示唆したりできる。換言すれば、そのシステムが存在

ダクトの参照根とするべきといっても過言ではないデザイン

れにあたる︶のそれよりも広く、深いように感じる。ネット

ックをもたらすか、という側面を考えることにつながる。今

することによって、量的ではなく質的な変化がもたらされる

であると考えている。

して人間そのものの可能性のビジョンを拡張してくれる優れ

全盛に見える現代におけるマスメディアの新たな可能性、そ

Y
G
O
C

﹂も同様の価値をたたえてい

光で伝えるデバイス﹁

a
n
n
e
t
n
O

なる。そして、これからはインフォメーションではなくエク

るプロダクトである。障害者は健常者よりも知覚・認知能力

た情報源である。

聴覚障害者が髪の毛に付けることによって環境音を振動と

スペリエンスの時代だということが喧伝されているが、その

問いに対してどのように向き合っているかという点が重要に

か、さらにはユーザーの認識論や感覚が拡張されるかという

それに触れる人間の行動にどれだけポジティブなフィードバ

ようになっている。

情報学研究者、

ドミニク・チェン

14

に展開されたプロダクトやサービスに照らし合わせてみれば、

I
T
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障害の種類は多種多様であり十把一絡げには語れないが、

このような長期的な投資を奨励する動きは、米国で株式会社
と非営利組織の中間形態として注目される PBC︵

c
i
l
b
u
P

︶法人格や、同じく米国で長期投資のイン

y
n
a
p
m
o
C
t
i
f
e
n
e
B

うした情報技術の発展によって障害にチャレンジする先端的

応関係にあるように思われる。短期的な利益を追求する現在

センティブを取り入れた証券取引所の議論などと時代的な呼

障害者＝ハンディキャップを負う人間というイメージが、こ

だろう。スポーツ競技においてすでに議論されているように、

な人間として見直される予感を感じるのは筆者だけではない

いう私企業のプロプライエタリなデータフォーマットのみの

提供という点において、オープンデータの観点からは画竜点

睛に欠く結果となっていると言わざるをえない。今後の改善

解明され、共有されるようになれば、健常者／障害者という

対峙する心身問題のリアリティが今後も社会的にオープンに

はおそらく時代の必然なのである。障害者の多くが日常的に

︶を一番最初に社会において駆使しはじめるの

少額投資の仕組みに加えて、このような長期投資のスキーム

でしまっている。しかし、クラウドファンディングのような

なシステムに株式市場が依存してしまう、という歪みを生ん

ゴリズム設計者にすら因果関係がトレースできないほど複雑

タ化することによって、高頻度取引︵HFT︶のようなアル

の主流な金融パラダイムは、企業が制作する製品の価値をメ

化しただろうし、参加に誘う効果もあったのではないかと憶

け止められ、さらに清掃に従事したスタッフたちの心も活性

ているのではなく、イベントの成果物としてポジティブに受

ている。この袋が集積している場を見てもただゴミが散乱し

セスにもポジティブなフィードバックを与えることに成功し

ゴミにフェスティヴな﹁顔﹂を与えることで街の清掃のプロ

ーランタン型のゴミ袋﹂は、忌避されるものとして見られる

c
i
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c

二値的な区分はもっとなめらかに解体されていくだろう。オ

がもっと発展することによって、信頼や支持といった人間的

測したくなる、優れた社会システム的デザインである。

六本木のハロウィンのためにデザインされた﹁ジャックオ

に期待する。

ープン化とは常に非対称な二項対立の中間層の可能性を指し

会はより安定してイノベーションを起こすことが可能になる

な判断によって投資を行うという原点回帰につながれば、社

障害者がサイバネティックな身体︵サイボーグ、

参加を誘発する動きなのだ。

示すことで、社会的な現実像を再定義し、まだ見ぬ運動への

n
o
i
t
a
z
i
n
a
g
r
o

個人的に興味深い領域であるがゆえに残念に思うのは、い

日本の官公庁の情報は一般的に、視覚的なデザインへの配

ズム、つまり情報社会に対して深層部分で強い影響を持つ計

近い将来、まだ社会的にはブラックボックスであるアルゴリ

m
e
e
s

えば女性の方が身体的、精神的にもより大きなストレスを負

慮が不足していることによって、伝達されるべき意味が十全

算機のロジックも含めてグッドデザイン賞の評価対象とする

だろう。

う立場にある現状に対して、男性側もより主体的に参加する

に理解されないことが多いのは固定観念にさえなってしまっ

局面が到来すると考えている。

わゆるストレートな情報技術の応募が少なかったことだが、

きっかけを与えるプロダクトとして、女性に対する不平等を

ているが、
﹁東京防災﹂はそこに優れたグラフィックデザイ

﹂は、不妊治療とい

緩和する志向性を持っている。こうしたプロダクトの存在は

ンと編集の力を挿入することで、防災という重要な情報が存

精子の簡易検査キットである﹁

妊娠という事象における男性の意識を変えることで、男女の

分に伝播され、関心を得られるということを証明した。この

会、二〇一六年一〇月︶

﹃グッドデザイン賞からの九の提言﹄︵公益財団法人日本デザイン振興

初出：

役割に対するイメージに対称性を取り戻す社会的波及性を持

するという行政のオープン化に向けた決定も評価できる。惜

本を都民に無料で配布し、かつウェブ版をネットで無償公開
しむらくはせっかく多言語対応しているのに、それぞれの言

﹁ひふみ投信﹂は長期に保有するほど実質的なコスト︵信
託報酬︶が低減するサービス﹁資産形成応援団﹂を日本で初

語のバージョンへのアクセスが困難であり、また PDF と

つといえる。

めて提供し、好調な成績をおさめていることが評価された。
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デザインの精神│ 生活の視点から人間の視点へ

株式会社GK 設計取締役社長

デザインニュース
日本経済新聞

224

一九九三年一一月一六日

財団法人日本産業デザイン振興会 一九九三年一二月

日本経済新聞社

財団法人日本産業デザイン振興会 一九九四年一月

西澤 健

財団法人日本産業デザイン振興会 一九九五年一月

拡大・変容するデザインの領域

GOOD DESIGN 1993-1994

財団法人日本産業デザイン振興会 一九九六年九月

Gマーク選定委員会

時代を創ったグッド・デザイン

財団法人日本産業デザイン振興会 一九九八年一月

一九九六年一〇月一〇日

審査会討議抄録│モノの関係性とデザイン

中村雄二郎

デザインニュース

﹂
の哲学
﹁ A-POC
│二一世紀型デザインのポイエシスが見えてきた

川崎和男 2001︑
2002︑
2003 年度
グッドデザイン賞審査委員長

平野拓夫

中村雄二郎 ┼青木史郎

クロワッサン

デザイン事典

デザインニュース
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253

二〇〇〇年一〇月三〇日

二〇〇三年

日刊工業新聞社

学習研究社

マガジンハウス

二〇〇五年四月

二〇〇五年三月

二〇〇四年一〇月一一日

二〇〇四年一〇月

二〇〇四年五月

二〇〇六年一〇月二七日

二〇〇六年六月

二〇〇六年四月

二〇〇六年

美術出版社

日本経済新聞社

Vol.14 No.1 日本デザイン学会

文藝春秋社

財団法人日本産業デザイン振興会 二〇〇四年一月

朝倉書店

財団法人日本産業デザイン振興会 二〇〇一年三月

朝日新聞社

財団法人日本産業デザイン振興会 一九九八年一二月
デザインニュース
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一九九九年一月
日経 BP 社
年 月号
NIKKEI DESIGN 1999
一九九九年
日本デザイン学会
デザイン学研究特集号
Vol.6
No.4
財団法人日本産業デザイン振興会 一九九九年三月

GOOD DESIGN 1997-1998

一九九六年一〇月一五日

GOOD DESIGN 1994-1995

川崎和男︑山中俊治︑益田文和

朝日新聞社

村野啓一郎︑芦原太郎︑大西 隆︑團 紀彦︑中西元男︑
西澤 健

不易と流行の間で│デザインに見るこの四〇年

中西元男 1998 年度グッドデザイン賞総合審査委員長

東京新聞

デザイン領域の拡大

Gマーク
﹁テーマ三賞﹂
の課題

朝日新聞

和爾祥隆 東京造形大学教授
┼財団法人日本産業デザイン振興会

人間の時代とグッドデザイン│ Gマークの目指すところ

青木史郎

東京新聞

Gマーク四〇年史

論争が示すもの│ マークは復権できるか
iMac
Gマークの審査は新しい評価尺度の発見

ラルフ・ヴィーグマン︑
フリッツ・フレンクラー︑芦原太郎︑
佐藤 卓︑益田文和

Gマーク選定四〇年︑問われる存在意義

シンポジウム抄録 │グローバル・スタンダードと
ローカル・アイデンティティ

﹁グッドデザイン賞﹂
の制度

森山明子 2003 年度グッドデザイン賞審査副委員長

Get Navi
日刊工業新聞

朝日新聞

祝祭のあとに⁝⁝
│論証としての何がグッドデザインであるか

喜多俊之 2004 年度グッドデザイン賞審査委員長

人間初の
﹁Gマーク﹂│ 産業デザインの変化映す

生活を楽しむ心が︑
Gマークの日用品に生きている︒

日刊工業新聞社説

1

GOOD DESIGN 2003-2004

Gマーク│知財戦略の一環で見直しを

二〇〇四年版グッドデザインの定義とは？

INTERNI
日本経済新聞

Italia Oggi

デザイン学研究特集号

TITLe マーク特集号

ニッポン・プロダクト

筑波大学教授

青木史郎

蓮見 孝

︵マルコ・カピサーニ︶
Marco A. Capisani
︵マッテオ・ヴェロチェローニ︶
Matteo Velocelloni
平野拓夫

G

企業と生活者を育てたインダストリアルデザイン
これもグッドデザイン？
教育テレビ
﹁にほんごであそぼ﹂
にグッドデザイン大賞！
カーデザインの審査と評価
Design, arrivano i giapponesi
︵デザインが日本からやってきた︶
︵ マークの五〇年︶
I 50 anni del G-mark
独創デザイン 長寿の秘訣
│ Gマーク創設半世紀︑
オリジナルの大切さ浸透

Gマーク大全
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11

11

は本書収録）

二〇〇七年一〇月

初出年月日

─

発行

二〇〇八年四月

初出（新聞・雑誌・書籍名）

宣伝会議

川崎市市民ミュージアム

執筆者

みんなのデザイン グッドデザインと私たちの生活︒

13

変革と戦略

内藤 廣 2007 2009 年度
グッドデザイン賞審査委員長

財団法人日本産業デザイン振興会 二〇〇九年三月
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月号

二〇一一年九月

財団法人日本産業デザイン振興会 二〇一一年三月

新建築社
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年

株式会社カーグラフィック

二〇一四年一〇月

二〇一四年一月
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日刊自動車新聞社

二〇一六年一〇月一五日

公益財団法人日本デザイン振興会 二〇一六年三月

公益財団法人日本デザイン振興会 二〇一五年三月

東京大学出版会

公益財団法人日本デザイン振興会 二〇一三年三月

ふたつの時代﹇
﹈ 日本デザイン団体協議会︵
ジャパン デザイン ミュージアム構想

日刊自動車新聞

二〇一〇年七月

財団法人日本産業デザイン振興会 二〇一〇年三月

N
G
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/
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東北芸術工科大学名誉学長

深澤直人 2010 2014 年度
グッドデザイン賞審査委員長

N
G
I
S
E
D
D
O
O
G
/
N
G
I
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D
N
A
P
A
J

松本哲夫

内藤 廣 2007 2009 年度
グッドデザイン賞審査委員長

戦後デザイン事始

深澤直人 2010 2014 年度
グッドデザイン賞審査委員長

深澤直人 2010 2014 年度
グッドデザイン賞審査委員長
森口将之

変化する社会とデザイン

青木史郎

デザインの潮目の変化
│﹁かけがえのない試み﹂
に見出す希望の芽

インダストリアルデザイン講義

グッドデザインとカーデザインの狭間

グッドデザイン賞の概念

グッドデザイン賞 ﹁社会をよくするデザイン﹂
の推進・啓蒙
杉山 衛︑西院みやこ
ロング・ライフ・デザイン つくり続ける・使い続けるデザインのよさ

豊かさを定義する場としてのグッドデザイン賞

グッドデザイン運動

まだ見ぬ二一世紀デザインを待ちながら

3

永井一史 2015 2017 年度
グッドデザイン賞審査委員長
柴田文江 2015 2017 年度
グッドデザイン賞審査副委員長
大井 篤

7

‑

12

‑

12
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Gマーク制度・主要文献集成

Gマーク制度・主要文献
（

12
13

グッドデザイン・ストーリー
私が選ぶのは︑
いつもグッドデザイン！

番号 再録 初出記事名

54
59

1

背後にある
〝ストーリー〟
が重要な要素

1

55

53 52
57 56
62 61 60

58
63
64

‑

1956
1957

デザイン行政
Gマーク制度
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Gマーク制度年表

デザイン振興、日本産業デザイン振興会、日本デザイン振興会
社会およびデザイン界

氏が委員長となり︑当時のデザイン界︑建築界︑業界等を代表す

る四三人によって審査委員会を構成︒選定対象は特に限定せず︑

審査委員等からの推薦方式により審査を実施し︑初年度は四七点

一九五六（昭和三一）年
特許庁に﹁意匠奨励審議会﹂発足

は︑グッドデザインであることの証として︑所定の証紙を貼り販

売することが認められた︒この証紙のデザイン︵Ｇマーク︶は︑

の﹁グッド・デザイン商品﹂を選定している︒選定された商品に

デザイン運動が始まる︒特にその中核となった﹁国際デザインコ

亀倉雄策氏によるもの︒この証紙の発行とＧマーク使用の管理業

よって︑デザインの重要性を市民等に啓蒙する運動︑即ちグッド
ミッティー︵一九五三年発足︑後に日本デザインコミッティーに

＊選定数 四七点

務は︑日本商工会議所が担当した︒

ョン︵一九五五年グッド・デザインコーナーに改称︶を開始し︑現

として国内外で注目される︒また﹁グッドデザインとＧマーク﹂

屋︶
﹂を開催︒日本のイミテーション問題にメスを入れた展示会

・通商産業省デザイン課は﹁デザインを護る展示会︵日本橋・白木

法人日本産業デザイン振興会へ移管される︶
︒

ハウス﹂の設立など振興政策が進む︵その後︑業務の大半は財団

策﹂を提言︒この提言に基づき︑J ETRO﹁ジャパンデザイン

・通商産業省意匠奨励審議会︑
﹁わが国デザインの問題点とその対

に体系的に取り組むこととなった︒

輸出振興という視点から︑地場産業︑中小企業へのデザイン振興

許庁から引き継がれた︒また日本貿易振興会もデザイン課を設置︒

審議会﹂と改称︶
︑同時にグッドデザイン商品の選定業務も︑特

匠奨励審議会も同課へと移管され︵一九五九年に﹁デザイン奨励

カタカナの名前を持つ課であった︒デザイン課の設置に伴い︑意

貿易局の中に﹁デザイン課﹂を新設する︒中央官庁として初めて

・通商産業省は︑デザイン行政を総合的︑統括的に展開するため︑

通商産業省︑
﹁デザイン課﹂設置

一九五八（昭和三三）年

本インダストリアルデザイナー協会がこれに加盟

国際インダストリアルデザイン団体協議会︵ICSID︶設立︑日

ドデザイン商品﹂の選定が開始された︒分科会長である坂倉準三

デザイン専門分科会﹂が設置される︒この分科会において﹁グッ

てデザインの選定を行うことが検討され︑同審議会内に﹁グッド

・意匠奨励審議会において︑具体的なデザイン振興政策の一つとし

﹁グッド・デザイン商品選定制度﹂発足

一九五七（昭和三二）年

許庁に﹁意匠奨励審議会﹂が設置された︒

が大きな関心事となり︑
その振興活動を体系的に検討するため︑
特

・輸出の拡大とともに︑通商産業省の行政の中でデザインの必要性

度が高く︑デザイナーの登竜門となった︒

︵一九五五年創設︑一九七六年﹁毎日デザイン賞﹂に改称︶は注目

九五二年創設︑通称﹁毎日コンペ﹂
︶や﹁毎日産業デザイン賞﹂

た︒
特に毎日新聞社が創設した新日本工業デザインコンクール
︵一

・欧米のデザイン活動の刺激を受け︑コンペやアワードも創設され

った︒

進を目指したデザイン振興活動が全国各地で実施されるようにな

本貿易振興会などによって︑地場産業製品や軽工業製品の輸出促

・一方︑戦後の復興を促すべく︑通商産業省︑産業工芸試験所︑日

在もなお積極的に活動を続けている︒

改称︶
﹂は同年︑銀座松屋を拠点としてグッド・デザインセレクシ

・一九五〇年代には︑先駆的なデザイナー︑建築家︑評論家などに

1958

展︵銀座・松屋︶なども開催され︑Ｇマーク制度の普及活動も軌

デザイン商品︵Ｇマーク商品︶選定要領﹂を同省の通達として成

見られるようになった︒これを受け通商産業省では︑
﹁グッド・

文化︒この要領は同年から一九六五年にかけて順次整備されてい

道に乗り始める︒
日本貿易振興会︵J ETRO︶設立︑同会内に﹁デザイン課﹂設置

く︒

対象とする︶と︑
︵二︶選定基準の明確化︵材料適性︑用途・機

・この段階で︑
︵一︶選定対象の整理︵工業的に生産された商品を

能の満足︑美的感覚の満足︑独創性︑量産適性・合理的価格︶が

行われた︒また審査の権限についても︑デザイン奨励審議会から

ることとなった︵一九九七年まで︑ほぼこの要領に沿った運用が

通商産業省の委嘱する審査委員によって構成される委員会へと移

意匠奨励審議会を﹁デザイン奨励審議会﹂に改称

で毎年開催されるようになり︑一九七二年以降は﹁日本グッドデ

催で﹁日本輸出デザイン展﹂を開始︒この展示会は全国主要都市

・この改革と並び︑通商産業省︑東京都︑デザイン振興団体との共

て五部門編成となった︒

﹁繊維部門﹂が︑さらに一九六六年には﹁陶磁器部門﹂が独立し

審査部門も一九六五年には﹁家具﹂
﹁雑貨﹂
﹁機器﹂部門に加え

︵六三年度は申請が一二三一点︑そのうち一一七点を選定︶
︒また

改正によって︑応募・選定数ともに大幅な進展を見ることとなる

Ｇマーク制度の自主的・弾力的性格を維持する基盤となり︑この

へと変更された︒企業等の任意による申請形式へ変更したことが︑

景に︑一九六三年からは︑それまでの推薦方式に代わり一般公募

・Ｇマーク制度についての一般の認知がある程度高まったことを背

グッド・デザイン商品選定制度︑公募形式を採用

一九六三（昭和三八）年

NHK 総合テレビ全国放送開始

＊選定数 三三点

﹁家庭用品品質表示法﹂施行

一九六二
（昭和三七）年

＊選定数 六〇点

継続されている︶
︒

振興センター︶設立

日本機械デザインセンター︑日本輸出雑貨センター︵現・生活用品

﹁輸出品デザイン法﹂制定

一九五九（昭和三四）年

＊選定数 七点

日本インダストリアルデザイナー協会が G マーク制度に反対を表明

﹁グッドデザインと G マーク﹂展︵銀座・松屋︶開催

1962
1963

グッド・デザイン商品選定制度︑業界団体経由による勧誘方式導入
＊選定数 一二点

一九六〇（昭和三五）年
日本貿易振興会が﹁ジャパンデザインハウス﹂
︑
﹁大阪デザインハウ
ス﹂
︵現・大阪デザインセンター︶開館
＊選定数 九点
世界デザイン会議︵WoDeCo︶
︑東京で開催
日本パッケージデザイン協会︵J PDA︶
︑クラフトセンタージャ
パン︵日本橋・丸善︶設立

一九六一
（昭和三六）年
通商産業省デザイン奨励審議会︑
﹁わが国デザインの振興策につい
て﹂を答申
機関の設立を提言︒この提言に基づき︑一九六九年に財団法人日

・デザイン奨励審議会は︑この答申の中で︑デザイン振興の中核的
本産業デザイン振興会が設立されることになる︒
通商産業省︑
﹁グッド・デザイン商品選定制度﹂を成文化
・グッドデザイン商品の選定は︑発足以来五年を経て一定の定着が

Gマーク大全
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1959
1960
1961

品質基準の導入は︑Ｇマーク商品全体の品質向上に寄与したが︑

その基準が主として材料組成や品質性能に限定されていたため︑

我が国の商品全体の品質が向上した八〇年代後半には︑終了する

こととなる︒

＊選定数 三七四点

一九六八（昭和四三）年

日本商工会議所が G マーク認知度調査を実施︑認知率六四％︵東

京・広島地区︑六七八世帯︶

＊選定数 三七七点

公害問題に注目が集まる

一九六九（昭和四四）年

財団法人日本産業デザイン振興会︵J IDPO︶設立

・当時︑我が国のデザイン振興活動は︑通商産業省︑日本貿易振

興会︑産業工芸試験所︵一九六九年﹁製品科学研究所﹂と改称︶
︑

都道府県の試験研究機関等により︑それぞれ独自の視点から実施

されていたため︑これらを総合的に調整し実施しうる﹁デザイン

振興の中核的機関﹂の設立が期待されていた︒一九六九年︑我が

ザイン振興会が設立される︒会長には足立正日本商工会議所会頭︑

国唯一の総合的デザイン振興機関として︑財団法人日本産業デ

理事長には長村貞一元特許庁長官が就任した︒

＊選定数 三七三点

東名高速道開通

﹁アポロ 号﹂人類初の月面着陸

一九七〇（昭和四五）年

日本商工会議所が行っていたＧマーク使用管理業務を日本産業デザ

イン振興会に移管

＊選定数 三二六点

日本万国博覧会︵大阪︶EXPO 開催
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ザイン展﹂と名称を変更して一九八六年まで継続された︒
＊選定数 一一七点

一九六四（昭和三九）年
﹃グッドデザイン総集﹄
︵通商産業省︶刊行
＊選定数 一五二点
東京オリンピック開催
日本ジュエリーデザイナー協会︵J J DA︶設立
第一回世界クラフト会議︵WCC︶開催

一九六五（昭和四〇）年
グッド・デザイン商品選定制度︑
﹁繊維部門﹂新設
＊選定数 一七五点
サインデザイナー協会︵SDA︑現・日本サインデザイン協会︶設
立
﹁3C﹂
︵カー︑クーラー︑カラーテレビ︶ブーム起こる

一九六六（昭和四一）年
通商産業省が検査課とデザイン課を統合して﹁検査デザイン課﹂に
改組
＊選定数 三七六点
日本デザイン団体協議会結成︵日本インダストリアルデザイナー協
会︑日本インテリアデザイナー協会︑日本デザイナー・クラフトマ
ン協会︶
人口一億人突破

一九六七（昭和四二）年
グッド・デザイン商品選定制度︑品質検査を開始
質検査基準を順次整備するとともに︑具体的な検査を開始︒この

́70

・商品についての消費者意識の向上を背景に︑主要商品群ごとに品

11

1968
1969
1970

1964
1965
1966
1967

一九七一
（昭和四六）年
日本産業デザイン振興会が ICSID に加盟
＊選定数 四七四点

一九七二
（昭和四七）年
デザイン奨励審議会︑
﹁1970 年代のデザイン政策のあり方﹂を
開発指導事業﹂などを開始

中間答申︒この答申に基づき︑一九七五年から﹁地方産業デザイン
・通商産業省は︑一九六九年﹁新通商政策の基本的方向﹂を発表︒
生産第一主義︑輸出重点主義から国民生活の質的充実へと︑政策
の転換を図る︒一九七二年に開催されたデザイン奨励審議会答申
も︑こうした政策転換を反映したものとなり︑この答申を受け︑
Ｇマーク制度も﹁国民生活の質的向上と産業の知識集約化への貢
献﹂をその主要目的として掲げることになる︒
日本貿易振興会が実施していたデザイン振興業務が日本産業デザイ
ン振興会に移管され︑Ｇマーク使用管理業務移管と併せ同振興会は
総合的な振興機関としての体制を整えていく︒
＊選定数 四二二点
日本列島改造論が話題となる
ローマクラブ﹁成長の限界﹂発表

第一次石油危機で物価高騰

一九七四（昭和四九）年

興会に委託

通商産業省︑グッド・デザイン商品選定業務を日本産業デザイン振

・Ｇマーク選定は﹁輸出デザイン法﹂
︵一九五九年制定︶の実施機

関である日本機械デザインセンター等の連合的組織により運営さ

興会にその業務を一括して委託︒同振興会は一九九七年まで委託

れていたが︑この年︑通商産業省は財団法人日本産業デザイン振

機関として運営を担当することとなる︒

ただしテスト数量が少なかったこと︑またテスト結果が良好であ

・一部の選定商品についてモニターによる﹁試買テスト﹂を実施︒

ったことから︑このテストは数年で終了する︒

＊選定数 三〇七点

一九七五（昭和五〇）年

﹄創刊
日本産業デザイン振興会﹃ Design News
日本産業デザイン振興会︑地方産業デザイン開発推進事業開始

＊選定数 二三三点

沖縄国際海洋博覧会開催

一九七六（昭和五一）年

産業構造審議会生活用品部会﹁ 年代の生活用品産業のビジョン﹂
発表

・Ｇマーク制度創設二〇年記念事業の一つとして︑
﹁特別賞﹂の授

グッド・デザイン商品選定制度︑創設二〇年

一九七七（昭和五二）年

＊選定数 三六〇点

行政管理庁が日本標準産業分類に﹁デザイン業﹂新設

50

1974
1975
1976
1977

一九七三（昭和四八）年
デザインイヤー実施

流の促進が提言された︒これを受けて︑一九七三年を﹁ デザイ

・前年のデザイン奨励審議会答申では︑デザインを通じての交際交

トリアルデザイン会議﹂
︵京都︶開催を核に︑
﹁日本人の生活とデ

団体協議会︵ICSID︶総会﹂
︵東京︶および﹁世界インダス

ンイヤー﹂と位置づけ︑
﹁第八回国際インダストリアルデザイン

́73

ザイン展﹂
︵全国七都市︶
︑
﹁世界サイクルデザインコンペ﹂など
の全国的なキャンペーン活動が展開された︒
＊選定数 三二九点
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度創設以降五年間に選定されたもので同年においても製造・販売

ター／株式会社三喜製作所︶
︑他に﹁貿易局長賞﹂七点︑また制

オ／ソニー株式会社︶
︑
﹁中小企業庁長官賞﹂一点︵ペーパーカッ

与を行う︒
﹁通商産業大臣賞︵最優秀賞︶
﹂一点︵コンパクトラジ

これらの﹁賞﹂の採用により︑コンクール的な要素が付加され︑

ばれる﹁ロングライフデザイン賞﹂の三つの特別賞が創設された︒

選定後一五年以上を経てなお製造販売されている商品を対象に選

ン大賞﹂と﹁部門別大賞﹂
︵いずれも通商産業大臣名義︶
︑および

式に採用︒その年の選定商品の中から選ばれる﹁グッド・デザイ

以後 G マーク制度は﹁選定 ┼賞﹂という二重の構造を持つことと

されているものを対象とした﹁ロングライフ賞﹂
︵五点︶が選ば
れた︒この試みは産業界への啓発効果が高かったため︑一九八〇

＊選定数 六五〇点

＊大賞 ﹁オリンパス

一九八二
（昭和五七）年

＊選定数 八五四点

＊総合審査委員長 知久 篤

る

グッド・デザイン商品選定制度の対象部門が七部門から八部門にな

一九八三（昭和五八）年

︵日本ビクター︶
＊大賞 ﹁ビクター シティジャック﹂

＊選定数 八七七点

＊総合審査委員長 森本真佐男

展﹂
︵東京・大丸︶開催

グッド・デザイン商品選定制度二五年記念﹁日本グッドデザイン

﹂
︵オリンパス光学工業︶
XA-2

＊総合審査委員長 清家 清

営者層で九一％

︶設立
国際デザイン交流協会︵ Japan Design Foundation
日本産業デザイン振興会による G マーク意識度調査で︑重視度は経

一九八一
（昭和五六）年

＊大賞 ﹁レコードプレーヤー

＊選定数 五三六点

＊総合審査委員長 平野拓夫

なる︒

ーク展﹂を全国七都市で開催するなどのＰＲ活動も展開される︒

・同時に︑消費者等への啓蒙を図るため︑
﹁創設二〇周年記念Ｇマ
＊選定数 三三二点

一九七八（昭和五三）年
デザイン奨励審議会を﹁輸出検査及びデザイン奨励審議会﹂に改組
G マーク消費者認識度調査を実施︑認知率六六％︵東京地区︑三七
六世帯︶
＊選定数 三九六点
日本グラフィックデザイナー協会︵J AGDA︶設立

一九七九（昭和五四）年
通商産業省輸出検査及びデザイン奨励審議会︑
﹁今後のデザイン振
興政策について﹂を中間答申︒
＊選定数 三九〇点

一九八〇（昭和五五）年
グッド・デザイン商品選定制度は通商産業大臣名の選定となり︑
・一九八〇年には二つの大きな改革が行われた︒選定主体︵名義︶

﹁大賞﹂等の特別賞を創設
を従来の貿易局長から通商産業大臣名へと格上げしたことはＧマ
ークの目的が貿易振興だけにあるのではなく︑産業政策全体を包
である︒同時に︑
﹁二〇年記念﹂の段階で試行された特別賞を正

括的に踏まえたものであることを明確に表すことを意図したもの

﹂
︵松下電器産業︶
SL-10

年から正式に﹁賞﹂の導入が図られることとなる︒

1981
1982
1983

1978
1979
1980
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1984

﹂
︵キヤノン︶
＊大賞 ﹁キヤノン T-50
東京ディズニーランド開園
テレビゲーム︑ファミコン発売

︵四︶審査委員人材の強化

を中心に構成されていた審査委員を拡大し︑建築家︑グラフィッ

・審査対象の拡大に伴い︑それまでインダストリアルデザイン分野

クデザイナー︑工学分野の専門家等にも参加を求めた︒これによ

りＧマークの審査委員会は全てのデザイン領域を代表する人材に

﹂
︵本田技研工業︶
25i

よって構成されることとなった︒

＊総合審査委員長 豊口 協

一九八四（昭和五九）年
グッド・デザイン商品選定対象の領域拡大など制度を改革

＊選定数 一三四一点

＊選定数 一三九〇点

＊総合審査委員長 泉 眞也

年の段階で﹁テーマ三賞﹂として再編されることとなる︒

賞﹂
︵一九九〇年︶などが追加され︑これらの特別賞は一九九七

して設けられたもの︒以後﹁グッドデザイン・インターフェース

題へのデザインの取り組みを促進することを意図した特別賞と

ド・デザイン大賞︑部門別大賞などとは性格が異なり︑社会的課

・
﹁グッド・デザイン福祉商品賞﹂
︵通商産業大臣名義︶は︑グッ

を創設

グッド・デザイン商品選定制度︑
﹁グッド・デザイン福祉商品賞﹂

一九八五（昭和六〇）年

＊大賞 ﹁ホンダシビック

・デザインに対する社会全体の認識の向上︑ニーズの拡大を受けて︑
一九八四年には以下のような制度の大幅な見直しが行われた︒
︵一︶対象領域の大幅な拡大
・Ｇマークの選定対象は︑創設当初の日用雑貨︑軽工業品︑光学機
対象領域を順次拡げていった︒しかし八〇年代以降に急速に進ん

器に始まり︑家具︑繊維製品︑陶磁器︑家電︑住宅設備機器等と
だデザインニーズの増大を背景に︑産業全体へのデザイン導入の
促進を図るため︑産業財︑公共財を含む﹁全ての工業製品﹂を対
象とすることとした︒またこれに伴い︑部門数を一三に拡大︒部
門名称も﹁キッチン・食卓・家事部門﹂
﹁オフィス・店舗部門﹂
﹁教育用品部門﹂
﹁輸送機器部門﹂など︑生活領域に即したものに
変更した︒
ン賞﹂を追加

︵二︶
﹁外国商品グッド・デザイン賞﹂
︑
﹁中小企業グッド・デザイ
・それまでもブラウン︵西ドイツ︶
︑フィリップス︵オランダ︶な

α

モニター﹂
︵松下電器産業︶
＊大賞 ﹁
-Tube
科学万博つくば 開催

及ぶ改革によって︑
﹁全ての工業製品を対象とする︑総合的なデ

・Ｇマーク制度は︑一九八〇年︑一九八四年︑一九八五年と三度に

た︒

会︑デザインの新しい役割等を討論するシンポジウム等を開催し

・創設三〇年にあたり︑それまでの選定商品の歩みを総括する展示

グッド・デザイン商品選定制度︑制度創設三〇年を迎える

一九八六（昭和六一）年

電電公社が民営化され NTT となる

́85

ど一部の外国商品は選定されていたが︑当時の政策課題であった
輸入振興を反映し︑海外からの応募を促進することとし︑その中
で特に優れたものに対して﹁外国商品グッド・デザイン賞﹂
︵通
商産業大臣名義︶を授与することとした︒
ン導入促進を意図したもので︑現在も﹁グッドデザイン中小企業

・
﹁中小企業グッド・デザイン賞﹂は︑文字通り中小企業のデザイ
庁長官特別賞﹂として継続されている︒
︵三︶
﹁消費生活アドバイザー﹂による推薦の導入
・消費者の声をＧマーク制度に反映させるため︑企業からの応募と
併せ︑全国で数千人に及ぶ消費生活アドバイザー︵通商産業省が
推進する資格︶に依頼し︑優れた商品の推薦を受けることとした︒
この推薦は︑一九九七年まで実施された︒
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1985
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一九八九（平成元）年

デザインイヤー開催

ID︶総会・大会を誘致して﹁世界デザイン会議 ICSID

・名古屋市は︑国際インダストリアルデザイン団体協議会︵ICS

め四〇一件︒この相乗効果によって︑国民各層のデザインへの理

ー・フォーラムの事務局となり︑事業企画支援︑事業間の連携︑

解が推進された︒また日本産業デザイン振興会はデザインイヤ

PR 活動等を担当した︒

﹂
︵ソニー︶
TR55

Ｇマークはデザインイヤーに﹁全国巡回展﹂
︵二一都市での開催︶
をもって参加

＊審査委員長 佐野 寛

＊選定数 一一四六点

＊大賞 ﹁ハンディカム

一九九〇（平成二）年

通商産業省が一〇月一日を﹁デザインの日﹂と制定︑
﹁デザイン功

労者表彰﹂を開始

・
﹁ デザインイヤー﹂の成果を踏まえ︑通商産業省は一〇月一日

を﹁デザインの日﹂に制定︒この日を中心にデザイン関係の催事

等を集中させることで︑デザインの PR 効果を高める活動を開始
する︒

﹁デザイン功労者表彰﹂を開始︒第一回の受賞者は亀倉雄策︑佐

・また同省は︑デザインの振興に貢献したデザイナー等を表彰する

治敬三︑豊口克平︑長村貞一の四氏︵この表彰は一九九九年まで
継続︶
︒

この年︑グッド・デザイン商品選定制度は︑ デザインイヤーの効
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ザイン評価・推奨制度﹂へと発展する︒こうした改革は産業界︑
1989
1990

デザイン界から支持され︑応募件数︑その社数ともそれまでのほ
ぼ二倍の規模へと拡大した︒こうした発展と支持を背景に︑現在
の﹁グッドデザイン賞﹂の骨格が形成されていく︒
＊総合審査委員長 平野拓夫

京都﹂開催年と同様︑この年も﹁デザイ

て﹁世界デザイン博覧会﹂を開催︒
﹁世界インダストリアルデザ

名古屋﹂を開催︑これを核に同市は市制一〇〇周年記念事業とし

́89

・
﹁ デザインイヤー﹂への参加事業は︑世界デザイン博覧会を初

ンイヤー﹂キャンペーンが企画された︒

イン会議 ICSID

́73

＊選定数 一〇六三点
シリーズ﹂
︵稲葉製作所︶
＊大賞 ﹁ Trygon

一九八七（昭和六二）年
通商産業省貿易局検査デザイン課を﹁検査デザイン行政室﹂に改称
グッド・デザイン商品選定制度がシリーズ商品等の一括申請受付開
始︑品質検査方法変更
＊総合審査委員長 手錢正道
＊選定数 一〇二五点
﹂
︵リコー︶
＊大賞 ﹁ RICOH OHP 313R
国鉄分割民営化

一九八八（昭和六三）年
輸出検査及びデザイン奨励審議会︑
﹁一九九〇年代のデザイン政策
のあり方﹂中間答申
・この中で︑八九年を﹁デザインイヤー﹂とすることを提唱︒これ
を受け推進母体として自治体首長︑企業経営者︑デザイナー︑有
識者等からなる﹁デザインイヤー・フォーラム﹂が組織され︑こ
のフォーラムが自治体︑企業︑デザイン団体︑教育機関等に︑デ
ザインの普及啓発を目的とした自主的な事業の実施を呼びかける
というかたちが整えられた︒
＊審査委員長 松本哲夫

́89

果もあって︑申請数三九二七点と申請受付方法改訂後のピークを迎

́89

＊選定点数 一〇〇六点
﹂
︵日産自動車︶
＊大賞 ﹁シルビア Qs
青函トンネル︑瀬戸大橋開通

́89

́89

1987
1988

える︒また一九八〇年のグッド・デザイン大賞創設以来初めて外国
1993
1994

商品が同賞に選ばれ︑以降数年こうした結果が続く
＊審査委員長 森 典彦
＊選定数 一二一五点
システム﹂
︵ネクスト社︶
＊大賞 ﹁ Next MOD

一九九三（平成五）年

通商産業省輸出検査及びデザイン奨励審議会︑
﹁時代の変化に対応

した新しいデザイン政策のあり方﹂を中間答申

ー﹂が設立される︒

﹂
︵日本
710T

︶

・この答申に基づき︑日本産業デザイン振興会に﹁人材開発センタ

＊審査委員長 西澤 健

＊選定数 九〇〇点

＊大賞 ﹁シンクパッド

一九九四（平成六）年

＊大賞 ﹁ボルボ

エステートシリーズ﹂
︵ボルボ社︶
850

＊選定数 九〇六点

＊審査委員長 宮脇 壇

れている︒

る重度障害者雇用企業の本社工場﹁サンアクア TOTO﹂が選ば

TOTO の三者が共同出資し︑第三セクター方式により運営され

調にスタートした︒初年度の施設部門賞には︑福岡県︑北九州市︑

・部門新設の年にもかかわらず一二四件の応募があり︑同部門は順

とも可能と考えられた︒

するものでもある︒このように捉えれば商品と同等に審査するこ

現するものであり︑また社会全体の美的基盤︵インフラ︶を形成

に﹁施設部門﹂が新設された︒産業施設は企業の社会的意識を体

活動をＧマークの対象とすべきとの考え方が浮上し︑一九九四年

・このような意識を背景に︑商品だけでなく企業が生み出す様々な

意識や文化性までもが意識されるように変化していく︒

には︑社会全体の成熟化を背景に︑商品を提供する企業の社会的

プトを追求した商品が求められるようになった︒そして九〇年代

品︶という範囲を超えて︑その商品の生活における役割やコンセ

八〇年代には︑品質が良く外観が整えられた商品︵良くできた商

・
﹁優れたデザイン﹂という概念は︑時代によって変化していく︒

グッド・デザイン商品選定制度に﹁施設部門﹂創設

I
B
M

一九九一
（平成三）年
グッド・デザイン商品選定制度に﹁日本産業デザイン振興会会長賞
│地球にやさしいデザイン賞│﹂が加わる
＊審査委員長 田中 央
＊選定数 一二一九点
﹂
︵バング・アンド・オルフセン社︶
＊大賞 ﹁ Beosystem 2500
バブル経済崩壊

一九九二
（平成四）年
グッド・デザイン商品選定制度︑審査会場の内覧会を開始
・Ｇマークの審査会場には︑約四〇〇〇点もの新製品が分野を超え
て集積される︒デザイン関係者にとって貴重な機会であるため︑
一九九二年から審査終了後︑その会場を関係者に公開することと
した︒
からはこれを一般公開へ︑さらに二〇〇一年からは﹁グッドデザ

・当初は︑応募者のみを対象とした内覧会であったが︑一九九八年
イン・プレゼンテーション︵ＧＤＰ︶
﹂へと名称変更し︑デザイ
ナー︑生活者︑メディア︑学生を巻き込んだ﹁我が国最大級のデ
えた二〇〇六年には︑三日間で四万人を超える入場者を迎えるま

ザインフェア﹂とすべく拡大した︒GDP は制度創設五〇年を迎
でに発展する︒
＊審査委員長 黒川雅之
＊選定数 九八二点
＊大賞 ﹁エア・チタニウム﹂
︵リンドバーグ・オプティック社︶
J IDA 創立四〇周年・日本インダストリアルデザイン会議開催
地球環境サミット︵ブラジル・リオデジャネイロ︶開催
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1991
1992

一九九五（平成七）年

デザインを牽引する役割を付加しようとする意図の現われである︒

営に至るまでの市民参加が図られている点が評価されたことに︑
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さらに強化すべく︑テーマ賞の見直しが行われた︒日本の産業と

・テーマ賞は︑一九八五年のグッド・デザイン福祉商品賞に始まり︑

一九九〇年にグッド・デザインインターフェース賞︑グッド・デ

通商産業省︑デザインについての行政を貿易局から産業政策局デザ

ザイン景観賞︵いずれも通商産業大臣名義︶
︑一九九一年には地

賞︶と創設されてきたが︑概念が未整理であったこともあり︑こ

球にやさしいデザイン賞︵財団法人日本産業デザイン振興会会長

イン行政室︵九六年﹁デザイン政策室﹂へ名称変更︶へと移管
＊選定数 八八〇点
＊大賞 ﹁スーパーコンピュータ

れを﹁インタラクションデザイン賞﹂
﹁エコロジーデザイン賞﹂

﹁ユニバーサルデザイン賞﹂の三賞に再編した︒当時は﹁ユニバ

ーサルデザイン﹂という言葉はまだ一般化しておらず︑テーマ賞

が契機となって多くの企業やデザイナーがこの概念に着目し︑使

一九九六（平成八）年
グッド・デザイン商品選定制度︑創設四〇年

施設部門︵現建築・環境デザイン部門︶から初めて大賞が選出

用者に配慮したデザインを意識するきっかけとなった︒

た企業︑団体の表彰と︑その歴史を振り返る﹁時代を創ったグッ

・歴史的な建築物を市民活動の拠点という視点から再生させ︑公共

であり︑またこの制度の当初の目的でもあった産業へのデザイン

使用者や地域との関係性を重視しようとするこの部門の審査の意

＊審査委員長 川上元美

導入の促進は︑その目標を一応達成したかに見受けられ︑申請数
ような役割を与えるべきか︒通商産業省と事業受託者である財団

奨する表彰的制度へと変化していたことを受けたものである︒

以降の審査が実質的に応募対象の優れているポイントを評価し推

から﹁グッドデザイン賞﹂へと変更した︒この名称は︑九〇年代

る︒これに伴い︑名称を﹁グッド・デザイン商品及び施設選定﹂

の制度運営の受託者であった日本産業デザイン振興会へ移管され

・Ｇマーク制度は行政改革の一環として︑通商産業省からそれまで

再出発する

人日本産業デザイン振興会主催の﹁グッドデザイン賞﹂事業として

グッド・デザイン商品及び施設選定制度が﹁民営化﹂され︑財団法

一九九八（平成一〇）年

＊大賞 ﹁金沢市民芸術村﹂
︵金沢市︶

＊選定数 八四二点

・この最後の年にあたり︑デザインが持つ社会全体を牽引する力を

ートすることとなった︒

年から受託者である日本産業デザイン振興会の事業として再スタ

が主催するグッド・デザイン商品及び施設選定制度は終了し︑翌

・行政全体のスリム化を背景に︑一九九七年度をもって通商産業省

年となり︑
﹁テーマ賞﹂を三賞に再編

通商産業省によるグッド・デザイン商品及び施設選定制度︑最後の

一九九七（平成九）年

蔵のある家﹂
︵ミサワホーム︶
＊大賞 ﹁ GENIUS

＊選定数 七七二点

＊審査委員長 松永 真

法人日本産業デザイン振興会は検討を重ねた︒

図が象徴的に現われている︒

から初めて大賞に選出される︒特にそのコンセプトや企画から運

的な施設の新しいあり方を提示した金沢市民芸術村が︑施設部門

ド・デザイン│Ｇマーク 年スーパーコレクション﹂展が全国三

・G マーク制度創設四〇年の記念事業として︑制度の発展に寄与し

﹂
︵日本電気︶
SX-4

＊審査委員長 喜多俊之

1998

も減少傾向にあった︒Ｇマーク制度を存続させるとすれば︑どの

・制度創設四〇年を迎えた九〇年代中頃は︑いわゆるバブル崩壊期

都市︵東京・名古屋・大阪︶で開催された︒

40

1995
1996
1997

︵一︶グッドデザイン賞審議委員会設置

＊審査委員長 中西元男︑審査副委員長 山田節子

＊大賞 ﹁トランジット﹂
︵ブリヂストンサイクル︶

＊受賞数 七一七点

承認を得るため︑有識者やデザイン界のリーダーからなる﹁グッ

・振興会は︑第三者的な視点から制度のあり方やその運用に助言と

長野冬季五輪開催

・制度創設以来の全ての受賞︵通商産業省主催時代は選定︶対象を

Ｇマーク全受賞対象をアーカイブ化して公開

を越えた︒

年度のネット経由の応募は全応募件数の約六割︒翌年からは九割

の普及に伴い︑用紙応募に加えネット経由の応募受付を開始︒初

記入したものを郵送で受け付ける方式であった︒インターネット

・グッドデザイン賞への応募は︑それまで専用の用紙に必要情報を

インターネットによる応募受付を開始

策室﹂へと名称変更︶に移管

デザイン政策チーム︵二〇〇三年﹁デザイン・人間生活システム政

通商産業省︑経済産業省へと組織変更︒デザイン行政を製造産業局

二〇〇〇（平成一二）年

﹂
︵ソニー︶
＊大賞﹁ AIBO

＊受賞数 九四九点

＊審査委員長 中西元男︑審査副委員長 黒川 玲

る技術革新などを対象としている︒

ステムのデザイン︑あるいはテクノロジーとデザインの融合によ

領域のデザイン︑エコロジーシステム︑地域づくりなどの社会シ

モデルの構築︑企業全体のデザインマネージメントなどビジネス

新設部門は︑いわゆる﹁ことのデザイン﹂を中心とし︑ビジネス

ン部門﹂
︵一九九九年のみ部門名称﹁テーマ部門﹂
︶を設置︒この

れるようになった︒こうした動きを促進するため﹁新領域デザイ

様々なデザイン領域の融合と新しいデザイン領域の開拓が求めら

・九〇年代以降顕著になりつつあった社会構造の変質によって︑

グッドデザイン賞に﹁新領域デザイン部門﹂創設

一九九九（平成一一）年

ドデザイン賞審議委員会﹂を設置し︑制度全体の見直しを行うと
ともに︑以降民営化の利点を生かし弾力的な運用を展開していく︒
︵二︶審査基準の大幅改訂
・
﹁選定﹂から﹁賞﹂への変更に伴い︑それまで五項目であった選
定基準を︑
﹁そのデザインが優れたポイント﹂を具体的に説明し
うるものへと大幅に改訂した︒
・新しい審査基準は︑
︵一︶良いデザインであるか︑
︵二︶優れたデ
ザインであるか︑
︵三︶未来を拓くデザインであるか︑の三層から
なり︑商品︑デザイン︑産業︑社会︑生活の各領域の指針を示す
四〇項目から構成されている︒具体的な審査にあたっては︑
︵一︶
を満足し︑かつ︵二︶
︵三︶のいずれかの項目で﹁優れている﹂
と判断されるものを﹁グッドデザイン賞﹂とすることとした︒
︵三︶一次審査の導入
・審査をより厳格に行うため︑書類審査を導入︒これによりグッド
デザイン賞の審査は︑一次審査︵書類審査︶
︑二次審査︵原則と
して現品による審査︶の二段階となった︒
応募対象についてのプレゼンテーション審査︑一部の領域におい

・またこの審査システムの改善と前後し︑現品のみで判断しにくい
て審査委員と応募者とのラウンドテーブルなどを導入︒またプレ
ゼンテーション審査のプロセスの一部を公開するなども開始して
いる︒
中西元男氏︑審査委員長就任︵二〇〇〇年まで︶
・審査委員長の在任期間を複数年とし︑審査会の運営だけでなくグ
ッドデザイン賞全体のディレクター的な機能をも担うこととした︒
・中西委員長は︑
﹁二一世紀は文化が産業経済を牽引する時代﹂と
﹂をスローガンに︑
の視点から︑
﹁ Good Design is Good Business.
デザインを起点とするビジネスの創出を目標として掲げる︒
グッドデザイン賞のイヤーブックの発刊
・毎年の選定対象は応募者に配布する﹃商品集﹄としてまとめられ
ていたが︑これを一般書店等で販売する書籍﹃グッドデザインア
ワード・イヤーブック﹄として発刊することとした︒
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1999
2000

2001

＊大賞 ﹁せんだいメディアテーク﹂
︵仙台市︶

二〇〇二
（平成一四）年

﹁グッドデザイン大賞﹂の選出方法を投票方式に変更

・その年のグッドデザイン賞の中から一点だけ選ばれる﹁グッドデ

ザイン大賞﹂の選出は︑一九八〇年の大賞創設以降一九九八年ま

以降は有識者による公開討論によって決定していた︒これをその

では審査委員の代表による特別賞審査委員会で︑また一九九九年

年の全てのグッドデザイン賞受賞者︑審査委員︑審議委員による

投票で決定する方式へと改めた︒この投票方式採用により︑大賞

は﹁その年のデザインの傾向を象徴する賞﹂との性格をより強め
ていく︒

＊審査委員長 川崎和男︑審査副委員長 森山明子

＊受賞数 九九〇点

＊大賞 ﹁モエレ沼公園﹂
︵札幌市︶

二〇〇三（平成一五）年

経済産業省︑製造産業局長の私的諮問機関として﹁戦略的デザイン

活用研究会﹂を設置︒
﹁競争力強化に向けた の提言﹂をまとめる

グッドデザイン賞﹁アセアンセレクション﹂開始︵二〇〇五年ま
で︶

・国際機関日本アセアンセンターが進めるアセアン各国の対日輸出

プログラムに協力し︑アセアン加盟各国でグッドデザイン賞の審

査を行う︒三年間の限定的活動ではあったが︑九カ国から合計三

五〇件の応募があり一四五件が受賞︒当初の目的である対日輸出

へも貢献した︒各国の期待と反応は高く︑グッドデザイン賞の国

際化の契機となった︒

グッドデザイン・プレゼンテーション︵GDP︶
︑来場者数一万人
を越える

＊審査委員長 川崎和男︑審査副委員長 森山明子

＊受賞数 一〇九七点

＊大賞 ﹁プリウス﹂
︵トヨタ自動車︶
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データベース化し︑ウェブサイトに﹁Ｇマークライブラリー﹂と
して公開︵二〇〇六年段階で三万二千件を超える︶
︒特に二〇〇
三年以降は︑審査委員が記述した﹁受賞理由﹂
︑応募者が記述し
た受賞対象の概要とデザインのポイント︑さらに一般生活者から
のコメントを併記するなど︑公的な制度に求められる情報公開を
一歩進めている︒
新領域デザイン部門から二年連続して大賞が選出
︵ソニー株式会社︶に引
・新領域デザイン部門から︑前年の AIBO
︵株式会社三宅デザイン事務所︶が︑二年連続し
き続き
A-POC
は人間と人工物のあり方を︑また
て大賞に選出された︒ AIBO

した大賞選出の傾向に︑
﹁二一世紀の日本のデザインの進むべき

はものづくりの方法論やそこにおけるデザイナーの先導
A-POC
的な役割をデザインの評価として見いだそうとしたもの︒こう
道﹂を示そうとする審査委員会の姿勢がうかがえる︒
＊審査委員長 中西元男︑審査副委員長 船曳鴻紅
＊受賞数 八九五点
﹂
︵三宅デザイン事務所︶
＊大賞 ﹁ A-POC

二〇〇一
（平成一三）年
グッドデザイン賞に﹁コミュニケーションデザイン部門﹂創設
係性を中心に評価する部門︒いわゆる広告宣伝の表現のみならず︑

・コミュニケーションデザイン部門は︑情報の送り手と受け手の関
ブランドイメージ構築︑企業等の PR︑CSR のデザイン︑ある
いはメディアそのもののデザインを対象とした︒これによりグ
ッドデザイン賞は﹁商品デザイン部門﹂
﹁建築・環境デザイン部
門﹂
﹁コミュニケーションデザイン部門﹂
﹁新領域デザイン部門﹂
の四部門体制となる︒
川崎和男氏︑審査委員長に就任︵二〇〇三年まで︶
・川崎委員長は︑脱産業化社会のデザイン︑二一世紀の社会をリー
ドしうる﹁ものづくりのあり方﹂を提示すること︑デザインの社
会的な効果を拡大させることを重点施策として審査に取り組む︒
＊審査委員長 川崎和男︑審査副委員長 船曳鴻紅
＊受賞数 一二九〇点
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二〇〇四（平成一六）年
喜多俊之氏︑審査委員長に就任︵二〇〇六年まで︶
・喜多委員長は︑
﹁ハイテクノロジーとハイセンスの融合﹂をスロ
点を置き︑グッドデザイン賞全体の国際化を推進︒

ーガンに︑日本のデザインの国際的な役割を再確認することに重
教育テレビの番組が大賞に選出
・NHK 教育テレビ番組﹁ドレミノテレビ﹂
﹁にほんごであそぼ﹂
が審査委員と受賞者による投票の結果︑大賞に選ばれた︒企画段
階から具体的な制作段階まで︑デザイナーが深く関わることによ
って︑質の高い番組が実現されている︒このように番組制作にデ
ザイナーが参画することは︑教育テレビ番組では初めてのこと︒
この選出結果は生活を支える重要な領域にもデザイン未導入分野
があること︑デザインの可能性が大きく広がりつつあることを示
す好例となった︒
＊審査委員長 喜多俊之︑審査副委員長 森山明子
＊受賞数 一二六三点
＊大賞 ﹁ドレミノテレビ﹂
﹁にほんごであそぼ﹂
︵NHK︶

二〇〇五（平成一七）年
商品デザイン部門︑対象の国際化
・Ｇマーク制度は︑制度創設以来国内市場で販売される商品のみを
対象としてきたが︑経済活動全体の国際化が進んだことを背景に︑
販売地域を特定しないこととした︒これにより︑国内企業の海外
市場向け商品︑海外企業の日本市場向けではない商品等も応募対
象となり︑海外︵特に台湾︑韓国等近隣諸国︶からの応募が急増︑
二〇〇六年には応募数全体の一〇％を超えることとなった︒
＊審査委員長 喜多俊之︑審査副委員長 左合ひとみ︑山中俊治
＊受賞数 一一五八点
愛知万博開催

二〇〇六（平成一八）年

Ｇマーク制度︑制度創設五〇年

・Ｇマーク制度は一九五七年の制度創設以来五〇年目を迎えた︒こ

れを機に国際 PR を中心とする記念事業を展開︒喜多委員長のプ

ロデュースによりミラノ・トリエンナーレにおいて︑二〇の企業

の協力のもと﹁ Japan Design
│ Good Design Award 50 Years
│﹂を開催︒ミラノ展および五〇年を迎えたグッドデザイン賞に

ついて︑約二〇カ国︑六〇以上のメディアに記事が掲載されたほ

か︑ミラノ展の展示対象の中から六点が MoMA のデザイン部門

の展示品に選出されるなど︑一定の PR 効果を得た︒

ン・プレゼンテーション︵GDP︶を強化︒入場者は三日間で四

・日本国内では︑二次審査会の会場を公開して行うグッドデザイ

万人を超える︒また︑東京芸術大学︑九州大学等の協力を得て︑

五〇年の歩みを振り返る展示会﹁Ｇマーク五〇年︑時代を創った

金沢・名古屋・福岡︶で開催︒なお本書﹃Ｇマーク大全﹄はこの

デザイナーと一〇〇のデザインの物語﹂展を全国四都市︵東京・

展示会カタログの内容を含み︑新たに編集したものである︒

＊審査委員長 喜多俊之︑審査副委員長 赤池 学︑奥山清行

＊受賞数 一〇三四点

＊大賞 ﹁i︵アイ︶
﹂
︵三菱自動車︶

グッドデザイン賞︑毎日デザイン賞特別賞を受賞

二〇〇七（平成一九）年

財団法人日本産業デザイン振興会が三月︑東京ミッドタウンへ移転

ドタウン﹂へ移転︒これを機に内外の関連機関との連携を軸とし

・日本産業デザイン振興会が︑防衛庁跡地に建設された﹁東京ミッ

た新しいデザインプロモーション活動に着手︒
﹁東京ミッドタウ

ン﹂の開発主体である三井不動産株式会社の支援のもとに︑社団

法人日本グラフィックデザイナー協会︑九州大学大学院芸術工学

研究院と協力し︑内外の情報交流拠点﹁ミッドタウン・デザイン

ハブ﹂を開設︒また海外の有力教育研究機関の協力を得て︑国際

的な産学連携︑高度人材育成を図る﹁インターナショナル・デザ
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︵テルモ︶
＊大賞 ﹁インスリン用注射針 ナノパス ﹂
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と日本の産業やデザイナーとの国際的な連携を促進させ︑新しい

イン・リエゾンセンター﹂を設置した︒これらの活動は︑各機関

倫理︵

魅力︵

創造︵

N
O
I
T
A
V
O
N
N
I

︶未来を切り開く構想力

S
C
I
T
E
H
T
S
E

︶ 豊かな生活文化への想像力

S
C
I
H
T
E

︶ 社会・環境への思考力

﹁身体・生活・産業・移動・社会﹂へと変更︒

・審査カテゴリーの再構築︒それまでのモノ中心的な捉え方から︑

デザインの役割を産みだす機能を担うことを意図している︒
内藤廣氏︑審査委員長に就任

・
﹁ロングライフデザイン賞﹂の再構築︒
﹁商品の寿命を延ばすこ

・グッドデザイン賞は制度創設五一年目を迎えた︒九八年度の制度
民営化以降四代目の委員長に内藤廣氏が就任︒内藤委員長は︑新

と﹂をおもな目的に制度内特別賞として一九八〇年に創設された

改めるとともに︑
﹁デザイナーの感性によって導かれた提案が︑

しい産業形態を創出する役割としてのデザインを再定義していく
・内藤委員長は︑時代転換の﹁踊り場﹂的段階と認識のうえ︑審査

生活者の支持を得て一つの生活様式として結実したもの﹂を評価

が︑
﹁人間中心主義﹂のもと︑使用者・生活者からの推薦方式に

プロセスを通じて﹁現時点におけるデザインとは何か﹂を問うこ

する賞へと再構築︒ヤクルト容器や油性マジックインキなど身近

ことを目標に審査に取り組む︒

と︑
﹁活発な論議と可能な限りの言語化・説明化﹂を審査委員に

な商品を含めた一九点が選ばれた︒

・特別賞︵経済産業大臣賞︶の再編成︒特別賞﹁ユニバーサルデザ

指示︒
・グッドデザイン賞のオブザーバーとして︑国際的なデザイン評論

ザイン賞﹂と﹁ライフスケープデザイン賞﹂に再編︒特に後者は︑

イン賞﹂
﹁インタラクションデザイン賞﹂
﹁エコロジーデザイン

﹁グッドデザイン大賞﹂内閣総理大臣が贈賞者となる

生活者に明日のあるべき時空を想像させることを意図したもので

家のディアン・スージック氏︑キューレターのブルック・ホッジ

＊審査委員長 内藤 廣︑審査副委員長 奥山清行︑森山明子

ある︒
﹁スーパーカブ﹂
﹁宅急便﹂
﹁サイレントバイオリン﹂を選

賞﹂は︑各々の課題が定着したとの観点から︑
﹁サステナブルデ

＊受賞数 一〇四三点

め︑二〇一一年から同賞に統合された︒

ぶ︒なお︑後者はロングライフデザイン賞と概念的に重複するた

氏を招聘︒記念講演を実施︒

・充電型電池を核に︑太陽光を身近に利用するというコンセプトを

ン﹂終了後︑タイ商務省でデザイン賞リニューアルが計画され︑

・二〇〇三年から三年間にわたり展開した﹁アセアンセレクショ

タイ王国﹁デザインエクセレンス賞﹂との連携開始

＊大賞 ﹁エネループ・ユニバース・プロダクツ﹂
︵三洋電機︶
打ち出して周辺分野の製品への拡大を図ったことが評価される︒
新潟県中越沖地震発生

グッドデザイン賞は新賞設立に向けての技術支援をおこなう︒同

内藤委員長を中心に︑グッドデザイン賞の仕組みを改革

賞への誘導などを趣旨とする制度連携へと発展させる︒この連携

の交換派遣︑展示会の交換開催︑受賞デザインのグッドデザイン

省は二〇〇八年に﹁デザインエクセレンス賞﹂を設立︒審査委員

・
﹁グッドデザイン賞そのものも︑拡大一辺倒の高度成長モデルの

により︑一二点の受賞デザインが︑グッドデザイン賞を併せて受

二〇〇八（平成二〇）年

中にいた︒新しい時代に向けて︑デザインを再定義し︑それに相

﹁グッドデザインエキスポ﹂開催

賞する︒
グッドデザイン賞の理念を明文化︒
﹁人間中心主義﹂を掲げ︑近

応しい制度へとモデルチェンジしなければならない﹂として︑

て︑大型展示会への展開を試みる︒

レゼンテーション﹂に︑企業・教育機関などの出展ブースを加え

・これまで二次審査対象の出展で開催してきた﹁グッドデザインプ
Y
T
I
N
A
M
U
H

︶ もの・ことづくりへの創発力
︶ 現代社会への洞察力

﹁

未来のデザインマインドに立った審査をおこなうことを︑五つの
言葉をもって明らかにした︒
本質︵

人間︵

N
O
I
T
A
V
O
N
N
I
‒
8
0
0
2
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﹂展をミラノ・サローネ
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Gマーク制度年表

Y
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S
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N
O
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2009

で開催

澤直人︑益田文和︑山中俊治

＊大賞 ﹁岩見沢複合駅舎﹂
︵ワークヴィジョンズ︑岩見沢レンガプ

＊受賞数 一〇三四点

くの市民が参加し愛着をもって活用している姿勢を評価︒

・鉄道の街として発展してきた記憶を残そうとするデザインと︑多

搭載のスマートフォン発売

N
G
I
S
E
D
D
O
O
G

を組み合わせた新し

＊大賞 ﹁エアマルチプライアー﹂
︵ダイソン︶

＊受賞数 一一一〇点

＊審査委員長 深澤直人︑審査副委員長 佐藤 卓

国との連携の足がかりとなる︒

と協力して大型展示を展開︒この参加が︑以降におけるアジア各

経済産業省︑JETRO︑日本グラフィックデザイナー協会など

インウイーク﹂へ︑アジア初のパートナー国として招聘を受ける︒

・香港デザインセンターの中核事業である大型催事﹁ビジネスデザ

香港 BODW に参加

の体裁などを定める︒

いロゴマーク︑表彰状とトロフィー︑継続性を考慮した受賞年鑑

ことに着手︒Ｇのマークと

のあり方を見直し﹁グッドデザイン賞をグッドデザインにする﹂

・佐藤副委員長を中心に︑グッドデザイン賞のコミュニケーション

であると考えます﹂と述べる︒

のなかの相互の関係をよりよくし︑調和を図っていく術︵すべ︶

な気がします︒デザインは人やものやそれらを含むすべての環境

豊かさを定義する︑あるいは毎年見つめ直していく場であるよう

・二〇一〇年のテーマは﹁豊かさの定義﹂
︒
﹁グッドデザイン賞とは

ごとのテーマを提示した︒これは二〇一四年まで継続される︒

存在が混沌とした迷いの中に埋没してしまう﹂と考え︑その年度

・深澤委員長は﹁審査を束ねる軸がなければ︑グッドデザイン賞の

審査委員長に深澤直人氏︑副委員長に佐藤卓氏が就任

二〇一〇（平成二二）年

エコカー減税︑対応車への補助金制度開始

日本で
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﹂展をミラノ・サローネで

ロジェクト事務局︶

＊審査委員長 内藤 廣︑審査副委員長 安次富隆︑森山明子

2010

＊受賞数 一〇六七点
＊大賞 ﹁iQ﹂
︵トヨタ︶
したダウンサイジングのあり方を︑次世代の都市交通への積極的

・全長三メートル以下でも十分な安全性と快適性を確保︒質を追求
な提案として評価︒
北海道洞爺湖サミット︵第 回主要国首脳会議︶開催
リーマン・ブラザーズ倒産︒世界的金融危機はじまる︒

二〇〇九（平成二一）年
﹁グッドデザイン・フロンティアデザイン賞﹂
︵日本デザイン振興会
会長賞︶新設
・まだ実現されていないものごとに対する評価軸をより明確にする
ことで︑未来に向けた提案型のデザイン活動を支援することが目
的︒
﹁歩行アシスト機﹂
﹁未来のコンテナ船﹂など六点が受賞︒
・同賞の意義を内藤委員長は﹁長い間市場に支持されてきた定番の
デザインに対する﹁グッドデザイン・ロングライフデザイン賞﹂
︑
これからの未来を切り拓く﹁グッドデザイン・フロンティアデザ
イン賞﹂が両翼にあることで︑グッドデザイン賞はデザインを
﹁過去﹂
﹁現在﹂
﹁未来﹂と時間軸に沿って評価できるようになり
ました︒これは今後に向けて大きな意味を持つものと考えていま
す﹂と述べた︒
内藤委員長は︑三年間を振り返り次世代への展望を以下のように
述べる︒
﹁デザインには近未来を先取りする直感力と戦略性が︑こ
れまで以上に求められるようになるはずです︒また生産者と生活者
のマインドを繋ぐものとして︑それらの信頼関係を構築するものと
してデザインを捉える必要がこれまで以上に高まるはずです︒最終
的には︑これらのことをより迅速に達成するために︑デザインを企
業戦略や都市戦略のコアに位置付けることが必要でしょう﹂
︒
﹁

開催
＊審査委員長 内藤 廣︑審査副委員長 安次富隆︑柴田文江︑深

Gマーク大全

295

34

2011

る大胆で斬新な発想が︑エンジニアやデザイナーに刺激を与える

羽根のない送風機で安全・安定性がある︒扇風機の革命ともいえ

・東日本大震災の被災地域でのスムーズな車両移動を支援する情報

＊大賞 ﹁通行実績情報マップ﹂
︵本田技研工業︶

＊受賞数 一一一二点

が﹁

両から収集した走行データを活用した通行実績情報を公開︒三月

一四日からは

e
l
g
o
o
G

自動車通行実績情報マップ﹂と

e
l
g
o
o
G

して公開︒緊急性を要する社会的課題に即座に対応した発想力と

想像力︑ビッグデータ社会を予感させるデータ活用の可能性が評

地上デジタルテレビ放送開始

価された︒

公益財団法人日本デザイン振興会発足︒財団法人日本産業デザイ

東日本大震災発生︵ 月 日︶
︒建築家やデザイナーも︑被災者や

2012

ン振興会は︑公益法人及び公益財団法人の認定に関する法律に基づ

二〇一一
（平成二三）年

システム︒震災翌日の三月一二日より︑自社のカーナビ会員の車

と評価︒
3

第 ・ 世代携帯電話︵ ・9G︶
︵LTE︑4G とも称される︶
9

小惑星探査機﹁はやぶさ﹂帰還

登場

3

ライフスタイル﹂に決別しようとする意識が社会的に高まっていく︒

地域に寄り添おうとする活動を展開︒これを期に﹁消費を謳歌する

﹁目先の欲やかりそめの楽しさだけに振り回されず︑これからの
進むべき道や方向を見据え︑正しいビジョンに沿ってデザインを
描いていきたい﹂との思いを込める︒
グッドデザイン賞に災害復興支援の特例措置を導入
・東北六県及び茨城県からの応募について︑応募と受賞後の諸費用︑
G マーク使用に関する費用を無料とした︒対象地域からの受賞
は二七件︑また受賞対象を中心とする販売支援の﹁復興デザイン
マルシェ﹂を開催︒この特例措置は︑二〇一六年以降は対象を岩
手・宮城・福島の三県としながら継続されている︒
・特別賞審査委員会へのゲスト審査委員の参加を開始︒金賞などを
選ぶ審査会をより多角的な視点からおこなうとともに︑将来的な
審査体制改革のテストケースとするため︑委員長・副委員長︑各
審査ユニットのリーダーに加えて︑前年度に金賞を受賞したデザ
イナーを招聘︒この仕組みは二〇一四年まで継続︒
・グッドデザイン大賞決定への一般投票の導入を開始︒グッドデザ
イン大賞は︑審査委員と受賞者の投票により決定されてきたが︑
受賞展来場者による投票も実施のうえ決定に反映させた︒
・
﹁

t
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﹂として︑東北各県・茨城県の製造業
とクリエイター事業の支援を目的とする︑見本市出展をはじめと
した各種のプロモーションを実施︒
＊審査委員長 深澤直人︑審査副委員長 佐藤 卓

ニットリーダーによって︑明日への提案性が特に高く︑モデルと

・すべての受賞対象の中から︑審査委員長︑副委員長︑各審査ユ

﹁グッドデザイン・ベスト一〇〇﹂の新設

別審査ユニットと特別審査ユニットによる合議を実施した︒

特別審査ユニットを設けた︒二次審査のプロセスにおいて︑領域

えないデザイン﹂の視点を導入することを目的に︑領域横断的な

に偏りがちであったため︑インタラクションと仕組みという﹁見

そのような審査が︑ともすれば﹁見えるデザイン﹂としての視点

に基づき︑製品などの分野ごとにユニットを編成して実施される︒

・グッドデザイン賞の審査は身体・生活・産業・移動・社会の領域

特別審査ユニット体制の導入

退︶を導入した︒

点から︑継続任期制︵委員継続最大三年︶と定年制︵六〇歳引

想や選出プロセスを適切に継承していかなければならないとの観

・グッドデザイン賞は制度の継続性が強く求められ︑審査委員が思

審査委員の継続任期制・定年制を導入

がりで成立する﹁仕組み﹂を審査テーマに提示

﹁使いやすさ﹂と﹁美しさ﹂
︑社会やコミュニティ︑モノと人のつな

二〇一二
（平成二四）年

く法人へ移行︒初代会長に永井一正氏が就任

11

﹁適正﹂を審査テーマに提示

3
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なりうると考えられる対象を一〇〇点選び︑ベスト一〇〇の称号
を贈呈することとした︒グッドデザイン金賞などは︑このベスト
一〇〇を候補にするとともに︑ベスト一〇〇選出デザイナーによ
る公開プレゼンテーションも開始した︒
海外で二次審査会を実施
・日本国外からの応募増加を受けて︑ソウルと台北を会場に︑現地
で審査委員を迎え日本の審査委員と合同のユニットを編成して審
査を実施した︒さらに各地でのプロモーションに関して︑韓国デ
ザイン振興院︑台湾デザインセンターとの相互協力体制を確立し
た︒この海外での審査会は︑のちに香港を追加して継続中である︒
﹁復興デザイン賞﹂の新設
なげる場所と風景をつくりだそうとする﹁ヤタイ広場﹂
︑ものづ

・巨大な震災被害からの復興へ向けた活動支援を目的︑こころをつ
くりを通じて地域の復興をめざす﹁石巻工房﹂など五点が受賞︒
受賞展﹁グッドデザイン・エキシビジョン﹂の開催
ザインエキスポ﹂を開催してきたが︑受賞対象のインパクトと社

・これまで︑受賞決定前に二次審査対象を一般公開する﹁グッドデ
会へのメッセージ性を高めるため︑受賞発表後に全点を紹介する
大型展示会に改めた︒東京ビッグサイトで開催した﹁グッドデザ
インエキシビション二〇一二﹂の入場者は約四万人︒期間中に大
賞への来場者投票︑特別賞の発表やグッドデザイン賞表彰式が実
施された︒
＊審査委員長 深澤直人︑審査副委員長 佐藤 卓
＊受賞数 一一〇八点
＊大賞 ﹁デザインあ﹂
︵日本放送協会︶
・子どもの周りに存在するモノや仕組みや人々の思考などをデザイ
ンの視点から見つめ直し︑ユニークな映像と音楽で表現するテレ
ビ番組︒ものごとを多角的に捉える力や本質を見抜く洞察力︑新
たな価値を生み出す創造力を育む機会を提供するものとして評価︒

二〇一三（平成二五）年

日本デザイン振興会会長に川上元美氏が就任

﹁関係の美︑釣り合いの美︑全体の調和﹂を審査テーマに提示

特別賞の概念整理

・深澤審査委員長︑佐藤審査副委員長からの﹁金賞を審査委員会と

しての最高賞としたい﹂との提言を受け︑贈賞者である経済産業

省の了解を得て︑一般的理解が進んだ特別賞﹁サステナブルデザ

を築くデザインに贈る﹁グッドデザイン・未来づくりデザイン

イン賞﹂を﹁金賞﹂へと合流させた︒併せて︑来るべき社会の礎

賞﹂
︵商務情報政策局長賞︶を新設した︒これらの再編にともな

い︑
﹁ロングライフデザイン賞﹂を日本デザイン振興会会長賞と

し︑グッドデザイン賞の事業体系から独立させて運用することと
した︒

現地審査の拡充

次審査対象が三〇件以上ある企業・地域については︑条件を満た

・応募者の利便性を高め︑地域デザイン活動の促進を図るため︑二

せば国内各地で二次審査会を実施できることとした︒二〇一三年

度は新潟県からの応募対象に関して現地審査を実施した︒国外に

おいては︑香港での現地審査を開始した︒香港と中国からの応募

を対象とするもので︑香港デザインセンターとの相互協力体制の

確立も進めた︒

対話型審査の導入

・応募者と審査委員とのコミュニケーションを円滑にするため︑相

互に対話できる機会を二次審査会に導入した︒この審査手法は︑

応募者と審査委員双方にとって利点を生み︑グッドデザイン賞の

大きな特徴として育っていく︒

﹁グローバルデザイン賞﹂の新設

マップ﹂について︑内

該当しない﹂との見解を得たため︑贈賞者の判断を尊重し︑グッ

閣総理大臣賞の下付申請をおこなうが︑
﹁極めて顕著な功績には

・大賞選出会で最多の票数を得た﹁

e
l
g
o
o
G

アベノミクス︵金融政策・財政政策・成長戦略︶における経済政

ドデザイン大賞を該当なしとするとともに︑
﹁グローバルデザイ

ン二〇一三﹂
︵日本デザイン振興会会長賞︶を新設し贈賞した︒
なお﹁

e
l
g
o
o
G

マップ﹂は︑インターフェイスの優秀さ︑新しい

Gマーク大全
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東京スカイツリーが開業する
策開始

2013

2014

情報システムのプラットフオームの示唆性が評価されている︒
﹁G 展／グッドデザインエキシビション二〇一三﹂を開催
・東京ミッドタウン全館を活用して開催︒佐藤副委員長の指導のも
とに﹁グッドデザイン賞をデザインする ﹂との視点から︑
﹁G

もって休止している︒

た︒なおこの活動は︑一定の成果をみたことから︑二〇一五年を

﹁メコン・デザインセレクションの﹂実施

インド﹁インディアデザインマーク︵
﹁i マーク﹂
︶との連携開始

度の実験的評価を踏まえ︑その可能性が覗われるデザイン二一件

品を対象に︑国際市場への参入を支援する︒二〇一四年は︑前年

の素材と伝承された技術技能を活用して現地の人々が生産する製

カンボジア︑ベトナムのメコン川流域四カ国を対象に展開︒各地

・日本アセアンセンターとの共同事業として︑ミャンマー︑ラオス︑

・タイ王国﹁デザインエクセレンス賞﹂に続き︑インディアデザイ

をグッドデザイン賞に選んだ︒さらに二〇一五年にかけて︑日本

展﹂を通称として継続性と定着を図る︒

法論を提供︒二〇一二年の﹁インディアデザインマーク﹂創設に

ンカウンシルからの要請に基づき︑グッドデザイン賞の思想と方

の若手デザイナーとの共同開発を実施してギフトショーなどでの

シンガポール﹁シンガポールグッドデザイン賞︵SG マーク︶
﹂と

伴い二〇一三年からグッドデザイン賞との連携を開始し︑一点が

の連携開始

訴求をおこなった︒

国際会議︵八月二七日︑芝浦工業大学豊洲キャンパス︶でのグッド

皇太子殿下が︑日本で初開催となった第五回国際デザイン学会連合

・タイ王国︑インドに続き︑シンガポールからの要請で新しいデザ

選ばれた︒

デザイン賞展示会場を視察︒

ンガポールによる﹁シンガポールグッドデザイン賞﹂創設に合わ

イン賞設立を支援︒二〇一四年のデザインビジネスチェンバーシ

長年にわたるグッドデザイン賞事業への貢献や︑デザイン振興へ

せて連携を開始し︑一点がグッドデザイン・ベスト一〇〇にも選

﹁グッドデザイン・フェロー﹂表彰制度を開始
の寄与などの功績が顕著な方を讃えて︑
﹁グッドデザイン・フェ

ばれる︒

・香港政府が主宰するインキュベーション施設 PMQ への出店要

﹁グッドデザインストア﹂香港での活動を開始

ロー﹂称号を贈る制度を開始した︒二〇一三年は永井一正氏︑黒
川玲氏︑福田哲夫氏など一二名に贈呈︒

請を受けて︑グッドデザイン賞で海外初の常設型広報拠点となる

＊審査委員長 深澤直人︑審査副委員長 佐藤 卓
＊受賞数 一二一二点

香港における新たな観光名所として集客力が高く︑対アジアを中

﹁グッドデザインストア﹂を︑現地の商業法人が開設︒PMQ は

心にグッドデザイン賞の訴求効果にも優れ︑その後バンコクへの

富士山が世界文化遺産に登録される

＊大賞 該当なし
2020 年オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定

展開など様々な波及をもたらす︒

社会におけるデザインのあり方も大きく変わったように思います︒

べる︒
﹁この五年間で︑デザインはそれ自体が変化するとともに︑

・深澤審査委員長は︑就任以来の五年間を振り返り以下のように述

する
和食が無形文化遺産に登録される

二〇一四（平成二六）年

・衰退傾向がみられる日本の家具産業の再興を支援するため︑審査

﹁ジャパニーズ・ファニチャーセレクション﹂開始

づけられているのです﹂
︒

する能力を進化させる︑いわば環境の中における媒質として位置

す︒つまりデザインは︑人々が自らを取り巻く全体的な状況を察

されるものを敏感にキャッチできるようにデザインが促していま

のごと同士のお互いの連関性を感じ取りながら︑そこからもたら

︵中略︶人々が個別のものや機能を単体でとらえるのでなく︑も

委員による推薦制度を生かしながら優れた家具デザインを集めて

﹁心地の質﹂を審査テーマに提示

訴求する活動を開始︒その成果を見本市やイベントなどで展示し
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2015

＊審査委員長 深澤直人︑審査副委員長 佐藤 卓

＊審査委員長 永井一史︑審査副委員長 柴田文江

﹁グッドデザインストア・バンコク﹂を開設

2
S
0
5
0
S
V
﹂
︵デンソー︑デンソーウェーブ︶

＊受賞数 一三三七点

＊受賞数 一二五八点
＊大賞 ﹁

L
L
I
H
W

︶

A
l
e
d
o
M
L
L
I
H
W
＊大賞 ﹁

﹂
︵

クリーンルームなど滅菌環境下での作業を想定した産業用垂直多

ティ︒デザインで社会の課題を解決しようというクリエイターの

・誰もが乗ってみたいと感じるまったく新しいパーソナルモビリ

志の高さ︑小さいチームが独自の技術で量産に成功したストー

結果︑未来的な存在感を備えることとなったと評価︒
天野浩・赤崎勇・中村修二が青色 LED でノーベル物理学賞を受

リーが製品に込められ︑人を共感させる力があると評価︒

も信頼されるデザイン賞へと育ったことが理解できる︒

た︒こうした支持の拡大からも︑グッドデザイン賞はアジアで最

が急増︒二〇一六年は全体応募数の約二〇％を占めるまでに至っ

ポールの各デザイン賞との連携によって︑アジア各国からの応募

・韓国︑台湾︑香港での現地審査実施︑タイ王国︑インド︑シンガ

海外からの応募割合が二〇％を越える

﹁グッドデザイン賞からの九の提言﹂を刊行︒

・
﹁フォーカス・イシュー﹂は九の社会的課題を設定して継続︒

を担う﹂と端的に述べている︒

のグッドデザイン賞について︑
﹁明日をファシリテートする役割

ではないかとの見解が導かれた︒柴田文江審査副委員長は︑今日

とで︑新たな創造活動を誘発していく一連の活動﹂と理解すべき

ドになりそうな芽を発見し︑その価値を多くの人々と共有するこ

が検討を重ねてきた結果︑単にグッドを選ぶのではなく︑
﹁グッ

判断することは難しい︒このことについて︑主催者と審査委員会

観が尊重される時代では︑一つの評価尺度をもって﹁グッド﹂と

啓蒙的な側面が強かったが︑生活者の意識が成熟し︑多様な価値

装置としてデザインされている︒制度発足当初は︑知識人による

・グッドデザイン賞は︑よいデザインを選び社会にプロモートする

﹁発見・共有・創造﹂の循環性を強化

二〇一六（平成二八）年

文部科学省の外局としてスポーツ庁が設置される

マイナンバー制度開始

北陸新幹線の開業区間が東京・金沢区間に延伸

賞
消費税が八 % となる

二〇一五（平成二七）年
審査委員長に永井一史氏︑副委員長に柴田文江氏が就任︒
﹁フォーカス・イシュー﹂プロジェクトの開始
・社会的な課題の解決に向けてデザインが重要な役割を担えること
を︑グッドデザイン賞を通じてアピールしていくべきとの永井審
査委員長の方針に基づき︑新たに﹁フォーカス・イシュー﹂プロ
ジェクトを始動︒グッドデザイン賞受賞対象から︑デザインが社
会的課題に具体的に関与している内容を読み解き︑デザインがさ
らに貢献していく可能性を掘り下げ︑その成果をメッセージとし
て発信し︑一つの運動へと発展させていこうとするもの︒二〇一
五年は﹁地域社会・ローカリティ﹂
﹁社会基盤・モビリティ﹂
﹁地
テクチャー﹂など一二の社会的課題を設定した︒それぞれのイ

球環境・エネルギー﹂
﹁ソーシャルキャピタル・オープンアーキ
シューに関する理論的な先導を担うディレクターも︑審査とベス
ト一〇〇や特別賞の選考に加わることで︑グッドデザイン賞の役
割を一層明確にする試みもなされた︒受賞事例を﹁フォーカス・
イシュー﹂の観点で読み解き︑今後の方向性を解説する提言集
﹁グッドデザイン賞からみえてくる一二の未来﹂を刊行︒
・グッドデザイン賞の国内初となる常設型広報拠点を一〇月に東

﹁グッドデザイン丸の内﹂を開設
京・丸の内にオープン︒受賞対象や社会的課題に取り組むデザイ
ン活動を︑展示やトークなどで紹介する活動を常時展開︒開設か
ら一年間の来場者総数は約八万人︒
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Gマーク制度年表

特別賞の再編
・
﹁未来づくりデザイン賞﹂
﹁ものづくりデザイン賞﹂
﹁地域づくり
デザイン賞﹂を︑それぞれ﹁グッドデザイン特別賞︵未来づくり︑
ものづくり︑地域づくり︶
﹂として再編した︒なお︑贈賞者はこ
れまでと共通である︒
﹁そなえるデザイン﹂を提唱
グッドデザインエキシビションの一環として︑近年のグッドデザ
を抽出した展示会を開催︒デザインの社会的な役割を身近なテー

イン賞受賞対象の中から︑災害に備え災害の現場で役立つ商品群
マに即すことで︑わかりやすく伝えようとする試みでもある︒
＊審査委員長 永井一史︑審査副委員長 柴田文江
＊大賞 ﹁オーサグラフ世界地図﹂
︵慶應義塾大学 政策・メディア

＊受賞数 一二二九点
研究科 鳴川研究室︑オーサグラフ︶
大きさや形の歪みをおさえた正確な地球の全体像を示す四角い世
界地図︒審査委員会は︑
﹁大きさと形に歪みがないこと︑世界の
どこもが中心になれること︑時間の流れが表現できることなど︑
オーサグラフで表現された地図を見ると︑世界の見方は多様にあ
るのだと気付かせてくれる﹂と評価︒
北海道新幹線開通︵新青森駅・新函館北斗駅間︶
熊本地震発生
G7 伊勢志摩サミット︵第 回先進国首脳会議︶開催
42

グッドデザイン賞に関わる事業拠点名称とその所在地一覧

グッドデザイン賞関連拠点・施設
公益財団法人日本デザイン振興会
東京都港区赤坂九 七 一 ミッドタウン・タワー五階
−

i
h
c
u
o
n
u
r
a
M
N
G
I
S
E
D
D
O
O
G
︵グッドデザイン丸の内︶

東京都千代田区丸の内三 四 一 新国際ビル一階
−

東京都港区赤坂九 七 一 ミッドタウン・タワー五階

東京ミッドタウン・デザインハブ

−
外部機関による運営拠点

武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジによる共同運営︶

︵公益財団法人日本デザイン振興会︑公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会︑

−
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b
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三階

E
T
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−

東京都千代田区丸の内二 七 二
−

︵運営主体 野原産業株式会社︶
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E
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e
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︵運営主体

︶
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二〇一七年九月一日現在
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