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　中部経済産業局では、デザインを通じた意匠・商標制度の普及を目的に、平成 23から 26年度
までの間、事業者・デザイナー・プロデューサーの 3 者が協働した新商品開発やリ・デザイン開
発を支援してきました。この活動において、「デザイン」がモノづくりの武器となり、参加事業者に
よって開発された商品が市場展開されています。

　「デザイン思考」とは、「デザイン」を狭義の解釈だけで捉えるのではなく、ニーズや問題に対して
「疑問を持つ」「アイデアを探す」「試す」「最終形を出す」「また疑問を持つ」といった、デザイナー的な
感性やアプローチを通じて、問題解決につなげる発想法です。

　中部経済産業局では、産業支援機関の方々が、事業者の方々の新商品開発・新サービス開発に伴
走する際に、また、日頃の中小企業の様々な課題を支援するために、「デザイン思考」を活用できるよ
う、「マネジメント」、「ブランディング」、「マーケティング・プロモーション」の 3つの切り口によ
る講座を平成 27年 11月～ 12月に実施しました。

　今般、その講座の内容を「デザイン思考活用講座解説書」としてとりまとめましたので、事業者の
皆様方の活動の更なる発展、活性化にお役立て頂ければ幸いです。

中部経済産業局

メッセージ
・本書では、デザイナーの思考プロセスや目線を細分化し分かりやすくするため、「デザイン思考のステッ
プ」と「デザイン能力」に分け、デザイナー以外の方に広くご活用いただけるように解説しました。
　・「デザイン思考のステップ」：当初の依頼内容や目的から飛躍的な成果へつながる部分は、ご自身の
　　ことに置き換えて考えて頂くことで、自社への活用がより期待できます。
　・「デザイン能力」：広く深くとらえて問題解決に当たるデザイナーの姿勢について、5つに区切り、
　　デザイナー以外の方が活用しやすくまとめました。
・この考え方を活用し、「デザイン思考家」として日常の問題点に気づき、創造し、やってみることを繰り
返すことで、その積み重ねが、大きな成果となって他社との大きな違いを生み出していくことになると
思います。
　ぜひ、個々の事例がどのように創造性が発揮されていったのかを感じていただき、新商品開発や新サー
ビス創出に、また日々の事業の改善にお役立て下さい。

事業趣旨
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※本書は平成27年11月から12月にかけて、産業支援機関のマネージャー向けに実施した「デザイン思考」活用講
　座（3回連続）の内容を再構成し、分かりやすく補足し、とりまとめたものです。

13:30～13:50

13:50～15:30

15:40～17:40

［はじめに］概論　デザインの役割とデザイン思考
講師：杉野実 氏 / M1_Project デザインプロデューサー

講義 1　発想型経営（マネジメント）
講師：山村真一 氏 / 株式会社コボ 代表取締役社長

事例研究1　ものづくり
［事例紹介］「音を盛る」ための器の開発
講師：濱島克次 氏 / PPS株式会社 代表取締役
［ワークショップ体験］「スマートフォンスタンド」を考えよう！
講師：濱島克次 氏 / PPS株式会社 代表取締役
講師：山村真一 氏 / 株式会社コボ 代表取締役社長
講師：杉野実 氏 / M1_Project デザインプロデューサー

平成 27年 11月 19日（木）13:30 - 17:40

1　経営とものづくり手法

13:30～14:50

14:50～15:30

15:40～17:40

講義 2　戦略的な表現（ブランドイメージ）
講師：上田聰司 氏 / プラスディーアンドシー合同会社 代表職務執行者社長 CI ディレクター

強い味方の意匠・商標
講師：菊地拓哉 氏 / 特許庁審査第一部意匠課 係長

事例研究2　商店街の活性化
［事例紹介］円頓寺商店街の開発
講師：市原正人 氏 / ナゴノダナバンク リーダー
［ワークショップ体験］円頓寺商店街の未来を考える！（那古野エリアの発展）
講師：市原正人 氏 / ナゴノダナバンク リーダー
講師：上田聰司 氏 / プラスディーアンドシー合同会社 代表職務執行者社長 CI ディレクター
講師：杉野実 氏 / M1_Project デザインプロデューサー

平成 27年 12月 1日（火）13:30 - 17:40

2　魅力・個性づくり手法

13:30～15:30

15:40～17:40

講義 3　マーケティングとプロモーション
講師：上岡和弘 氏 / 大同大学 情報学部情報デザイン学科メディアデザイン専攻 教授

17:40～17:50 ［まとめ］
講師：杉野実 氏 / M1_Project デザインプロデューサー

事例研究3　海外販路開拓
［事例紹介］BIRDY. CS500 カクテルシェーカーの開発
横山 哲也 氏 / 横山興業株式会社 商品企画室 室長
［ワークショップ体験］海外販路開拓のアイデア
講師：横山哲也 氏 / 横山興業株式会社 商品企画室 室長
講師：上岡和弘 氏 / 大同大学 情報学部情報デザイン学科メディアデザイン専攻 教授
講師：杉野実 氏 / M1_Project デザインプロデューサー

平成 27年 12月 10日（木）13:30 - 17:50

3　販路拡大手法

講座の全体概要
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1. はじめに
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概論　デザインの役割とデザイン思考

「デザインの役割と定義、デザイン思考」について、基本的な意味を整理し、分かりやすく説明。

講師
杉野 実　M1_Project デザインプロデューサー
広告代理店を経て、1993 年株式会社国際デザインセンターに入社。国際デザインセンターの立ち上げ、研修・イベント
の企画・運営など中小企業やデザイナー、学生に向けたデザインプロモーション活動を行う一方、企業・団体等のデザイ
ン企画制作、名古屋市新商品開発デザイン支援コーディネーターを務め、2007 年フリーとなる。講演会、展覧会、PR ツー
ルの企画制作、 中小企業の新商品開発などのデザインプロデュース活動を行っている。
名古屋市、岐阜県など主催のデザイン研修講師、商品開発アドバイザー、大同大学非常勤講師、協同組合愛知デザインユ
ニオン理事、中部クリエーターズクラブ会員



1. はじめに
概論　デザインの役割とデザイン思考 概論
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身の回り、生活の中、
デザインは様々な場面で
活用されている。

身近に存在するデザイン
ひとの “容姿を見て”、老若男女、 人となり、気持ち（楽しい、悲しい）がわかるように、デザインを
意識していなくても、製品・商品やお店、会社の雰囲気は、 色、カタチ、パッケージや広告、建物の外装、
内装、看板などを通じ、視覚情報として人に伝わっています。

人は、見た目の第一印象で「自分に合う、合わない」「好き嫌い」「かっこいい、可愛い」などを判断
しています。

デザインに興味が無くても、 デザイナーが製品などのデザインに関わっていなくても、 まわりのすべ
ての 「モノ」「コト」にデザインは存在しています。

良いデザインは、心の中（考え方）が顔（デザイン）に出ています。製品・商品やお店、会社の特徴をしっ
かり捉え、雰囲気を醸し出していたり、使い勝手が良かったりします。見栄え（色やカタチ）だけを
一見よく見せたものとは違います。
見た目と内容が違うと、とても残念に思えます。

デザインとは？
デザインは、芸術ではありません。ある問題をアイデアや表現で解決しようとすることです。
例えば、「もっと使いやすい製品を作りたい ! ...」「新しく考えたサービスの良さを伝えたい ! ...」「住
みやすい環境がほしい ! ...」などの問題に応じます。

決められた条件・制約（ニーズ、目的、技術、予算、納期など）の中で一番を考え、具現化（プランニング、
ビジュアル化）＝設計をします。



1. はじめに
概論　デザインの役割とデザイン思考 概論

6

「デザイン」が活用される場面や領域は、近年広がりを見せている。
ひとつの製品開発から経営、サービス、社会づくりに至るまで幅広く、深く、
今、「デザイン」を仕事にしている人たち ( デザイナー ) の能力を上手に
活用して新たな領域を活性化し、イノベーションを起こそうとする動きに
注目が集まっている。

デザインの役割は、色・カタチを考えることだけではなく、目的達成のた
めに、目的に応じてたくさんの要素があります。

：

：



1. はじめに
概論　デザインの役割とデザイン思考 概論
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新しい領域での活用が期待されるデザイナーの能力について、要素を抜き
出し解説。ポイントは美しい形や絵を描くだけの能力ではない。

「デザイン能力」はデザイナーだけでなく、様々な分野の方に応用できる。
応用の仕方の基本は各講義の事例紹介で解説する。



1. はじめに
概論　デザインの役割とデザイン思考 概論
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1～5の項目については

「デザイン思考」では、1～5のステップを踏まえ、それぞれの場面で「デザイン能力」に基づき進行し、
問題があれば、このステップを繰り返す。

自社で「デザイン思考」を活用する場合、自らが「デザイン思考」を使える様になる事が理想的だが、
難しい場合はデザイナーを活用して進めていく方法もある。

・



1. はじめに
概論　デザインの役割とデザイン思考 概論
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□具体事項

共感：利用者（ターゲット）の実態・
行動を知る。自分ごとにする。

問題定義：本当を見つめる。問題の
本質（真実）を見つける。

創造：アイデアを出す。スケッチ化・
文字化する。

プロトタイプ：試作する。

テスト：評価する。

□思考方法（「デザイン能力」活用の具体例）

→ 体験する。観察する。ヒアリングする。

→ 意見や要望を疑ってみる。思い込みを排除
　する。探究する。体験、観察、ヒアリング
　から見えてくる。

→ アイデア出しにあたり
　・否定しない、マイナスなことは言わない、 
　　決めつけない。常識に囚われない。
　・細かいことは気にせず、現実思考でも夢
　　物語思考でも気にしない。
　・アイデアから次のアイデアへと連想ゲー
　　ムをする。
　・パターンにはめてみる、組み合わせてみる。
　・アイデアをたくさん出す。書きとめる。
　　（スケッチや文字）
　・並べてグループ化してみる。
　・評価してみる。→修正してみる。→評価し
　　てみる。………（ブラッシュアップ）
　・まとめる。絞り込む。

→ 製品の場合
　＝紙、発砲スチロール、木、プラスチックな
　どを使った簡易なもの（ホームセンター、
　100 円ショップなどで購入した簡易なもの）。
　3D プリンター・レーザーカッターを使った
　ものや試作会社での本格的なもの。
→ サービスやシステムの場合
　＝シミュレーション、実際にやってみる。

→ 感性、大きさ、形、使いやすさなど評価基
　準により評価。

「デザイン思考」を活用するにあたり、そのステップについて解説。
本テキストでは、各講師が取り上げた事例についてこの概念図を基に解説するものとする。
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2. 経営とものづくり手法

講義1　発想型経営 (マネジメント )

事例1. 依頼は製品の一片であっても全体を俯瞰したデザイン思考
事例2. キッズデザイン＋エコデザインの感性戦略
事例3. 九谷焼 “装飾から生活へ”

前章の概論を受け、製品開発をベースとした事業が経営の柱に展開したモデルについて、「デザイン
思考」を活用した実例を中心に解説。

講師
山村真一　株式会社コボ 代表取締役社長
三菱重工業株式会社 商品企画部入社。三菱自動車工業チーフデザイナー として、ギャラン FTO、ランサー等の企画、デ
ザインを手がける。‘73 年株式会社コボを設立し代表取締役社長に就任。（公社）財団法人日本デザイン振興会理事
（2013-15）、アセアン G マーク審査委員、日 本デザインコンサルタント協会副代表理事、素材開発から流通までトータ
ル な開発業務を目指し活動。技術を商品化するまでのトータルデザイン、ブランドメーキングに関して、多数の実績が
ある。 株式会社国際デザインセンター・名古屋市主催の講座、シンポジウム講師をはじめ、石川県立九谷焼技術研修所、 
北海道立工業試験場ほか、 全国の中小企業デザイン開発支援、デザインプロモーション講座、シンポジウム講師など多数。
あいちカーボンオフセット推進協議会副会長、石川県エコデザイン審査委員長、経産省中小企業支援ネットワークアドバ
イザー、長崎デザインアワード選定委員

事例研究1　ものづくり

“音を盛る” ための器の開発

「瀬戸焼／白雲陶器」の特性を活かした商品開発の開発プロセスを紹介。

講師
濵島克次 　PPS株式会社 代表取締役
2007 年に同社を設立して以降、地域にある資源を活かしたお土産や特産物の商品企画のコーディネートを中心に地域活
性化をサポート。依頼された地域の特産品の開発はもとより、一つの地域に限定せず他の地域とのコラボレーションや異
業種とのマッチングによる新たな商品開発を企画提案を行う。さらに農商工のジャンルの垣根を越えた幅広いマッチング
が得意。食品から焼き物まで幅広く手がける。
〈開発した製品〉
フィロ　カーネーション < パープル >【愛知県西尾市】 / ベリーベリースウィート < グレープトマト >【愛知県西尾市】 / 
おんせん黒にんにく【岐阜県高山市】 / 
福幸招きキャット【愛知県瀬戸市】 / 澤田にんにくチップス【愛知県常滑市】 / 瀬戸音【愛知県瀬戸市】 / 焙煎塩ごま【沖
縄県石垣市】 / ありまつむしてぬぐい【愛知県名古屋市】
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

ものづくりにおける総合的なデザインの概念

工業デザインにおけるデザイナーが関わる範囲を示す図。
デザイナーは、総合的に考えている。実際に現場へ出向き、観察やヒアリング
をし、深くひとつの事柄を調査。問題の本質を見極め、情報を整理し設計する。
その後、試作→生産→販売→消費者の追跡調査を通じて、また新たに企画から
デザインに反映している。

製品があふれた先進国を代表とする成熟している市場では、「モノ」より
も「コト」の感性的価値が優位性を持つ。今後も、この傾向は一層強くな
ると思われる。
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

■デザイン能力
【鋭い洞察力+客観的な検証力】＝製品が成り立つ要素である機能、操作性・素材・加工技術・形・色・
原価意識と、常にそれら要素との関係を考えながらデザインを行う能力。本事例では、機械を扱う女性
の身体に合わず操作のしにくさが作業効率を悪くしていることに着目し、米国モジュールから日本サイズ
に合った、誰もが操作しやすいデザインにした点。
【情報力とその活用力】＝素材や技術を持った企業情報を常に把握する能力。未知のオリジナル製品開発
実現に向けて新たな協力会社との関係を構築し、素材や技術の導入に役立たせた点。

■成果（その効果）
　『下請けメーカーから業界トップの自社ブランドメーカーに成長』
成功の要因の一つに、カラー変更にとどまらず、ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、機器使用者
の作業効率の改善に着目したことがある。これをきっかけに企業努力とデザインにより売上が増加し、増
産のための新工場の設置、C.I. の導入による自社ブランドの立ち上げに至った。

事例１　テーマ　―依頼は製品の一片であっても全体を俯瞰したデザイン思考―
企業名：株式会社稲本製作所
製品：業務用洗濯機

■依頼内容　『業務用洗濯機のカラーリング』 

デザイン思考のステップ

○依頼内容の本質を見極めるためフィールドリサーチ。
　製造過程から製品使用される現場まで観察。
　　→作業者の体格に合わない、機器が複雑すぎる。

○リサーチ内容から製品の問題点を抽出。
　依頼内容の本質を背景から読み解く。
　　→カラー展開よりも根本的な課題に気づく。　

○問題点の解決策について検討。
　経営的な製造原価の問題にも踏み込んで検討。
　　→新素材の活用や、工数、納期の短縮化等を検討。

○カラー展開だけでなく、製品全体を設計し直す。
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

■開発内容
　業務用洗濯機のカラーリングという依頼を受け･･･

step1共感
現行機種を分析、作業現場を調査。
・現製品が米国設計のため、日本の作業員の
　体格に合わない。
・日本の作業者には専門的で複雑すぎる
　操作パネル等の問題点を抽出。

step2問題定義

作業現場の調査結果を重視し、米国のように専門特化した職人が行うのとは違い、夫婦稼業である
日本では、機械が扱う女性の身体に合わず操作性が低下し、作業効率を悪くしていることに着目。
誰もが扱えるようにすることを開発の課題とした。

step3創造
アイデアスケッチという技法を用い、複数のアイデアをイメージ化し、これらのアイデアの中から
良いモノを選別する事が重要となる。

step4プロトタイプ
step5テスト
試作を通して、アイデアの実現性を確認。
樹脂素材を採用し、製品構成の簡素化。
製造原価を抑えた構成とした。（素材の選定）
新たな協力会社との出会いにより、製品実現化に
向けて素材、技術テストを行う。
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

自社のブランド化へC.I. 導入。
増産のため新工場の建設を行う。

■成果（その効果）

製品投入後、バブル期～崩壊後と景気が減速する中、
業界のトップシェアへ。
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

ブランディングをもとに全てのラインナップにデザインを取り入れ製品開発を行っている。

さらに、増産体制を構築。
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

■デザイン能力
【情報力とその活用力】＝多様な素材特性を理解し、その中から紙管を選定した能力。
【柔軟な発想力】＝軽量化で子供が扱いやすくなる イコール「子ども用イス」へと発想を転換した点。
【豊かな表現力】＝良い製品開発ができても消費者の共感を得られなければ売上げにつながらない。子ど
もワークショップを開催し体験してもらうことで購買動機につなげたイメージ力。

■成果（その効果）
『素材の変更・異素材の組み合わせによる “新たな価値を持つ” 製品戦略』
・依頼事項であったCO2削減という課題を解決するだけでなく、新たな価値観を持たせた。
・エコプロダクト大賞審査員特別奨励賞、第 3回キッズデザイン賞 (商業デザイン部門 )、グッドデザイン賞
　を受賞。
・これをきっかけにシリーズ化、国内外の展示会に出展、米国で高い評価を得た。

デザイン思考のステップ

○依頼内容に基づき、原材料から製造工程、配送ルートに至るまでの
　　 CO2 排出量が多い箇所をリサーチ。

○CO2 排出量の多い箇所 =鉄パイプを紙管へ、原材料の見直しを行い
　CO2 排出量の削減。

○鉄パイプ→紙管の活用 =紙管の特徴を捉え、加工が手軽→子供の
　成長に合わせて対応。
　新しい価値を創造→子供向け製品としてアイデアを展開。

○子供が使うことを意識し手を挟まない、軽いなど安全安心を機能に
　盛り込む。

事例2　テーマ　―キッズデザイン＋エコデザインの感性戦略―
企業名：三恵工業株式会社
製品：紙の折りたたみイス

■依頼内容　『折りたたみパイプ椅子のCO2排出量削減のデザインコンサルテーション』
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

■成果（その効果）

・パイプ部を紙管に変えることでCO2 削減・リサイクル率の高さ＝エコ環境に貢献。
・軽量化によって子供が扱いやすい、子どもの成長に合わせ長さを容易に変えられる利点を活かし
　「子ども用折りたたみ椅子」として製品化。

これをきっかけにシリーズ化、国内外の展示会に出展。会場に子どものワークショップスペースを併設し、
紙管を使った笛づくりを催した。

米国ではコミュニケーションや「使ったら片づける」生活習慣を学ばせるため、小さなスペースで教育す
るという考え方が主流になっており、この折りたたみ椅子は “片づけ” ルールを教える家具に最適と高評
価を得た。

国内展示におけるワークショップブース 海外の展示会場風景
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

■デザイン能力
【鋭い洞察力】＝常に誰に使ってもらえそうかを考える能力。
【柔軟な発想力】＝用途の転換や異なる素材の組合せを提案する能力。
【情報力とその活用力】＝多様な素材や加工技術を持つ企業（人）との「ネットワーク」を築いている点。

■成果（その効果）
　『異素材と九谷焼のコラボレーション』による実用性ある製品開発
装飾品から高品質な生活用品へ “新市場への参入”。 

デザイン思考のステップ

○これまでの九谷焼の手法は「加飾」。床の間に飾ることを前提に
　商品づくりがされてきたが、市場が先細りとなっている。
　　→売るための飾り物から売れる物を考える。

○依頼内容の本質を背景から読み解き、
　「飾るだけでなく使える道具にしよう」として取り組む。

○プロトタイピングにより問題点が見え異素材を検討。
　産地が持つ技術だけでなく、他の産地の素材や特殊な素材開発を行う。

○「異素材」を組み合わせた九谷焼のワイングラスを開発。

事例3　テーマ　―九谷焼 “装飾から生活へ” ―
企業名：清峰堂株式会社
製品：九谷和グラス

■依頼内容　『石川県九谷焼き産地の新商品開発におけるコンサルテーション』
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2. 経営とものづくり手法
講義1　発想型経営（マネジメント） 講義 1

・製品本体のデザインは、磁器の上絵＋真鍮の引出法を用いた脚にした。
・異素材を接着する接着剤の開発により、新たな生産ネットワークを構築し、製品化した。
・「九谷物語」ブック型のパッケージデザインをつくり、おしゃれにペアグラスでしか売らない工夫を凝らす。

・組み合わせのバリエーションを開発・展開。
・デパートからのお中元商戦用の製品製作依頼や、欧州の有名ガラスメーカーからの受注へとつながる。
　→職人の手書きにより少しずつ異なる絵柄によって、欧州では盛んに行われるパーティー時にグラスを
　　使い分けるのに役立つプラス効果が、新たな価値を生んだ。

■成果（その効果）
　『異素材と九谷焼のコラボレーション』による実用性ある製品開発
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2. 経営とものづくり手法
事例研究1　ものづくり 事例研究 1

■デザイン能力
【鋭い洞察力 + 客観的な検証力】＝「自分が欲しい」という消費志向に立って、興味･関心・行動を観察
する能力。
【情報力とその活用力】＝地場産の技術を活用する部分とそうでない部分を切り分け、異素材を活用する
知識と、その加工が出来るネットワークを持っている情報力。

■成果（その効果）
・思い切ってインテリア商品開発に発想を切り替えたことで、従来の商品とは異なった新たな分野の商品
　開発ができた。
・過去の功績を持つメーカーと柔軟な発想能力を持つデザイナーとのマッチングにより、メーカーの技術
　を活かした新たな商品が提案できた。
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広報物のイメージ

展示会出展風景

〈販促活動〉

デザイン思考のステップ

○瀬戸焼の置物開発をテーマにしようとしたところ、マッチングされた
　デザイナーから「自分が欲しいものではない」と言われる。

○「自分が欲しいもの」と瀬戸焼の特性をテーマにディスカッションを
　重ね、トレンドからスマートフォン向けの使えるものとする。

○瀬戸焼の特性を活かした音の反響、拡散の効果を確認しながら
　プロトタイピングを行う。

○瀬戸焼の製造技術を考慮するとともに、固定方法に木材や防振材
　を活用し、2種類の方向性で製品化。

事例　テーマ　― “音を盛る” ための器の開発―
企業名： 株式会社 IMARUYO+PPS株式会社
製品：瀬戸ものを使った新たな特産品

■目的
　『新たな特産品「瀬戸もの」開発』

中部経済産業局が実施した事業に参加。
デザイナーとのマッチングにより新たな特産品の開発を目指す。
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2. 経営とものづくり手法
事例研究1　ものづくり 事例研究 1

中部経済産業局において実施した「平成 24年度デザインを通じた意匠・商標制度の普及事業」に「瀬
戸もの」産地のメーカーと共に参加。
お土産物となるような置物づくりをイメージし、デザイナーとのマッチング。
　　　　　　

【Step1共感 +Step2問題定義】
開発テーマの設定を短時間の打ち合わせにて行う。
当初のメーカー側の開発イメージ（置物の開発）を話すと、デザイナー側から「僕はいらない !」と言われ、
愕然とする。
一から考え直し、流行っている iPhoneに使えるスマートフォンスタンド（ドック）を考えることに。

〈プロジェクトについて〉

有限会社後藤デザインオフィスの後藤氏とのマッチング

テーマ打ち合わせ風景

〈開発テーマについて〉

新たな特産品の「瀬戸もの」開発

ノベルティー
の開発

共感を活かした
モノの開発

iPhone の機能を
拡張するインテリア商品

の開発

■開発内容

PPS株式会社と株式会社IMARUYOで新たな特産品の「瀬戸もの」を開発を目的に
「平成 24年年度デザインを通じた意匠・商標制度の普及事業」に参加。
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2. 経営とものづくり手法
事例研究1　ものづくり 事例研究 1

「瀬戸音」プロトタイプ

高価格帯製品

普及製品

〈製品設計〉

・手入れのしやすさを重視
・素材の簡略化

・サウンドの味わいを重視
・響きを殺さない設計

【Step3創造 +
　　　　Step4プロトタイプ】
磁器の特性に「音が響く」要素
があることに気づき、既存の磁器
を活用して、iPhone から出る音
の響きのテストを行い、複数のア
イデアを検討。

【Step4プロトタイプ+
　　　　　　Step5テスト】
最終的に、手入れがしやすく、
部品構成が単純な廉価版と、
ノスタルジックなサウンド性を
重視した高価格版と2タイプを
製作し、テストマーケティング
を進めた。

「瀬戸音」プロトタイプ

〈開発体制〉

プロデュース　PPS株式会社

販売先　有限会社インスタイル

製造・コーディネート　株式会社IMARUYO

製造・型屋

成形屋

鋳込屋

デザイン　有限会社後藤デザインオフィス

事業で取組んだ開発体制

iPhone の響きのテスト

素材の特性や製造方法等の打ち合わせ

〈製作プロセス〉

素材の特性や
製造方法等の
打ち合わせ

コンセプトの作成

具体的な話し合いの内容とプロセス

実施設計 試作 問題点の抽出
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講義2　戦略的な表現 (ブランドイメージ )

事例1. 解りにくい事業形態の製造業を文章化・ビジュアル化
事例2. 合い見積りから事業イノベーションを目指す電気設備事業へ
事例3. 激戦市場の格安携帯電話事業：付加価値と販売戦略で格安携帯電話業界にイノベーションを

企業や商品、サービスのメッセージ（経営者の想い、商品のあり方・特徴など）を消費者だけでなく、
社員にまで的確に伝えるためのコミュニケーション、CI ブランディングの必要性と進め方を解説。

講師
上田聰司　プラスディーアンドシー合同会社 代表職務執行者社長 CI ディレクター
広告企画制作会社に 7年勤務後、一般企業の社長室制作課で約 10年、「経営者の理念や事業の方向性」と「社員のモチベー
ション」・「販路拡大・経営革新」をマッチングさせる CI マネジメントをインハウスデザイナーとして担当。インハウス
時代は、経営者の思いを汲み取り帰属意識やモチベーションの向上を実現。2007年 10月に退職後、+デザイン＆コミュ
ニケーションを立ち上げる。現在は主に経営者に寄りそう CI マネジメント・デザイン思考で生まれる経営革新のサポー
トを行っている。
愛知県経営技術診断助言・外部専門家

事例研究2　商店街の活性化

円頓寺商店街の開発

商店街の活性化について、円頓寺商店街のこれまでの開発プロセスを紹介。
まちづくりの観点からデザイン思考を活用する方法を考察する。

講師
市原正人　ナゴノダナバンク リーダー　有限会社デロ／市原建築設計事務所 代表
建築家として、商業施設をはじめ、住宅などの設計を行う一方で、円頓寺界隈への関わりは古く、まちづくりへの取り組
みは20数年にも及ぶ。既存のコミュニティの結束が強い地域に新しい店舗を出店する際の仲立ちを重視し、円頓寺商店
街に新たな風を呼び込んでいる。
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講義2　戦略的な表現（ブランドイメージ） 講義 2
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戦略的な表現においてデザイン思考とは何か ?

前提 : デザイン思考とデザインとは大きく異なる
一般的に使われる「デザイン」は色、形を表現するこ
とや決定することにフォーカスされる場合が多いが、
デザイン思考の「デザイン」には「柔軟な発想」「問
題の本質を理解する」といった考え方の根本にフォー
カスがされている。

デザインする行為は、デザイン思考の中の一部に過ぎない
一般的に使われる「デザイン」のアイデアを出し、絵
にする行為は、デザイン思考のステップでは、「創造
する」の部分となり、思考全体からみると一部分を抽
出しているとも言える。

ブランドイメージ戦略策定における「デザイン」とは･･･
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講義2　戦略的な表現（ブランドイメージ） 講義 2
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したがって･･･

デザイン思考はどんな経営の分野に活用できるのか ?

←例えば、B to B といった一見あまり関係の
　なさそうな業種でも有効。
←考え方の「枠組み」と捉えて活用すると有効。

デザイン思考をマーケティングと組み合わせることで、とても
有効な課題解決の手段となる。

ある数値だけ（例えば売り上げ、市場シェア率、
従業員数）を捉えれば、他社に負けていること
でも、視点を変えれば、魅力や強みとして表現
することができる。
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講義2　戦略的な表現（ブランドイメージ） 講義 2
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■デザイン能力
【鋭い洞察力】＝ヒアリングで会社の特徴を読み取り、経営者の想いを引き出す能力。
【柔軟な発想力】＝問題をプラスに置き換えて発想する能力。
【豊かな表現力】＝経営者の想いを柱に文章化・ビジュアル化し、名刺や会社案内・社内報など身近なツー
ルに一貫して反映する能力。

■成果（その効果）
『社員の自発的な営業活動による会社の精鋭化』
経営者の想いを色々な方法で伝えたことにより、会社に対する社員とその家族の共通認識を持つ事が出
来、個々の社員のモチベーションや帰属意識の向上に成功。これが企業ブランドに育った。

事例１　テーマ　―解りにくい事業形態の製造業を文章化・ビジュアル化―
企業名：株式会社 ty

■依頼目的　社員全員で共有できる絆の構築

デザイン思考のステップ

○株式会社tyがどう映っているか、経営者、社員、クライアント等、ステイクホルダー
　からのヒアリングを始める。

○ヒアリングの内容から課題を抽出。課題の本質を背景から読み解く。

○「こころざし」を再定義し、ビジョンを明確にした上で、ゴールを設定する。

○渡米経験のある経営者ならではの視点を活かし、
　言葉や広報物だけでなくユニークな事業企画まで幅広くアイデア展開。

○タグライン(※)・名刺・会社案内・社章・ユニフォーム・イベント・社内広報・
　労いカードにアウトプット。

※タグライン：法人の社会的価値を社会に対して端的に示す一文
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以下、実施内容のポイントを紹介。
①V.I. の見直し、名刺のリニューアル
ロゴ「ty」はサンキューの略。経営者がいつも
話していた言葉で企業理念になると感じた。
一般的な派遣会社とは異なる自社の想いを旗印
として言葉に掲げた。
タグライン：『あんたの想いを守り継承する、
　　　　　　ニッポンのものづくり応援団。』

②会社案内
表紙の写真は、カメラマンを起用せず社内当事者に写真を撮って貰う方法を採った。
その結果、普段のままの姿が素直に表現され、社外の人にも好感を得ることができた。

③周年事業
自分の仕事に誇りを持って貰いたい。という思いから「社章と名刺」を社員全員に渡すことにした。
これにより、仕事柄、名刺を使う場面は少ないものの、家族にも渡せ、どんな思いで仕事に取り組ん
でいるのか理解してもらう良いきっかけにもなった。

「ユニフォーム」を希望者に有料で支給している。クライアント先に出勤するのに自社ユニフォームは必
要ないが、米国経験の有る経営者がわざわざ米国で買い付けたかっこいいデザインで、tyの社員であ
ることに誇りを持って貰えると考えた。

④社内広報ツール
「みんなの広場 /社内報」は手づくりっぽさが “ほっこり” した感じで好評。
「tyカード」具体的に名をあげて、ありがとう！さすが！すごい！とメッセージを書き、社内共有する
事で気持ちを伝え、チームとしての結束力を高めている。

■解決策の内容
　経営問題に対してクリエイティブなアプローチを活用して解決
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■デザイン能力
　【鋭い洞察力】＝ステイクホルダーからのヒアリングで会社の強みは何かを引き出す能力。
【豊かな表現力】＝経営者の想いを柱に、文章化・ビジュアル化し、名刺や会社案内などに反映する能力。

■成果（その効果）
　競合他社との見積もり競争の日々から、信頼される会社として指名されるようになった。
　ブランド共有シート（フォーマット）作成、明文化したことで社内全体でブランドを共有でき、社員の自信・
　誇りにつながった。

事例2　テーマ　―合い見積りから事業イノベーションを目指す電気設備事業へ―
企業名：株式会社電建社

■依頼目的　同業他社との違いを見える化し独自性をアピールする

デザイン思考のステップ

○株式会社電建社がどう映っているか、経営者、社員、クライアント等、
　ステイクホルダーからのヒアリングを始める。

○アンケート調査、クライアントへのヒアリングから電建社の強みを抽出。

○「こころざし」を再定義し、ビジョンを明確にした上で、ゴールを設定する。

○言葉 =タグライン(※)に展開。

○社内で共有する会議を開催した。

○マーク・名刺から展示ユニットやオフィスのレイアウトまでタグライン(※)
　である言葉を幅広く見える化する試みを行う。

※タグライン：法人の社会的価値を社会に対して端的に示す一文
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以下、実施内容のポイントを取組んだ順に紹介。
①「アンケート調査」
　・クライアントや下請け企業の経営者にアンケートを取ってこの企業の「強み」は何かを探り
　　たくさん出た内容を徐々に整理していく “デザイン思考型発想” の手法を採用。

②「ロードマップ」＝目指す姿・ゴールを策定
　・先ずは絵や形ではなく言葉にした。―「設備ではない。つないだ先の未来を、施工する。」
　　この言葉は事前に取ったアンケートに書かれたお客様の声をヒントにしたフィールドリサーチを活かした例。
　・社内共有会を実施。社員に配布した「ブランド共有シート」（Ａ４一枚のシート）に、タグラインを受け
　　自分ができることを設定。

③タグラインを受けて再構築した「VI/ 名刺」
　・「ロゴ・マーク」は “つなぐ” を目に見える形にすることにした。
　・名刺に入れた「背番号 01」これはチームの結束力を高める目的。
　　ちなみに01事業承継予定の専務、02ベテランの女性事務員 (野球のキャッチャー的存在として)、
　　役職順位ではない。

④「LED新事業展開」
　・新たな事業としてLEDに着目し、パチンコホールの照明事業に進出。
　・季節や街の景観に合わせてスイッチで照明が切り替えられるシステムや、ホテル事業向けの新たな照
　　明ユニットを自社ブランドとして開発。メーカーとしての事業展開を図った。

⑤「新名刺」
　・事業内容に広がりが出て、新しい名刺に事業エレメントを示すことができた。

⑥「オフィスの模様替え計画」
　・会社のビジョンに添って、ショールームスペースを設けるなどオフィスを大幅に改装した。

■解決策の内容
　将来ビジョンに対して “クリエイティブ” に見える化して解決
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■デザイン能力
　【鋭い洞察力】＝フィールドリサーチ（顧客や従業員からの意見など）から問題の本質をとらえた点。
　【豊かな表現力】＝経営者の想いを柱に、文章化・ビジュアル化し販売促進へとつなげる能力。
■成果（その効果）
ブランド名称、ロゴの再定義により自信につながる。この先も想いがぶれないように、一貫したイメージ
を展開するため、インハウスデザイナーの採用に踏み切るとともに、コンセプトビデオを制作し、いつも
原点に立ち返ることが出来るようにした。

事例3　テーマ　―激戦市場の格安携帯電話事業：
　　　　　　　　　　　付加価値と販売戦略で格安携帯電話業界にイノベーションを―
企業名：エックスモバイル株式会社

■依頼目的　ブランドロゴマークの適正検証

デザイン思考のステップ

○エックスモバイル株式会社がどう映っているか、社員、応援者からのヒア
　リングを始める。

○アンケート結果から課題の本質を抽出。自分たちの立ち位置を確認。

○「こころざし」を再定義し、ビジョンを明確にした上で、ゴールを設定する。

○企業のこころざしを再定義する「タグライン(※)」の策定。
　言葉や広報物だけでなく営業の仕組みや代理店募集まで幅広くアイデア展開。

○広報ツールに一貫性あるアウトプット。制作したコンセプトビデオで共感
　の連鎖を起こす。

※タグライン：法人の社会的価値を社会に対して端的に示す一文
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経営者からの想いを基に以下、実施した内容を紹介する。
①ステイクホルダーからの「アンケート」を採取→検証結果の提示
　・今までにないケータイキャリアとして、生活者に密着し、IT 弱者目線の通信キャリアを目指し設立し
　　たが、当初のブランドやロゴは大手キャリアや、ITリテラシーの高い人を意識したものとなっていた
　　ため、大手通信キャリアとの差別化を図ることが難しく、会社の設立目的とも合致していなかった。
　　→新たなブランド名称、ロゴを設計した。

②ポジショニングをタグラインに集約
　・高齢者や主婦、学生をメインターゲットにし、わかりやすいブランドを目指した。
　・他社との違いを明確にするため、屋号を「もしもシークス」と変更。
　・「もしも、このケータイが社会に普及したなら･･･」という文面にブランドの価値を集約し、
　　デザイン展開していった。

③「インハウスデザイナーの採用」
　・これまでのブランドづくりの想いを一過性のものとして終わらせないために、インハウスのデザイナー
　　につなぐのが一番良いと考え、デザイナーを採用して貰い、採用後、育成し引き継いだ。

④「コンセプトビデオ」
　・今後も継続して想いがぶれないように、必ず立ち返ることが出来るようにとビデオを作った。
　　ブランドの価値を集約し、代理店募集や人材採用で共感の連鎖が起こった。

　　　　　　　　

■解決策の内容
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事例　テーマ　―円頓寺商店街の開発―
　
■目的　個性的な店が集まった特徴ある商店街

■デザイン能力
　【鋭い洞察力】＝商店街へ来てほしい客層の本質的な志向･行動を把握し、それに合わせた店舗を
　イメージする能力。
　【情報力とその活用力】＝建築家としてのリノベーションに関する情報と店舗経営に関する情報をあわせ、
　店舗の誘致を行い、入居者へのサポートまで行った点。

■成果（その効果）
商店街の空き店舗対策を行う「ナゴノダナバンク」を組織し、活性化が起こり、話題性のある店舗を誘致。
毎年恒例のお祭りを開催し、人々の流れを呼び込む活動を推進している。

デザイン思考のステップ

○自らがその商店街に住み、現状の問題点や感じたところを
　商店街の歴史を紐解きながらフィールドリサーチを行う。

○商店街に訪れる人々の動向を観察。
　どのような人々を呼びたいか、賑わいを作りたいかを定義する。

○様々な人々を呼び込むためのチーム作りを行い、
　店舗の誘致やイベント開催のアイデアを出す。

○チームで実際に店舗を誘致し、その出店から運営までをサポート。

○イベント開催や店舗の誘致によって、商店街に起きた変化を確認。



3. 魅力・個性づくり手法
事例研究2　商店街の活性化 事例研究 2

33

■背景
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　昭和に繁栄をみせた商店街だが、現在は 20年前の 6割ほどに減少。
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・物販を行う店舗は半減。サービス業の店舗は 6割減。
・発祥の地であるパチンコに代表される娯楽店舗は 3店舗あるのみ。
・飲食店は一時減ったが、近年の誘致活動などによって巻き返している。

　分野別店舗数の推移
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■背景のまとめ（step1 共感）
・物販・サービス業の店舗といった日常的に商店街へ人を呼び込む店舗が減少するとともに、人の
　流れも減少。
・商店街の特徴がほとんど無くなってしまった。

■課題（step2 問題定義）
・売上の減少と後継・継承者問題。消費者の行動・志向の変化。
・多様な人々を引きつける魅力的な店舗による活気ある商店街づくり。
・商店街へ人を引きつける特徴的なにぎわいづくり。

■解決のための試行錯誤（step3 創造→step4 プロトタイプ）
1. イベント開催による集客
・年 1回七夕祭りを開催。
この時は西側の円頓寺本町商店街と一緒に実施し、大勢の人たちが訪れ大変賑わいを見せたが、
新たな取組みが必要だとの意見もあった。

・パリに似ている？パリが好き ! と商店街メンバーで盛り上がり、パリ祭を企画・実施。
　その後の盛り上がりにより、パリの商店街との姉妹提携を実現し話題に。
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商店街へ店舗誘致を行う団体活動を行う「ナゴノダナバンク」を組織。
・メンバー自らの店舗出店。
・学生によるカフェ等、話題性の出そうな店舗を誘致、営業活動をサポート。
・依頼できる、個人的につながりのある店舗への誘致。

具体的な成果（現在までの状況）
①ギャラリーショップ「galerie P+EN」、②スペイン食堂「パルドゥフィ」
　衣服店とカフェショップが連携してお店を出す。
④ブラジル音楽専門CDショップ「サンバタウン」
⑨川伊藤家表蔵 SAKEBAR 「圓谷」　
文化財に匹敵する価値ある建物。これを活かせるよう図面を描き、店舗出店者まで準備し、オー
ナーに提案した。「これほど “セット” された提案は初めて」と承諾を得た。
⑪喫茶・食堂・民宿 -西アサヒ　
廃業により一旦は閉店するが、新たな店主によって事業を継続。さらに延 80坪の広い空間を外
国人向け「ゲストハウス」に改装し、国の補助を受けたが基本的には自己資金で運営できるよう
に計画した。（国の補助金活用例）
⑬「那古野ハモニカ荘」
飲食店やスタジオ「ナゴヤ座」を計画している。

2. 話題性のある店舗や施設の出店促進



講義3　マーケティングとプロモーション

事例1. サプライチェーン視点からのプロモーション思考
事例2. 連続・循環型コミュニケーション

製造・流通・情報サービス業などそれぞれの分野特有と共通のマーケティングを知り、消費者のニー
ズを掴み、デザインやイベント、プロモーションなど、販路開拓・拡大のための効果的な活動につい
てその方法と組み立て発想を解説。

講師
上岡和弘 　大同大学 情報学部 情報デザイン学科 メディアデザイン専攻 教授
武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業後、デザイナー・SP プランナーを経たのち、広告代理店でクリエィティブ・
SP・マーケティング・新規事業開発などの職種を歴任し現職。担当したクライアントは、車関連・飲料関連・ゲームエ
ンタテイメント関連・流通関連など多数。
大学では、愛知クオリティ企業の広報研究ほかを行っている。

事例研究3　海外販路開拓

BIRDY. CS500 カクテルシェーカーの開発

自社の技術を活かした、新しい商品づくりへのチャレンジを紹介。
経済産業省の JAPAN ブランドプロデュース支援事業（MORE THAN プロジェクト）を活用、「The 
Wonder 500™」に認定。

講師
横山哲也　横山興業株式会社 商品企画室 室長
ウェブデザイン会社で勤務後、祖父の会社である横山興業株式会社にて、精密研磨加工技術を利用した次世代のシェイカー
＜BIRDY.＞を開発。まったく新しいカクテルシェーカーとして世界中から注目を集める。
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「自分が伝えたいことは何か ?（視点 1=主観）」
「ターゲットは何に興味があるのか（視点 2=相対）」
上記 2つをつなぐために
「今、求められているもの・ことは何か ?（視点 3=客観）」

企画 =デザインする際に
一番大事なのはブランドと生活者とをどのようにつなぐか ?
　→デザイン思考を活用するポイントとなる。

マーケティングとプロモーションにおける、デザイン思考とは？
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「主観」と「相対」を「客観」的につなぐ方法や要素とは？

ブランドと生活者をつなぐための企画には図のようなエレメント（構成要素）で考える必要がある。
※「コミュニケーションストーリー」の要素については、商品販売が「継続」していく必要があるので、　最初に
　購入して貰った以後どのようにつなぐか･･･まで考えておくと良い。
※発想段階においては多様なアイデアを検討し合うと良い。

ブランドとターゲットをつなぐにあたり、つなぐ方法（メディアやコンテンツ）に、最初から捕らわ
れてしまうと企画が上手く作れない可能性が高い。ブランドや生活者の情報を分析し戦略を立て、ぶ
れないコンセプトをつくり、そこから導き出したストーリーに基づいてつなぐ方法（メディアやコン
テンツ）を考えて行くことが重要となる。
※発想段階においては決めつけずに検討し合い、前後・左右の関係を考えながら企画を考える必要がある。

戦略シナリオ戦略シナリオ
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どこにその機会があるのか ?
取り上げてみると･･･

多様な場所にコミュニケーション機会を考える要素が存在している。

個々の立場が違っても、イメージを壊さない
ように一貫性を持った企画を意識することが
大切。

基本モデルを用いた戦略策定方法

ここでは、最も一般的な流通スタイルであるサプライチェーンを基本モデルとして例に挙げ、
コミュニケーション機会（広報できる場面）の創出を探ってみる。
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戦略策定における情報分析手法の一例を紹介。

SWOT分析手法を用いて市場での優位点を検討する方法 -
この場合４つの視点それぞれから出た事柄の中から問題を抽出するために何を抜き出すかの判断が大
変重要になる。―この判断する過程 (考える行為 )もデザイン思考である。

SWOT分析手法を用いて市場での優位点を検討する方法 -
この場合４つの視点それぞれから出た事柄の中からポイントとして何を抜き出すかの判断が大変
重要になる。―この判断する過程 (考える行為 )もデザイン思考である。

データの
収集・読取

発想する
視点

新しい問題や
本質が見える

データ分析

問題を抽出するための情報分析手法

デザイン思考に情報分析を活用するプロセス
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これまでは、発信者は企業や媒体社だけだったが、IT ツール等の出現による消費者の参加性（検索、
ブログ、SNS等）により、発信の多様化が進んでいる。
そのため、消費者を味方につけて、発信の有効性を高めていく企画が求められている。

消費者の行動パターン

今後のターゲット動向について
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事例1. サプライチェーン視点からのプロモーション思考
テーマ　―サントリー「カクテルバー」の場合
企業名：サントリー株式会社

■依頼目的　　限られた広報予算で、媒体による広報効果と同等な消費者への認知を図る。

■デザイン能力
【柔軟な発想力】＝媒体予算が限られる条件下、関係企業の立地や個々のコンテンツを組み合せて１つ
の効果的なＰＲコンテンツ（バー営業）を創出した能力。
【情報力とその活用力】＝サプライチェーンにおける川下の取引先からの情報を収集し、集客力のあ
る新宿高島屋タイムズスクエアの抱えている問題点に着目。その解決策も合わせて行うことで協力
を得た戦略策定能力。

■成果（その効果）=興味・関心を持って貰う策を実施
　『ザ・カクテルバー×新宿高島屋タイムズスクエア：夏季限定屋上カウンターバー営業』
　・新宿高島屋タイムズスクエアと結びつけたイベント展開→新宿高島屋タイムズスクエア管理の
　　メディアを活用することが出来た。
　・高集積地でのイベント (バー営業 )という話題性の高いコンテンツをメディアに提供→PR露出。

デザイン思考のステップ

○サプライチェーンでの川下へのヒアリングやリサーチによる現状把握。

○メーカー（本件のクライアント）からの依頼内容の本質を現状から読み解く。

○川上川下の取引先同士の相乗効果や、他の取引先の問題解決策とも組み
　合わせられないかを含めて考える。

○限られた予算をベースに広報効果を高めながら、予算を増やす方法がない
　かを考える。（収益性とPR効果）

○練り上げた企画を関係先に相談しながら意見を吸い上げ関係性を深める。

○消費者への興味関心を誘うイベントを実施。
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■デザイン能力
【鋭い洞察力】＝絞り込んだターゲット（男性若者）の本質的な志向･行動を把握し、直線的に企画
を作り上げる能力。
【柔軟な発想力】＝“どこで売っているのか分かりにくい” という弱点を、絞り込んだターゲット（男
性若者）の行動に動機付けをし、ターゲットから商品を探させる企画を作り上げた発想力。サプラ
イチェーンである川下のボトラーに協力を取り付け、媒体予算の獲得と共に、シリアルナンバーの
刻印等、企画を実現する手立てを行った点。

■成果（その効果）　
　ターゲットを若者に絞りかつ全国ボトラーを巡回し地域ごとでキャンペーンを打つ策を実施
　『ナイスバーディーズ　テレフォンデートキャンペーン』
　・ターゲットを絞り込み、ニッチな話題性を創出した。
　　→ターゲットの志向･行動に合わせ、絞った媒体露出。
　・全国のボトラーを回り、媒体予算を獲得すると共に、一貫性のある広報戦略を行った。
　・ターゲット自らが全国の多数の自販機から同社の自販機を探させる事に成功。

事例1. サプライチェーン視点からのプロモーション思考
テーマ―ペプシコーラ「缶コーヒー Birdy 」の場合
企業名：サントリー株式会社

■依頼目的　自動販売機での販売に限定された商品の販売促進

デザイン思考のステップ

○サプライチェーンでの川下へのヒアリングやリサーチによる現状把握。
　依頼内容の本質を現状から読み解く。

○売り場は数少ない自社ブランドの自販機のみ。
　→消費者がわざわざ売り場を探す企画とする。

○効果の最大化を追求。
　→割り切ったコンセプトとターゲットの絞り込み。

○ターゲットに合わせ絞り込んだ媒体の活用。

○各地域毎に一貫したキャンペーンを展開。
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■デザイン能力
【柔軟な発想力】＝強豪ブランドに売り場を席巻されている現状を打破するため、公共性の高いター
ゲットの集積地を探し出し、社会性の高いメッセージと共に販促活動を展開。ターゲットから商品
を探させることで、売り場の拡大まで狙った企画力。
【情報力とその活用力】＝道の駅という一見媒体となりえないと思われる場所を活用する能力。

■成果（その効果）　
　東北・北海道の道の駅で『初雪前線南下中！冬の安全運転啓蒙活動』を実施
　・東北から北海道地区の道の駅（10か所）で実施することで、媒体予算を抑えた。
　・安全運転啓蒙という公共性を押し出すコンテンツと共に、販促活動を展開。
　・ターゲットに意外性を提供することで記憶に残りやすく、そのターゲットが小売店へ問い合わせ
　　を行うことで、良い売り場の提供や面積の拡大を狙った企画となった。

事例1. サプライチェーン視点からのプロモーション思考
テーマ―東洋タイヤ「スタッドレスタイヤ」の場合
企業名：東洋ゴム工業株式会社

■依頼目的　既存の強豪ブランドがいる「スタッドレスタイヤ」市場での限られた販売促進

デザイン思考のステップ

○サプライチェーンでの川下へのヒアリングやリサーチによる現状把握。
　クライアントからの依頼内容の本質を現状から読み解く。
○売り場では強豪ブランドに席巻されており、販促活動はほぼ不可能。
　→小売店舗ではない場所での販促活動を企画。
○媒体は強豪ブランドで席巻されており、今以上の枠の確保が出来ない。
　→これまで媒体ではなかった場所での販促活動を企画する。
　→ターゲットの集積地を探し、どの様に接点を作るか企画する。
○媒体予算を抑えた、公共性のある販売促進の企画をする。
　→公共性の高いコンテンツとして情報発信を行う。
○各地域毎に一貫したキャンペーンを展開。
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■デザイン能力
【鋭い洞察力】＝ターゲットの飽きやすく動きの速い興味・関心を把握すると共に、従来の媒体と新
しい媒体の特性を見極め、時間的動きのある企画を練り上げる能力。
【情報力とその活用力】＝ターゲットの興味・関心を成長させながらゲームのファン化を促すため、
ターゲットの行動とゲームのイベントを組み合わせ、様々な媒体の特性を活かした点。

■成果（その効果）　
　検索広告から新聞のコラム、実際のファン向けイベントまで一体で連動したキャンペーンを展開
・ターゲットの興味や関心の変化などデータを基に、個々のコンテンツ（コピーやイベントほか）　
　やメディアを連動させ、変化させるキャンペーンとした。
・ユーザーがゲームに対しファン化するよう、ゲームと連動したイベントを開催するなど展開。ユー
　ザーと商品共に継続・発展させることができた。

事例2. 連続・循環型コミュニケーション
テーマ―セガ オンラインゲーム「ダービーオーナーズクラブ 」の場合
企業名：株式会社セガ（現 : 株式会社セガホールディングス）

■依頼目的　オンラインゲームキャンペーン

デザイン思考のステップ

○ヒアリングやリサーチによる現状把握。
　クライアントからの依頼内容の本質を現状から読み解く。

○ターゲットに合わせた媒体を探しだし、その特性を探る。

○シミュレーションゲームという商品特性と媒体をつなぐ方法を探る。
　オンラインゲーム内で完結させず、実際のイベント要素とつなげる。

○ターゲットの興味・関心の変化をデータ化し、個々のコンテンツや
　メディアを連動させ、商品力を継続的に発展させる企画を展開。
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■デザイン能力
【情報力とその活用力】＝自ら現地現物（海外のバーやプロのバーテンダー）調査を行うことで、実
感の伴うプラスキーワードを見抜く能力。
【客観的な検証力】＝自社の技術の洗い出しを行い、出来る部分と出来ない部分を製作工程から見極
め、必要な加工技術は外注し作り上げる能力。

■成果（その効果）　
自社の技術を抽出し得意分野に集中。他社との協業による製造工程を新たに構築した。
また、販路は企画者自身の高い IT スキルを活かし、バーテンダーとSNS等を通じて直販。行政支
援を活用したプロモーションを展開したことで、メディア等での PR活動につながった。

事例3　テーマ―海外販路開拓
企業名：横山興業株式会社

■目的　新規事業の開拓

デザイン思考のステップ

○自社技術の現状把握と海外販路を意識したフィールドリサーチ。
○自らが販路開拓を行うことを念頭に、使用者と価値観を共有でき、
　情熱を注げるテーマを探す。
○自社技術の「金属の研磨」に焦点を絞り込み、ターゲットを
　バーテンダーに設定。
○お酒が良く混ざり合う丁度よい研磨具合を実際に製作して実際に
　カクテルを作り、何度も試す。
○技術が固まった段階で、製品の製作を行えるネットワーク作りを行う。
○海外販路に合わせた商品名、営業ツールの作成。

48

4. 販路拡大手法
海外販路開拓 事例研究 3



横山興業株式会社の事業概要
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■背景
自動車業界のBtoBが営業活動の主軸であることから、今後の見通しが立ちやすいこともあり、早
い段階から新事業開拓を試みる必要があった。

・タイへの進出。（既存事業の横展開）
・金型メーカーとの技術提携。（自動車以外の分野を開拓）。
・自社商品開発。（ B to C 事業への展開）。
・トヨタピラミッドにおける位置づけ : 開発部門を持たず客先の図面にて生産するメーカーである。
　（自社位置づけ）ことから、自社では図面をひくことができない課題があった。

新規事業を興す為には外部事情、内部事情両方を見据える必要がある。
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・社長を始め社内経営陣に説明するために、企
　画書を作成し提案する必要があった。
・自社商品開発に取り組むための最大の課題は、
　「何をつくるか？」など考えたことがなく、　
　意識転換を図る事にあった。

■上記の経験を踏まえて【Step1共感】

・自社内での全行程製造を諦める。―自社内ではこれまで部品製造のみを行い、商品化のための全行
・程製造は無理である。
・自社工場内を自らくまなく回り、技術面 (力 ) で何ができるか調べてみた。
・従業員に作業を聴く度ごと、生き生きとした表情で語ってくれ、技術ポイントが見えてきた。
・そのストーリーが面白かった。

初期に取り組んだ試作開発

・自社防犯フェンス製作。自社技術だけでは採算性などの面から製品化は困難。
　特に、これをどうやって売るのかについては問題であった。
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■取り組むべき新商品の抽出【Step2問題定義】

■新商品の試作【Step3創造 +Step4プロトタイプ】

・自社の技術ポイント「金属を研磨すること」を “付加価値” とした。
・自分の目で売場を歩いて「トレンドは何か？」調査。
・この仕事（新しい商品のリサーチ・企画すること）は孤独な作業。行う人は気持ちが折れない情
・熱を持てる人材や対象であること。

「試作品 1号　日本酒タンブラー」
・ステンレス製の長いコップを短くした試作品をバーに持っていき使い勝手を聞いて見たが、良い
評価は得られなかった。

「試作品２号　カクテルシェーカー」
・バーテンダーの方と話し合いながら日本酒だけでなくカクテルシェーカーで試してみることとなり、
実際に製作。研磨効果により、「カクテルの仕上がりがまろやかになる」ことが研磨によるデータ
解析からも実証できた。

事業として開発を本格的にスタート
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■事業化までのプロセス
　【step3創造→step4プロトタイプ→step5 テスト→step1共感と繰り返す】

・既存の商品を研究する。…国内外のバーに行き徹底的にヒアリング実施。
・海外では10～20人のバーテンダーを抱える規模のバーがある。国内では、バーテンダーが1人で
　20個ほどのシェーカーを所有しているケースもある。（市場規模のリサーチ）

・1月～ 4月の間、社長を交えての試飲会を開催。
また、国内外のバーの違いなどを確かめるためフィールドリサーチを実施。

・市場規模から海外需要を考慮し、海外基準に沿わ
せ、容量は大きめ（国内サイズは小さいため）の
　サイズとした。
・グローバルネーミング「BIRDY」は、研磨の “削る”
“減らすこと” をイメージし、誰もが判るゴルフ
用語から「バーディ」と命名。

・名刺は、ヨーロッパサイズにして名刺入れに入る
ようにした。―これらは、リサーチによって考
えた。
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・“step4 プロトタイプ” にあたる試行錯誤の試作段
　階では、コスト圧縮のため、デパートで購入した
　既製品を加工しテストした。

・企画･コンセプトを社内でしっかり固め、デザイ
　ナーは、図面もグラフィックも手がけられる人を
　選び効率を図った。

・先にリサーチをしっかりしておいて試作段階を短くするようにした。―試作費用低減。
・自社の強み「内側研磨」(コア部 ) は内製で、他は “アウトソーシング”。
　目的は良い物を提供することにあり、自社内で全てを賄うことではない。
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■成果（その効果）
　売上げに占める割合は少ないが自社の得意技術を生かした新規事業の起点を作ることができた。

・明確なビジョンを持って、日々の地道な営業活動
を積み重ねることがブランドづくりの基礎となる。
・開発を進める過程で、様々な方々からアドバイス
をもらうが、１番良いのはターゲット（バーテン
ダー）に意見を聞くことである。
・日本製という切り口だけでは高価格帯・高付加価
値の製品は売れない。ターゲットを意識したストー
リーのあるブランドづくりが重要である。

・取引先、地方自治体や銀行の見る目に変化。「がんばっているなぁ！」
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資料編

Ⅰ. ワークショップ体験

ワークショップのやり方
ワークショップ体験
　1. 個人ワークによる発想トレーニング　
　2. グループワークによる発想トレーニング
　3. グループワークによる発想から「問題定義」と「戦略策定」

デザイン思考のプロセスの中で、発想することにフォーカスして、事例を基にワークショップを行っ
た。アイデアを膨らませる方法について個人的なワークからグループワークへ発展させ、戦略策定ま
でのプロセスを体験した。
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Ⅰ. ワークショップ体験
ワークショップのやり方 資料編

「デザイン思考家」になる前に･･･
「デザイン思考」について事例を交えて紹介してきたが、自らが「デザイン思考」を操るには常に
頭の中を「柔軟的」「創造的」に思考できるようにトレーニングすることが大切である。
「デザイン思考」では、質にこだわり過ぎず、たくさんのアイデアを展開し、そこからコンセプト
に沿ったアイデアへと集約していく。

アイデア出しのポイント

アイデアを出すやり方には、個人で発想する方法と複数人で行うブレーンストーミング、KJ 法が
あり、いずれも、リラックスした環境で、1 つのアイデアを考えすぎないように短時間で行うこと
が重要。複数人で行うアイデア出しも最初は個人で発想したアイデアを持ち寄ると効果的である。

発想法自体は昔からある手法であり、どう進めていくか？、柔軟性を導くための環境づくりが
大切である。

個人発想
アイデア

個人発想
アイデア

個人発想
アイデア

個人発想
アイデア

グループ発想ワーク
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Ⅰ. ワークショップ体験
ワークショップのやり方 資料編

良いアイデアを出すためにはコーディネーターの役割が重要になる。

重苦しい環境の中では良いアイデアは生まれない。場所を変えたり、音楽を流したり
して、雑談を通じて場を演出することも大切で、誰か一人が知識を引けらかす講演会
のようになってしまってはアイデアの発展は見込めない。
全体を進行するコーディネーターがデザイン思考家として、会議・打ち合わせなどの
全体をデザインして行く必要がある。
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Ⅰ. ワークショップ体験
ワークショップ体験1. 個人ワークによる発想トレーニング 資料編

ワークショップ体験１　テーマ　―「スマートフォンスタンド」を考えよう！―

■目的
　個人で発想するトレーニング。
　ターゲットを設定し、思いつくアイデアを言葉や文字にしてアウトプット。

サムネイルスケッチ
（アイデアメモ）

アイデアメモ

■発想のポイント
・1つのアイデアに決めつけず、たくさんのアイデアを出す。

後の工程で、アイデアをまとめたり、様々な視点から選定する際に多様
な可能性から解決策を見つけることが出来る。

・ターゲットの行動、使い方、物の製造過程などを深く観察する。
人気投票などの一般的な効果測定ではわからない「気づき」を得るため、
深いリサーチを行い、関連する事柄周辺にまで気を配る必要がある。

・アイデアは絵だけで表現するのではなく、文字や図式などを用いて、具体的にする。
アイデアは絵を上手に描く必要は無く、使用シーンや操作方法、製造過
程、材料など様々な情報を自分なりの方法で具体化していく事が重要。

・アイデアメモには、日付、場所、名前を明記する。
アイデアをまとめたり、選択する際の判断材料の一部となる場合がある。
また、知的財産の観点からアイデアを保護する意味でも重要となる。

■受講者の感想
・小規模事業者への発想力の促進に役立つと感じた。
・苦手な作業で、何をすればよいか分からず苦痛でした。
・手を動かす作業が楽しかった。
・他の人のアイデアは、自分では思いつかないアイデアばかりだったので、取り入れて豊かにしたい。
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Ⅰ. ワークショップ体験
ワークショップ体験2. グループワークによる発想トレーニング 資料編

ワークショップ体験2　テーマ　―円頓寺商店街の未来を考える！（那古野エリアの発展）―

■目的
　グループワークで発想するトレーニング。
　他人のアイデアに自分のアイデアを拡張させてアイデアを膨らませる。
　グループをまとめるコーディネーターの役割についても考察する。
　

■発想のポイント
・アイデアの適切性を精査せず、色々な目からアイデアをふくらませる。

「出来ない」「時間が無い」等、アイデアを出す段階で否定すると広がら
ない。多少脱線する位まで広げることで可能性の最大化が図られる。

・ターゲットの行動、使い方、物の製造過程などを深く観察し、情報交換をする。
専門分野が異なる人同士の場合は特に有効。違った分野から観察し、そ
の情報を共有することで、新しい気づきが生まれる場合がある。

・類似アイデアをまとめたり、分解したりしてキーワード化し、関連したアイデアを出す。
複数のアイデアをまとめたり、部分的に取り出すことで、新しいアイデ
アのヒントを見える化する事ができる。

■受講者の感想
・積極的な意見が色々出て有意義な体験ができた。
・アイデアを出し合う作業は新鮮で、奇抜なアイデアに触れることが良かった。
・今回の講座はワークショップが重要な要素と思うので、もっと時間を割いてもよいのではないか。
・グループワークの手法が参考になった。
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Ⅰ. ワークショップ体験
ワークショップ体験3. グループワークによる発想「問題定義」と「戦略策定」 資料編

ワークショップ体験3　テーマ　―海外販路開拓のアイデア―

■目的
　グループワークで発想したアイデアをまとめる。
　類似アイデアをまとめたり、分解したりしながらアイデア同士の関係性を見い出し展開。
　グループをまとめるコーディネーターの役割、姿勢についても考察する。

■発想のポイント
アイデアを最初から絞り込まずにグループメンバーの話を聞く。

最初からゴールを設定しすぎると、アイデアが一つの方向性に傾き、
一般的な方向性になりやすいので、多少の脱線にも気を配る。

・グループ化したアイデアの連続性や相関性に着目する。
アイデアのまとまり同士を線や矢印などでつなぎ、関係性を探る。
グループを動かし、方向性や連続性を探る。

・関係性をキーワード化してまとめる。
関係性を見える化する事で、戦略のヒントや問題の本質が見えてくる。

■受講者の感想
・いろいろな人の意見を聞け、テンションUPしたグループワークとなった。
・他業界の方の考え方等が参考となった。
・まとめ方についてのアドバイスがもっと欲しかった。リーダーにかなり削られてしまって残念。
・会場の雰囲気作りの大切さを感じた。
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資料編

Ⅱ. 強い味方の意匠・商標

意匠・商標の必要性、どのような時に利用すべきか、どのように申請するのかなどを解説。

講師
菊地拓哉　特許庁審査第一部意匠課 係長
特許庁に出願された工業製品のデザイン（意匠）について、意匠権を付与するか否かを判断する「意匠審査官」。特許庁
入庁後、建築・土木用品などの意匠審査を担当。現在は審査業務を離れ、国内外における意匠出願動向の調査や意匠制度
の活用に関する調査研究などに従事している。
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Ⅱ. 強い味方の意匠・商標 資料編
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Ⅱ. 強い味方の意匠・商標 資料編
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Ⅱ. 強い味方の意匠・商標 資料編
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Ⅱ. 強い味方の意匠・商標 資料編
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Ⅱ. 強い味方の意匠・商標 資料編
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奥付

事業主体：中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
　　　　　〒460-8510 名古屋市中区三の丸二丁目 5番 2号 
　　　　　TEL 052-951-0597　FAX 052-961-9885

企画運営：株式会社国際デザインセンター
　　　　　〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 18番 1号 
　　　　　ナディアパーク・デザインセンタービル 6階
　　　　　TEL 052-265-2104　FAX 052-265-2107

発行 : 平成 28年 2月

「デザイン思考」活用講座解説書　
セミナー資料再構成・解説 :
　　　　　伊奈史朗 / デザイナー（公社）日本インダストリアルデザイナー協会正会員
　　　　　杉野実 /  M1_Project デザインプロデューサー　 
　　　　　林英史 / 株式会社国際デザインセンター
 
 
本書の無断転載、複製を禁止します 

本解説書をまとめるにあたって
・3 回シリーズの講座に参加いただいた皆さんは勿論のこと、初めて読まれる方にできる限り講座の内容が理解
　していただけるように、概論と詳細に分け、セミナー資料（講師のスライド）を一部再構成し、解説文を添え
　る形式を取りました。
・取り上げた事例は、当地域のデザイナー、プロデューサーや企業（団体）の実例を用い、現在注目を集めている
　「デザイン思考」に沿わせ、そのプロセスを細分化し解説しました。
・個々の事例のクリエイティブを尊重しながら一つの様式にまとめることは大変難しいことでしたが、講演者、な
　らびに、本書の編集にご支援を頂きました皆様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。
・デザイン思考（デザイン・シンキング）を知って、経営や事業開発に活用いただければ幸いに思います。

株式会社国際デザインセンター






