
東日本ブロック09年度事業　連続フォーラム
第8回　報告 

日時：2009年10月24日（土）第1部13：00～14：20　第2部14：30～18：00
会場：JIDAギャラリー　30名参加
主催：JIDA2010ビジョンクエストを推進する東日本ブロック委員会主催

第7回の訪問編［財団法人工芸財団］の話題を受けて、第1部と第2部の構成で、改めて
懇談の場を設け、かつて公的な所にいた方々が、今、どのように考えているかをお聞き
しながら、私たちは今、何をすべきかを話し合いました。
3時間半に及んだ第2部については発言抜粋の形で報告します。

第1部　「工芸ニュース」の編集に携わって　　　　　渥美浩章氏　産工試OB 

第1部はJIDAが所有する150冊と、宇賀洋子会員が所有する戦中戦後の貴重本が展示さ
れた中で開かれた。編集に直接携わった渥美浩章氏が1時間40分にわたって記事写真、
年表などと共に説明した。技術とデザインの関わりを重視し、図面、工程など詳細な記
述に力を入れた編集方針、少数精鋭
の体制、人間工学の啓蒙、レイアウ
トの工夫、特集号への変遷などが具
体的に語られた。また、ポストモダ
ンデザインをリードしたソットサス
が「モノに取り憑いた意味をはぎ取
りたい、記号を一切はぎ取りたい」
と言っていたというエピソードなど
も紹介された。ICSID‘73KYOTOの
報告で最終号となったが、「休刊」
という言葉に一抹の望みをかけたと
言う編集者の気持も述べられた。

　「工芸ニュース」を背に語る
　　渥美浩章氏

第2部　懇談　　　　　　　　
テーマ・まず今日の会での「デザインとは何か」を互いに話し合おう
　　　・今のデザイン教育に欠けていること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出席者
渥美浩章　東北芸術工科大学デザイン学部名誉教授　工芸財団理事　産工試OB　
岩井一幸　東京家政学院大学人文学部名誉教授　　　　〃　　　　　　〃
堀田明裕　元　千葉大学工学部デザイン工学科教授　　〃　　　　　　〃
浅香　嵩　デザインスタジオ　トライフォーム　　　JIDA理事長

フォーラムタイトル
「工芸ニュース」を囲みながら
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大倉冨美雄  大倉冨美雄デザイン事務所　　　　　　　　 元理事長
國澤好衛　産業技術大学院大学教授　　　　　　　　　　 会員
司会・佐野邦雄　桑沢デザイン研究所非常勤講師　　　　 会員

司会：始めに工芸財団の資料から財団の主旨について書かれた文を紹介します。
「今日、デザインは環境問題、情報化、産業のグローバル化などさまざまな問題への対
応を課題として抱え続けながら産業と社会の時代要請に応じて多彩な展開を見せていま
す。大学や企業ではデザインを歴史文化の視点から考察する、工学の視点から方法技術
を提起する、企業戦略の一環としての企画開発に踏み込むなどさまざまな立場からの研
究も展開されています。しかし多彩な展開を見せる一方で、それぞれの取り組みが分化
し、根幹となる視点があいまいになっているとも思われます。

工芸財団の活動を存続そして展開することの理由は、工芸指導所以来の研究と啓蒙が生
活や社会の将来次元の「あるべき姿」を考究し、産業技術、関連科学そして歴史文化、
社会制度などさまざまな問題との関係を総括的に考えて「為すべきこと」に取り組むこ
とを使命としていたことで、それは今日そして将来も必要とされると考えるためです。工
芸財団はデザインや産業工芸そして関連科学をこのような視点に立脚して研究、啓蒙す
る組織として活動を展開していきます。ご関心のある方々の積極的参画を希求しており
ます。」とあります。

この主旨は私たちの認識と全く一致するものであり、問題を共有するものと考えまし
た。

今日は始めに「デザインとは何か」について、ご自分の感じていること、考えているこ
とを披瀝して頂いて討論の土俵作りをし、その次に「今のデザイン教育に欠けているも
の」へ進みます。多くのデザインシ
ンポジウムでは最後になって「デザ
イン教育に問題あり」で終ってしま
うことが多いので、今日はテーマを
いくつか用意したのですが「デザイ
ン教育」を前へもってきました。
懇談という形ですのでザックバラン
にお話頂ければと思います。

テーマ‒1：デザインとは何か
堀田明裕氏：「生活における要求・問題を発見し創造的に解決する」

いつもデザインの話をしながら、最後になって皆デザインの定義・概念が違うので、全
く違う話をしているのではないかと。千葉大にいる時、国際会議で色々な人を呼んだの
ですが、終りかけた頃、どうも何か違う、最初に互いに定義しないでディスカッション
するから。
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何故そういう混乱が起きるか。ベテランの人は読まれたと思うのですが、「デザイン辞
典」というのに山口昌伴先生かな、いろいろと整理されて書いている。

๏「造形的創造」－－グッドデザイン。基本的には「格好いいんじゃない」という
感じですね。

๏それから製品。使われ方とか、（今は廃棄の仕方まで入りますが）要するに
「良く考えられているか」。Well。これは形については関係ない。デザインは総
合学的な話だから、良く考えられているのではないかと。格好はそれほど美しく
ないけれども。

๏3番目に「今までなかったデザイン」。新しい材料の開発とか生産技術の開発。
例えば一般的になりますけど、プラスチックが出来た時は、それまでの材料とは
違う、初めて、今までこういうのはなかったという、そういうもの。ここでは何
と言いますか、いわゆる「構想的創造」と言いますか。

๏それからもう一つは「デザインの対象」です。もののデザインに対して、例えば
「お祭りのデザイン」。皆さんはデザイナーですが、やはり地域へ戻ったら地域
の住民です。「盆踊りするけどデザイナーなんだから何か面白いこと考えて下さ
い」と。その時にポスター描くとか、「もっと子供たちが参加して」とか、要す
るに形にならないデザインの対象の問題。これが「モノとコト」を兼ねたもの。
これが抽象的な対象。こういうものをすべからく総合する。

三つのレベルと言いますか、これが（真理の追究ではない）デザインをディスカション
する時の整合性。こういう考え方がありますよという。これが是か非か、これは側面に
よって色々評価が違う。とにかく色々の見方がある。そういうものが出せることによっ
て、デザインの定義というものをある程度、共通の言葉同士のツールになるのではない
かと。そんな風に思うわけです。

デザインのそういう本質的な属性をどう記述できるか。そういう話をしないと、（売る
とか売れるとかではなく）基本的なデザインを、要するにある種の言葉でコミュにケー
ションする。言葉によってちゃんと定義が出来なければ正確なコミュニケーションは出
来ない。デザインは社会的な活動ですから。だから芸術家の「僕の考えが分らなければ
分らなくていいよ」とは違う。自分の考えていることを、社会的な活動の中で第三者に
伝えていかなくてはいけない。そのためには、先ずは言葉をきちんとしなくてはいけな
い。今は、混乱というか、そういう問題があるのではないか。色んなデザインの側面に
共通するもの。
これが私の定義です。（板書）

「生活における、ユーザーの要求・問題を発見し、それを解決するための創造的思考作
業、あるいはその結果」。

私は教育の場にいたから、こんな定義をしました。学生に「先生のデザインて何な
の？」と聞かれた時にこう答えている。今日ここにいる皆さんは一国一城の主ですが、
私の授業なりゼミでは、こういう概念で言っています。だからそれに照らしてデザイン
を理解してもらい「この定義に参照して下さい」と、そういう言い方をしています。

一つは「生活」って何？ですね。生活をどう見るか。それともう一つは「ユーザー」、
使用者とか。建築では生活者とか居住者とか、マーケティングでは顧客。ユーザーの要
求の問題がある。要求には二つのレベルがあり、マイナスレベル－－これは分り易い。
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私は人間工学会で「使い難さの研究」というのをやったのですが、O先生という人から
「使い易さの研究」をしましょうと話された。そうすると要求の問題が、マイナスをゼ
ロにする要求と、ゼロを更にプラスにする要求の問題を発見することになる。それを学
生にやらしたのですが出来ないわけです。要するに「問題発見能力」が全然ない。
課題で、この問題をやりなさいというと皆いわれた通りにやる。だから「問題を自分で
見つける、発見する能力を」と言いたい。デザインの定義の問題になりますけど、発見
する、何を発見するかによって、解決する方法なりプロセスが全然違うということなの
です。その発見能力を色々評価しなければならない。

「デザインとは目的と形を統一す
る、ある意味を持ったプロセスであ
る」というのがありますが、プロセ
スと言っているけど、結果であると
は言っていない。
「このデザインどうなの？」という
時に、ディスカションする時に、基
本的にはこれを作ってきたプロセ
ス、思考で何が発見されて何が解決
されたか、それによってこのデザイ
ンは良いとか悪いとか、そういう話
になると思うのです。

岩井一幸氏：「社会が変わっているのにデザインが変わっていない」

僕は千葉大の意匠科を出ました。その頃、小池新二先生の授業を受けていたのですが、
エスキモーが獲物をとる時に造形するという話があったんですよ。あそこはデザイナー
を教育する所ですよね。まあ、そういう教育を受けてきましたけれど、そうじゃないん
じゃないかと思ったわけです。それで、今でいうインターンシップで工場へ行ったわけで
す。工場にはまだデザインセクションがなくて設計部でした。その時、「学校で一体何
を習ったのだ」と思ったんです。他の人と対抗できなかった。だって小池先生は忙しく
て来ないし、山崎先生は文人的なことを言われるし。何をやったら彼らに対抗出来る
か。図面は綺麗だし発想はきちんとしている。これはもう、まともに勉強しても駄目だ
と、その時分ったんです。

そんなことがあって、これでいいのかと。それで産業工芸試験所へ入っちゃったんです。
ところが試験所の人たちは勉強しないと言ったら怒られるけど仕事をしない。僕の部長
は明石一男さんでしたが、入って2ヶ月位の時に、「こんなに勉強しなくていいのか」と
文句を言ったんです。そんなことがありまして、東大生産技術研究所の建築の池辺研究
室の助手に行きました。その時は建築とプロダクトデザインやっていましたから、建築
の図面は描いているわけですよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

何故そうなったかというと、池辺陽という人は住宅を主にやって、工業開発をやったん
ですが、実はその時は工業化の問題をやるためではなくて、自分達がモノをやるに際し
て、もう少し上のクラスから見たらどうなるかということを見るには、住宅がいいだろ
うということでした。それなら行ってもいいだろうという話で行ったんです。
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そうしたら凄いことが分ったんです。IDの人（僕はIDの教育を受けたのだからIDの人）
は作り方とかは分るのですが「生活」というのが全く夢だということが分った訳です。
建築の人は生活が分るんですよ。先生を含めて。こういう中はこうだという議論をする
わけです。それで私も段々生活の側からデザインの問題に入って行こうとなってきたの
です。それで4～5年やりました。生活者側から建築界にどう向くかという立場です。

僕は今、家政にいるのですが、家政の人たちもやはり「家政村」があるのです。ここに
いる人たちは多分「デザイン村」です。デザイン社会。そういうスタイルで閉じている
のだと思います。僕は人文学部長をやったのですが大変でした。だって、他の文化の価
値観を持っている人を評価したりしなくてはいけないわけですから。デザインだけやっ
ているなら分るわけですよ。だから実際のデザインの世界というのは、そういう世界な
んですね。モノの世界はそうなんです。しかし、デザイナーの方がやっているデザインだ
けではない、ということが段々分ってきたわけですよ。

例えばその典型はファションデザインです。ユニクロが出来て1万円位あれば若い子が自
己表現が出来る。そういう時代になってきた。だから先ほど、堀田さんが生活に向けて
のユーザーのと言ったけど、それはやはりデザイナー側の発想ではないかと僕は言いた
いわけです。僕は基本的にはデザイナーがモノなり色々なことをやっているのを受けて
いる方の、社会が変わって来ているのに、デザインが変わっていない。要するにデザイ
ン学校が変わっていない。はっきり言えばね。

僕は学校でデザインを教えています。家政学部の学生ですけど。何て教えているかとい
うと、先ほど堀田先生の例で言うと、僕も生活に向けてと言っていますが、生活世界の
モノの話なんですよ。
これは小池新二先生の影響があるのですが、小池先生はどこからかというとウルム、バ
ウハウスですよ。バウハウスはそういうことを狙ったんですよ。それを受けているから。
この間、向井周太郎先生が、「デザイン学－－思索のコンステレーション」で書きまし
たが、あの中にちゃんと彼のことを書いているのです。そのことについて。

僕も全くそうだと思う所もあるわけです。デザインの世界というのは、とんでもないも
のが出てくるんですよ。何でこんなものが、というのが出てくる。
だからそういう意味で、やはり基本的には、まあ確かにデザイン村なんだけれど、その
中でどうやるかをやはり考えないと。これからのデザインというのは中々難しいなあと
いうことで、学生に僕は教えているつもりです。

そういうことが全部かというと、まあ、いわば「情報化社会」と同じように「デザイン
化社会」になって来たんですよ。誰でもデザインの時代になって来たのです。イラスト
レータとフォトショップを使えばソコソコ見れる。僕の学生の頃は「綺麗に塗れるのが
デザイナー」というのがあった。今は、そんなのは問題にならないわけです。素人が
ちょっとやればパッと綺麗になるし。だからやはり「デザイン化社会」になってきて、
素人もデザインに参加する。その中でどうやって一段上へ行くかと。それは感性だとい
うのが今のデザイナーの流れではないかと思うのですが、果たしてそうなのかなという
のが一つあるのです。

だからデザインの定義をしろと言われたら、それはもう「モノの世界全部がデザインの
対象であり、その中の、デザイン村でやってますね。」ということだと僕は思います。
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それはデザイン教育も同じです。「デザイン教育」－－そういう人達が一つのグループを
作っているわけです。だけど実際のモノは全然違う人達が作っている。

工芸ニュースの最終号に東京女子大で教えていた先生に書いてもらいましたが、「文化
人類学と家政とデザインは似ている」と言ったのです。何かというと「総合」だと。そ
れをバラバラにしたら分らなくなる。それが今、家政ではバラされているのです。しか
し、家政学は総合だからと言って頑張っている人達がいます。ところが問題は「総合
学」をどういう風に構築するかです。ないのです、これが。デザインも同じだと僕は思
うのですが、なんとかこれをしなくてはいけないと。総合学をどう教えたらいいか。

昨年、家政学会で「家政学の将来」というシンポジウムを学術会議で開いた。僕はポス
ターとして参加した。しかし、来たのは25・6人でした。そこに来た一般の人が「こう
いう面白いテーマだから盛況だと思って来ましたが」と、そして「これ聞いても家政学
の未来は見えませんね」と。

全くデザインもそうだと思う。デザインと言っても「職能としてのデザイン」は、それ
なりに分るけど、「デザインの世界」がどうなるのかと。他の人が見たら分らない。現
に学生がデザインをどう見ているかですよ。自動車ショーがあったって「自動車ショー
は知らない」と。自動車が今あれだけ駄目になって来た。あれはこれからもずっと続く
と思いますよ。こういうやり方をしていたら。

要するに若い人達が興味を持つ未来が描かれていないのです。だから家政学も未来がな
い。デザインも未来はどうなるのかと。明日のことは皆さんやっている。家政学もそう
です。明日のことは一生懸命やっているわけです。しかし、20年後はどうなっているの
かと。実はこれを卒展でやらしたんですよ。そうしたら皆描けない。アンケートやった
り色んなことをやったけど描けない。同じように、デザインの定義も物凄く変わって来
ているのだと思います。専門家だけではなくて、捉え方が。そういう意味で僕はデザイ
ンというのは、モノの世界全部ですと。それはこの議論ではないよと言われればこれで
おしまいですが。

しかし僕は、それでは未来はないんじゃないのと。要するにデザイン世界は全部ある
と。ファッションではとんでもない、こんなのあり？という位になっている。多様に
なっているんです、価値が。デザインの多様性、価値の多様性。専門の中では多分、価
値は大体それなりに決まっているだろうが。だけど僕はそのへんは非常に疑問に思う。
これはまあ、ここで言っては岡目八目ですが。僕は今デザインをやっていないから勝手
なことを言っているわけですが、デザインをやっている人は多分こんなことを言ってい
ませんし、必死になって稼がなくてはいけないし。しかし僕は、デザインの世界はそう
いうことだと思う。

僕の教えていることの最後は「それを住民運動として街の中でやりなさい」と。そこま
でがデザインの問題ですと教えています。解決しただけでは駄目ですよと言っている。何
故そういうことを言うかというと、デザイナーがやっているデザインにイチャモンをつ
ける人になりなさいと言っているわけです。おかしいことが沢山あるよと。新宿駅へ
行ってみろと。書体が全部違うじゃないか。電車の色だってメチャメチャ。ドイツへ
行ったらあんなことないですよ。日本人は頭はいいわけです。地下鉄の改札口、上へ行
く矢印、横へ行く矢印。何で都内で私鉄とJRが違うのか、矢印があるのにお前、頭がお
かしいって。そういうのが沢山世の中にあるよと。イチャモンをつける運動をしろと、
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そうならなくては駄目だよと、それを教えている。デザインだったらそれは商売になる
わけだからね。

要するに「パブリック・ドメイン」という考えが全くない。例えばサブウェイからメト
ロになったでしょう。田舎の人が都会へ来て、サブウェイがメトロになったら入口が分
らないじゃないの。それに対してエンドユーザーの意見なんて一つも聞かれてないです
よ。作る側の意見だけでやられている。これはデザイナーの責任とは言わないけれど
も、デザイナーはデザインしている
わけでしょう。だからやはり、そ
ういう所に心を配るデザインを。
僕はエンドユーザーも全部のデザイ
ンだと捉えていて、そういう風に教
えています。だからデザインという
意味では、そこまで運動しろと。
そこまでやらないとデザインは苦
しくなるよと。これはもうここの
議論じゃないよと言えばその通り
ですが。

渥美浩章氏：「モノゴトを形創る」、姿をイメージ出来ることに特長

私は「デザインとは何か」という標題が与えられたら一目散に逃げることにしているの
です。昔、森政弘さんというロボット工学の先生が、モノゴトを定義しようとすると、
その定義に使う言葉を定義しようと、またその言葉を定義すると。これはきりがない
と。でも何となく収斂させて何となく了解する。言葉というのは曖昧で揺れ動くもので
すから大体納得できれば良い程度のものでしかない。工芸ニュースの編集をやってい
て、色々本を読んだのですが、「デザインの何とかは何である」という本は、真剣に
なって読みませんでした。頭があっちに行ったりこっちに行ったりするだけのことに
なって。

唯、たった二人だけあって、一人がハーバート・A・サイモンと言う人の「デザインの科
学」です。これが一番マクロなデザインの定義です。要するに「あるべき姿」それから
「為すべきこと」です。ドイツ語のザインseinとゾーレンsollen。ザインは存在、ゾーレ
ンは当為。あるべき姿と為すべきことを考える、つまり構想するわけです。考え出すわ
けです。そのこと自体は一番マクロで、サイモンは他と違って全部入れてしまうわけで
す。音楽から何から。政治のデザインということも言っているのです。

デザインの定義は夫々のフィールドで違うと思います。だからJIDAはJIDAでやはりこう
いうものという定義があるだろうし。但し、製品科学研究所では明確な定義はありませ
んでした。私は、デザインとは何かという時、対象から入っています。目的があるから
方法があるわけです。先ず、対象とするものは何か。サイモンに言わせれば音楽であれ
ば－－ということも可能なわけです。目的、方法そして価値。価値の問題は、私どもは
公的機関にいましたからやはり「安全・健康・快適さ」です。将来を見越して価値の問
題を非常に大切にして例えば「身体障害者のデザインをやらなければならない」と。価
値は社会的な価値。これには「倫理」も入っているのです。
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私は大学では「広い意味での造形」「モノゴトを形づくる」ではコトも入ると言ってい
ます。つくるは「創る」で「モノゴトを形創る」としています。
早稲田の文学部でも良く言うのですが、「早稲田でも色んなことを考えるでしょう」
と。しかし、形創るということは描きださなくてはいけない。描く力。何故デッサンを
するのか。他の学部では言葉を物凄く大事にするが、やはり「姿をイメージ」できるこ
とに特長がある。もう一つ言えば「他者に成り代わって」デザイナーはやっている。い
わゆるサービス産業ですね。

価値の問題がどこかにあって、組織体によって違う。企業の価値、産業工芸試験所なら
試験所の価値。時代によっても変わる。
モノゴトを形創るといってもどういう所に力を発揮するのか、アスペクトとレベルの問
題で。どのシーンでどの空間でやるのかによってモノゴトを形創ることは変わってく
る。思考も変わってくる。

サイモンと、もう一つは林周二の「現代製品論」です。要するに対象の話なのですが、
方法も入っています。人間が作り出す「人工物」をプロダクツと言っている。「人為的
な生産物」ですから農産物も入るのです。システムも入る。その中味は生物学アナロ
ジーです。生物の生態学、生物の分類学、生物の進化論、生物の高次元化。その高次元
化論が今、段々生活の中で実体化している。昔は糸を買って来て家で紡いで織っていた
が、今は買うようになった。魚も今は自分でさばかなくても売っている。次元が高次元
になっている。30年も前に書いた本ですがその通りになっています。一番上に書いてあ
るのは「生活システム」です。私たちはモノ作りをしているのですが、デザインもある面
ではシステムという部分に攻め入って行かないといけない。そういう人達が必要になっ
てくるということは確かです。

浅香嵩氏：「最終の成果物の問題を解決するためのベストを探る」

普遍的なデザインをどう定義するか、どう考えるかについて、これからを含めて議論が
あったと思うのですが、私自身はデザインを語る時にはどうしても自分のやってきた30
年の歴史と＋αがベースになります。職能としてのデザインを通して関わって来たので、
その中での過去、現在、未来ということをお話した方が良いと思いました。1970年に会
社に入り、最初に所属したのが設計でした。開発部の中にデザインと設計があり、その
設計で、とにかく勉強しろと言われて工場へ足繁く通い、量産のための図面を描かされ
たりして、学校で学んだこととは違うレベルで1からやるという経験をしました。

ですから自分自身のデザイン観は多分に図案とか意匠という所から離れた所でデザイン
業務に関わりましたので、これがデザインに対する見方、工業デザイン、プロダクトデザ
インに関わる見方の、一つの考え方を形成したのかなという思いはあります。モノに対
するこだわり、作り方とか材料、生産の合理性、市場に出て行くときの問題、そういう
与条件をベースにしたデザインを志向せざるを得なかったというのが、私の歴史的な意
味でのきっかけになっています。
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その後、縁があり3年間ウルム（ドイツ）のデザイン事務所で仕事をしました。最初は一
生懸命、絵を描いていましたが「お前は旨いけどウソを描いている」とさんざん言われ
ました。ハイライトを描きこんだりするとコテンコテンに言われました。「レンダリン
グなんて何だ。こんな光はどこから出てくるんだ」と。向うはともかく工房でモノを
作ってしまう。具体的なモノでプレゼンテーションすることに馴れている。アメリカ風
のメソッドとドイツが培って来たやり方との衝突があったわけです。しかし2年目くらい
経つと「ちょっと描いてみてくれ」と、彼らも否定しきれないことが出て来たんです
ね。
そうした中で、デザインというのは表現する、表現手段のことを言っているのではなく
て、最終の成果物の問題を解決するためのベストを探るというか、それを目ざして汗を
流して来たのだなと感じて来ました。今はドイツのデザイナーは意欲的で、アートセン
ター以上にスケッチを描く人は山ほどいます。

この前、工芸財団を訪問した時、ソリューションとイノベーションと言いました。イノ
ベーションは革新とか先進という訳しかないのですが、ごく最近良い事例が出ました。
先週ダイソンが羽根のない扇風機を出したのです。そして今、研究しているのは水の要ら
ない洗濯機です。それはエコを含めて新しい技術、新しい考え方によるものです。そこ
にデザインが入り込むことによって、全く新しい世界を創ることが出来る。それがイノ
ベーションです。

先ほど工芸ニュースを見せて頂きながら凄いなあと思ったのは、確実に世の中は進んで
来ている、その時その時で。例えばデザインと技術の良いコラボレーションとか、そう
いう成果を見せて頂いた。しかし、途中からなにかデザインが無くなって行くという
か、フェイドアウトしていくのを感じてしまいました。凄く技術に寄っているとか理論
に寄っているとか、当時はそういうことが重要だったのだろうと思うのですが、もう少
しリアルなデザイン、デザインプロフェッションに対して、ものの考え方や作り込みの仕
方を紹介するとか、それはそれでやって行く必要があったのではないかと思いました。
そういうものが一方にないと、こちらでデザインのアクセルを中々踏めない、踏んだら
いいけどハンドルをどっちに切ったらいいのか分らない。そういう所で（工芸ニュース
と私たちは）補完関係にあったのかなと凄く感じました。まあ、自分達自身が今、持っ
ていないことに対する問題意識があって、そういうものを作りたいという意欲がJIDAの
中でも現にあります。

先ほど言いました最終的に何をということですが、自分達プロフェッションの造形、仕
事、考え方は最終的には造形を通じてというのが多々だし、そのものだと思いま
す。JIDAに参集しているフリーランスの（インハウスの方もそうだと思うのですが）殆
どの方が現場でそういうことをずっとやってきた。それがここに来て大部変わり始めて
いる。フリーランスとしてもそうですが、デザインの広義の意味の計画とか設計そのも
のとか、そういうものが世の中から大部要求されるようになって来ています。
「計画」でいうと、製品開発の川上の部分で、もっと色んなことを協力して欲しいとい
う要望が現にあります。「設計」では川下でデータ作りをデザイナーとして関わって欲
しいと。ここにお集りの方も相当数やられていると思います。いずれにしろ、絵を1枚描
いて渡しておしまいという仕事は相当なくなっている。プロフェッションの様態が変
わって来ているという現実があると思います。

私はここで断定的に「私の考えているデザイン」を定義しろと言われても中々難しいの
ですが、今までの流れの中でデザインの実態をプロフェッションとしてデザインの実体
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を捉えることによって、次のステッ
プへ繋がる何か通底するもの、そ
れぞれに共通するものがあるだろ
うと。この辺を自分の課題とし
て、JIDAの課題として考えていき
たい。

大倉冨美雄氏：「新しいアイデアを提供できる、個々の才能をもつ人は残る」

私も工芸ニュースで育った組で、ただ懐かしいという問題ではないですね。これはもう
身に沁みています。

結論的なことを言うと、今の時代変化の中で「デザインの時代」は来たと。私の理事長
時代からそう言ってきましたし、その時代は来ています。
それを我々は「上手く説明できていない。」ということが大きいと思うのです。どうい
う意味かというと、今日のフォーラムでもそうだけど、例えば行政の人、国会議員と
か、あるいはメディアの人はいない。デザインについて、こうだろうああだろうというこ
とは、もう何百回もやってきた。その中で言っていることは正しいと。問題を外に向け
てどう広報をして、どうやって一般市民や行政や政治家にも、「デザインの時代になっ
ているのだ、デザイナーのやっていることの概要とはこうだ」と理解させることが今、
重大な課題なのです。それが中々出来ない。なぜ出来ないのかというのが「デザインと
は何か」の標題でもある。

産業構造そのものが今までとは変わって来ている。そして、その中での経験と体験で
育って来たデザインでは成り立たない、ということが先ずあるということですね。どう
いう風になって来たかというと、「作る」ことはご承知のように、国外シフトが大きく
なっていて、日本人の持っているスキルやモノ作りのエッセンスをどうやって国際的に
生かして行くかが残っている。それが一つ。
もう一つの問題は、「デザインの本質」はノウハウですから、どういう格好で経済シス
テムの中に乗せるか－－ということを我々自身が語っていないことです。

どういうことかというと、我々の多くはエンプロイヤーだったので、勤めることがイ
コール食べて行けるという、そういうことを考えていたんですね。
ところが国際的に見ても日本のケースは非常に特殊な国だったわけです。これからは
段々国際的になるのですけど、その中でプロフェッション・職能と言うものを糧にし
て、「プロフェッションと経済」つまりお金の稼ぎ方の問いの繋ぎが出来ていない。こ
のことは結果としてデザイナーが育たないということに繋がる。で、この辺を上手く仕
組んで行けば、「デザインの時代」が来たということになるんですけど、なっていな
い。

ということは、持つものは持っている。資質や素質は皆良いものを持っているのに関わ
らず、それを表現する場がない、ないどころか評価もされない。メディアに載ったもの
が先ず評価されるということになっているのですけど、そういうことではない時代は
はっきり来ているんですね。どうしたらいいかは、それは今、頑張っているJIDAなどの
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仕事になるのですが、このところで我々は一つ「時代の変化」をはっきり認識しなけれ
ばいけないということです。

ちょっと話が違うけど、先ほど私は建築もやっていると紹介されましたから、それに関
連することを一つ。今、一番新しい問題は何かですが、国土交通省辺りが行政サイドか
ら「設計」とか、そういうのをどんどん難しくしてしまい、実際の設計の内容で勝負す
ることが難しくなってしまっている。それを追っかけで出来るのは大きな会社、つまり
ゼネコン。それと大手設計事務所でないと対応できないわけです。どうしてそういうこ
とになってくるかというと、コンピュータ時代で3次元CADを上手く使って行くと、設
計の最終段階までフォロー出来てしまう。フォロー出来てしまえば戻ってくると、それ
はまたお客様にも説明しやすくなるし、見積りも出るということで、今のコンピュータ
の異常な発展の中で大手企業はどんどんコンピュータに力を入れて、コンピュータを軸
にして設計者や回りの人を育てる格好になっている。

そうなると組織とか技術では出来ることがあるのだけれども、一番残ってくるのは「新
しいアイデアを提供する、個々の才能」を評価して、そこから提案して貰う、そういう
人達は残って行くわけです。そういう時代が見えて来ている。

それは「デザインの時代」が来たということだと思い、そのことを前から主張している
のですが、実際に経済のシステムの中で動かす人、それを理解する政治家、あるいはお
金を使って支援してくれる人、そういう人がいなくては出来ない。そのことが今問題な
のです。持っているものは物凄くいいものを持っている。日本人は逆にそこに気がつい
てこれからやって行かないと、日本の立つ位置はないと、そう考えます。

私がこの考えになったのは、以前10年イタリアにいたのですが、向うで、何でこんなに
日本と違うのだと闘って来ました。イタリア社会は個人を中心にしてきた国であって、
日本みたいに組織の中にある個人ではありません。全くシステムが逆さまです。その中
で、何故かと思いながらやって来て、やっと、その残ったものが、「個人の資質」で闘
うしかないという結論を得たのです。それが今、私から見ると「デザインの時代」が来
たという意味です。とりあえずデザインについては以上です。

國澤好衛氏：「今日のデザインが求めるもの － 3つの様相」

今日のメンバーの中では若いということになります。余りこういうところで話すことは
ないのですが、議論の参考になればと思います。実は私は東芝に30年近くいまして、そ
の後、教員になったのです。30年のうち、デザインセンターにいたのは僅か10年位で、
残りの20年は全く違うことをやっていまして、真中の10年間はコンセプトエンジニアリ
ングに関する組織で、社長直属の部門を作って加藤久明氏（元JIDA会員）と一緒にやっ
ていました。最後の10年はマーケティングセンターみたいなところにいました。

教員をやるきっかけは、5・6年前に東京都に新しい高等教育機関を作る委員会が出来て
そこに呼ばれ、それが縁で首都大学東京にインダストリアルアートというデザイン系の
新しいコースを作った。作った後2年位したら、今度は専門職大学院をまた作ると。じゃ
あそちらのお手伝いをしましょうと。今はそちらに籍があるわけです。
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もう一つは「これからデザインが、何が出来るか」と色々やっているのですが、例えば
東京都とか港区とかいろいろ行政との繋がりが出来てきまして、特に力をいれているの
は港区のデザインポテンシャルをどう生かして行くかという取り組みです。これはかな
り凄いことです。実は港区には45,000位の事業所があるのですが、それを全部精査した
ら、通常の産業統計でいうデザイン分類では「ウチはデザイン事務所です」と言ったと
ころがチェックされるだけですが、いわゆるインハウス的な企業というのは皆、隠れて
しまうのです。そういうのも全部洗い出して行きましたら1割位が「デザインを競争力」
としている会社ではないかということが分ったのです。それも比較的バランスが良く
て、プロダクトや、ビジュアルデザインやメディアデザインや都市デザインが混在してい
る。この大きなポテンシャルを、地域とどう関わりを持たせるか－－をやっています。
その実験が上手くいけば、デザインがもっと身近に地域のおじいさんおばあさんにも、
ご理解頂けるものになるのではと考えています。

三つあるのですが、かいつまんでお話しします。
一つ目は「デザインの資源を経営にどう生かすか」という議論の中で、今まで出た「工
芸ニュース」との関係でいいますと、1953年か5年頃、真野善一さんが「工芸ニュー
ス」に、松下のデザインをこうして行きたいという論文をお書きになって、それを拝見
した所、私が入った東芝のデザインもそうですし、今も余り変わっていないのですが、
つまり、インハウスの歴史が50年あるとして、50年間、真野さんの思想と余り変化がな
い、殆ど変わっていないという実感があるわけです。で、加藤さんと議論した中では、
そうではなくて「企業におけるイノベーション力が上流から下流まであるとすれば、デ
ザインが真中辺で機能しているものだったのだけれども、もっと上流で機能することが
可能ではないか。それからもっと下流で機能することが可能ではないかーという話に
なって、一つはコンセプトエンジニアリングという新しい機能として、デザインの力を
経営に生かして行く方向へと。

もう一つは、生活文化研究所という形で、生活者に一番近い所でデザインの問題を捉え
て行くと。これをやって、そういう意味でデザインの機能は少し裾が広がった。これは
多分、真野さんが書いていない所だと。そういうことをやってきて、その中でまとめた
のが配布した資料＊です。そんなことを考えているというのが一つです。

＊資料：今日のデザインが求めるもの（デザインの様相について）
デザインの変化は、3つの様相として捉えることが出来る。

Phase 1：かたちの操作
　　　　　形態言語の操作による審美性の追及
　　　　　形態、材質、色彩の構成によるユーザーテーストの可視化
Phase 2：システムやプログラムとユーザーとの関係の再構築
　　　　　コンテクストの創造と新たな価値、経験、行為のデザイン
　　　　　インタラクション、コミュニケーションのデザイン
Phase 3：社会システムを文化的視点から再編集
　　　　　多様な領域を総合するソリューションコンセプトのデザイン
　　　　　未来の予言としてのデザイン
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二つ目の、学校の設計の話は、今更デザインの学校をどうするのかというのがあったの
です。東京都には高等教育機関がなかった。都立工芸みたいな学校があったけど、その
先がないわけです。だから東京都としてはある種の一貫性が必要だということと、知事
の周辺でも多分そういう発想があったと思うので、それで首都大学という新しい大学を
統合する時に一つの柱として作ろうと。
その後、観光という切り口で新しい学校が一つ出来ていますけれども、そういうものを
作るきっかけになった。

その時に議論したのは、三つの柱を作りましょうと。「プロダクト系」と「メディア
系」ですね。これはどうしても産業構造と関わり合いがある。もう一つは「プロモー
ション」。先ほどお話がありましたように「どう語って行くか、説明して行くか」とい
うこと。そういう価値をどう広めて行くか。あるいは、そういうものをもっと広く「編
集」して行く役割り、そういったものが必要だと。
それを三つの柱にして、この3本で15のスタジオを作ってスタートしたのです。
これは学部から始まって、大学院が2010年から始まるわけですけど、一般的なデザイン
教育とそんなに差はないかも知れない。それは入ってくる人の問題もあるかも知れない
し、ないかも知れない。

それとは別に専門職大学院を作るというのは、社会人の能力をもっと高めるために、東
京都の学校ですから、東京都の経営・運営に活きる人材をどう育成するかという議論の
中から始まっていて、最初はシステムエンジニアを作りましょうと。高度なエンジニア
を。その次に高度なモノ作り人材を作りましょうということで議論し、エンジニアリン
グと感性デザインを融合した、広い意味でのデザインプログラムを設計して、そこでコ
ンピテンシー（実行能力みたいなものですが）を高めて貰おうと。そういう取り組みを
していました。

（正しいかどうか分りませんけど）エンジニアは、やはりファンクションに関心があっ
て、ファンクションを組合わせて作って、それがある種のモノになって、結果としてあ
るビヘイビアが起こるというような、そういうプログラムだと思う。
それに対して、デザイナーは、どちらかというとビヘイビアから入って、ストラクチャー
を考えてアクションを起すと言う、だから、この両側からのアプローチを上手く理解し
て貰うような仕組みを作らないかということです。

三つ目の行政との関わりについて、港区は先ほども申し上げたように、かなり資源が
眠っているのだけど地域の人は殆どご存知ない。例えば、六本木商店街をデザインと
アートで活性化しようというテーマが出来た時に、商店街の人達は、デザイナーといっ
てもよく分らないわけです。色々やったら周りにとっても素晴しい機関や人達がいるこ
とが分ってきた。例えば商店街のロゴマークをJAGDAに頼んでという単純な話なんです
けど。あるいは「麻布十番まつり」のポスターは有名なデザイナーがやっています。あ
れも地域にお住まいのデザイナーの知り合いの方でという形で。そういう繋がりがもっ
と必要だなと思います。

だから単純にプロダクトとかグラフィックとかメディアとか建築とか、そういう風に捉
えずにクリエイターというクラスターをもうちょっと育てることと、それからそれを地
域との関わりの中で関係性を上手く作って行く。だからワークショップとか実験、そう
いうものを今後色々やって行こうと思っています。上手く行くかどうかは分らないけれ
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ども、失敗してもいいか
ら、とにかく地域の人と
一緒にモノ作りをするよ
うな場を計画したいと
思っています。

司会：ここで、ご参考までに会場から会員の野中宏親さんが永年かけてまとめた「デザ
インの定義」がありますので、簡単に発表して頂きます。

野中宏親氏（以下の文は配布資料から抜粋）
最も一般的な解釈と考えられる「狭義の意味のデザイン」についての定義です。

・デザインの定義（狭義）
　　デザインとは、実用目的をもつもののあらゆる造形活動において、目的の
　　機能を与えるための美的、創造的計画表現である。そしてこれを具体的に
　　実現するための考え方や、諸活動を含めるものである。
・デザインの本質と合目的性の基本
　　デザインの本質は、常に道理に基づいていなければならない
　　デザインの本質は、物のもつ本質を偽ってはならない
　　そして、その目的に合致していなければならない
　　デザインの本質は、常に善意でなければならない

テーマ－2：今のデザイン教育に欠けていること
堀田明裕氏：「基本的に、自分たちの職能のミッションが分らないまま」

昔は教養学部があったが今はなくなってしまった。そうすると高校出てすぐ専門教育に
入るわけです。そうなった時に本当にその教養というのはどうなのか。そういう話が先
ずあるわけです。その前に「教養って何なのか」という話をしなくてはならない。教養
は三つのレベルで一般的に言われているわけです。

๏何でも知っている。何でも良く知ってるとよく言うでしょう。何々博士と　
か、物知り博士とか。これも教養の一つだけど非常に重要なことだと。この場
合の博士は「何でも博士」。漢字博士とか。
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๏もう一つは「学問の基礎」という意味のがあります。ある学問をやる場合の
「基本的な知識」。例えば英文学をとるのに英語を知らなかったら。ある学問
をやる場合の「基本的な知識」。これを教養という言い方もあります。

๏3番目は、自分の専門を離れて、自分の職能を批判できること。批判できる
力。これが教養。

かつての高等教育の中の話では、（教養学部は今でも東大に残っているのだけど）。要
するにそういうものをやった上で専門教育に入る。アメリカでは例えば、ハーバード大
学ではデザインスクールとかロースクールとか、ビジネススクールとか、そういう風に
なっている。ところが日本ではそうじゃない。入ったらすぐテクニックとか、なんだか
んだとやるわけです。
そうすると自分でやっても何のために、要するに基本的に、自分の職能のミッションと
いうのが分らないわけです。あげくの果てに「売れるために私たちはやっている」なん
てぬけぬけ言う輩がいっぱい出てくる。そうじゃない。社会に本当に良いのか。その中
で自分の職能がどういう力を発揮するのか。あるいはどういうプラス・マイナスの波及
効果を及ぼすのか。この辺の能力がなかったら、デザイナーでなくても出来る。

だから、日本の工学系の若い人たちは、（全員とは言わないけど）価値の問題、文化芸
術の問題が何か、が分らないわけですよ。だからそういう教養を先ずやらないと。「い
いデザイン」「本当の生活とは何なのか」とか。「価値」とは何なのかとか、そういう
ことがクリティック出来る力がないデザイナーが多い。　　　
今の世の中はデザイナーが儲かるデザインばかりじゃないですか。　　　　　　　
というのが私の意見です。
そういう形で、皆さんの職能の中で、やはり自分達のミッションは何なのか、社会的な
団体としての、個人としての使命感とは何なのか、そのところをディスカッションす
る、あるいは勉強する、そういう洞察が大事ではないか。

岩井一幸氏：「教養」－「総合」をどう教えるかという話がない

デザイン教育に関しては言いたいことが沢山あるんですけど、私は今デザイン教育（狭
い意味のデザイン教育）にタッチしていませんから、いくらでも言えるわけです。
先ず、今出た「教養」を受けてですが、日本の政権が民主党に変わりました。しかし、
あれは変わらないんですよ。何故かと言うとあれは東大の教養学部なんです、あの人達
は。東大の教養学部は全部違う分野の人がゼミをするんです。2年間の間に。だから建築
の人が哲学をやったり、経済に友達がいるわけです。皆、互いに電話かけてやっている
んです。本当はデザインこそそれをしなくてはいけない。そうしたいんですよ。

昔、学校にいた時は吉岡道隆先生でした。先生にどうして九州芸工大は何故単科大学を
作ったのですかと聞いたわけです。何故かというとICSID（国際インダストリアルデザイ
ン団体協議会）教育セミナーの結論は、総合大学を作るということだったのです。小池
新二先生も含めて。総合大学で教養をやった上に専攻大学を作るというわけ。ところが
九州芸工大はそうならなかった。僕は吉岡先生に「なんで」と言ったんですけど。まあ
色々事情があったのでしょう。それで、いわゆる「芸術工科大学」は皆、そうなったの
です。
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やはり、総合大学は教養なんです。「総合」をどう教えるかという話がないんです。今、
僕は大学にいるのですが、実は他の大学の評価というのがあるのです。図々しく行って
見るのですが、皆、教養はオマケです。いきなり専門の演習がザーッと並んでいる。こ
れで本当のデザインが出来るのかという疑問を持つ。その意味では「教養」についてど
う教えるかということを少し議論した方がいいと思います。
その意味で、JIDAも狭いアレでやっていることは絶対ないと思います。

僕は森政弘先生と研究をやったことがあるのですが、先生は「分析」に対して「合析」
したのです。まとめれば分ると。とにかくまとめてみると、そうすると分るよと。一個
一個は分析なんですね。だけど全体として先ず見てしまう。だから僕は卒論なんか、学
生にいきなり目次を書かすのです。今考える範囲でいいから、あなたの総合を全部書け
と。そういうやり方をして、それで位置づけてやって行くやり方です。ですから、その
意味でデザイン教育の中に「総合」があるかと。今は各々個別に分れてしまっている。

今日はここにデザイン学校の皆さんがいるけど、学校では今、コンピュータ、図面、こ
れを自分達で自由に使えるようになっていない。コンピュータは学部の教室じゃないで
すか。すぐ出来るわけではない。専門学科では完璧に揃っていないとウソだと思います
よ。アメリカの大学では自分がやる時にあそこにパソコンがあってこっちにはあれが
あってと、そうなっている。日本のデザイン教育はそういう意味ではグローバルに対応
できていない。今、アメリカの大学に色々聞いてみると、物を作っている、とにかくモ
デルを作る。こんな馬鹿でかいモデルを作るそうです。日本のは小さいでしょ。そので
かいのを先生がバカバカ壊す。ここが駄目だからと言って。建築でもモデルを作れば分
る。以前、東大の生技研へモデルを持って行って構造の大先生に見せたら「ウン、これ
揺れるだろ」と、それでおしまい。よく分ったんですよ、ピン接合だったから。

だから「総合」を教えるには「演習」みたいな形しかないだろうと思う。「スタジオ」
システムです。アメリカは24時間使えるそうです。コンピュータも全部そろえて。そう
いうことでしか、デザイン教育というのはちゃんとした物は出来ない。だから、今のデ
ザイン教育は、半分は教養をやっておけばいいと思っています。基本的にデザイン教育
をどうやっていくのか。エリート教育をするのか、教養教育になって行くのか、その辺
はきちんともう少し議論した上で、JIDAのような職能の中でのミッションを議論して欲
しい。

そういうことをしないと、僕らからみると、エンドユーザーの立場から見ると、デザイ
ンはみんな同じです。要するに、デザイン教育というのは「徹底的に素人になる」こと
なのです。僕は基本的にそう思う。学生の時に何がプロフェッショナルかについて渡辺
優さん（JID会員）と凄い議論をしたことがあります。「徹底的に素人になる」ことで
す。だけど日本は専門性を持たない限り評価してくれません。どんな場合でも。だから
やはり全体の中からモノを見て行くこと、何かそういう中に位置づけないと。

たとえば小さな纏めみたいなのは出来ると思うのです。だけど僕はエンドユーザーの教
育をしていた立場から見ると、興味はありません。はっきり言って。
そういう意味では、森正洋さんの所は自分のところのデータを全部載せているのです。
ああいうネットワークをデザイン事務所が作って全部アクセスできる。いくら個人がい
いデザインしても全然知らないのです。だから、そういうものをプロフェッションの集
団がやったものが出来るのではないかと期待したい。一人一人がデザインやっていて
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も、どうにもならないと僕は
思います。　　　　　
今日はあんまり言うと殴られ
るからこの辺で。（笑）

渥美浩章氏：「デザイン教育
は一色ではない」構想表現
力、実験デザインを重視

私は産業工芸試験所で編集をやっていて、その後東北芸術工科大学というデザイン学校
の開学をやらせて頂いたのですが、東北の地は工芸試験所が仙台に出来たという歴史が
あります。私はまっさらな大学で真っ白いキャンバスでカリキュラムを作れる－－とい
う誘惑に駆られて行ったのです。

私が何を考えたかというと、これは戦略的な意味と、それからもう少し真面目な意味と
二つあるのですが。
先ず日本の「デザイン教育」というのは二つに分化しているのです。いわゆる工学系、
理学系の大学、たとえば千葉大、筑波大も中身を見るとこちらかなあ。一方は、武蔵野
美大、多摩美大のいわば美術系大学。芸大はまた異色ですから。そういう時に東北の地
に他の大学にないものをと、つまりデザイン教育というのは一色ではない。これこそが
デザインだという方程式みたいに解く問題ではありませんから。

そして、先ほど堀田先生がお書きになられていた「創造性」に着眼したのです。「創
造」だと。東北にはいわゆる発明大学の東北大学というのがありまして、本学は「創造
力」で行こうとなりました。実は開学2年目位から試験問題が違うのです。「構想表現」
と言っています。（板書）

「包む」という言葉がありますが、「あなたはこの言葉から、社会に向けてどのような
デザインの提案ができますか」というのを2時間でやらせる。大学の入試課からは怒られ
ました。これでは併願が出来ないと。大抵の入試は構成とかデッサンをやるでしょう。
千葉大とか筑波大は、まあ勉強の方が中心です。何を狙ったかというと、実は「文章
力」を見たのです。「何をあなたは考えているか」で、「包む」という言葉からパッ
ケージを考えた人はどうももうひとつ。「家庭の愛を包む」は二重丸。つまり、たった
一つの言葉から、彼らのナイーブな感性で、どうやっていくのかと、これでかなりつか
まえることが出来ます。構想表現力という言葉を使い始めました。

もう一つは「基盤教育」といって原点に帰れと。東北だから原点はやはり手仕事です。
とにかく木を削り、叩き、こうやってやるんだということを2年生前半までやります。同
時にコンピュータをやり、それから専門教育に入るのですが、ただもう一つ、この大学
が面白いのは先ほどの「教養教育」、いわゆる「リベラルアーツ」ですが、リベラル
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アーツは大学開校の前の開学だったものですから、記号学、文化人類学、インド哲学な
ど何でもあるのです。それで専門をとらないで、そちらをとってもいいという大胆不敵
なことをやっています。

そういう特異なことをやっていますが、他に特色のあるのでは「実験デザイン」という
のを私が作りました。これは実際に試すのです。実はこのコースはプロトタイプでいい
と。完成品は求めない。提案しなさい。課題は自由に決めなさい。感性が豊かで、その
豊かな中でどういう目を持っているのか。それを取り出す。精神が多感な時しか出来な
いと思います。卒業したら企業の中でやらなくてはならないことが山ほどある。精神が
多感な時代に彼らが自分を発現しなくてはならないわけです。デザインというのは堀田
先生が話されたように、何か問題を発見してそれを提起することが重要だと。その能力
が大事です。完成品までやると時間がかかるので、実験デザインではプロトタイプでい
い。実験モデルを試して試してぶっ壊してまた試す。そういう形でやったら、突拍子もな
いデザインが次から次へ現れてきました。

先ほど教養教育の話がありましたが、大学に入って来た学生にのっけから「デザイン評
論家かデザイン教師になったつもりで、自分はこれがいい」と着眼したものについて文
章を書かせた。1年にはエッセイを、2年にはデザインの解説記事を書かす。それで堀田
先生が言ったように「自分のことを客観視できる」、自分のデザインでも他者のもので
も客観的な言葉で、単に「私はこう感じた。いいと思う」ではなく、客観的に位置づけ
て何でいいのかを書かす。
4年間は本当に短い。卒業教育は2度やりたい。2回やると、モノを作ることの本当の意
味というのが見えてくると思うのです。

浅香嵩氏：「お前たち新聞読んでる？」から始める

私は4年制の専門学校でプロダクトデザインコースを週に1回教えています。もう20年で
すが、やはり悩ましいというか色々あり、今は過渡期にあります。
先ほど指摘されたように「総合」の部分をどうするか、専門コースの4年間でギチギチに
詰め込むわけです。とにかくコンピュータとか、スケッチだとか、モデリングの能力だ
とか、そういう所に特化している学校です。そうした教育が今後どうなって行くのか、
非常に自分自身も悩んでいる部分があるのです。

デザイナーがどういう形で仕事をしているのか、ということを考えた時に、多くの場
合、先ほど触れた通り与条件によるわけです。与条件はインハウスなら企画部や事業推
進部というのがあって、そこから企画が下りてくる。そのテーマについて最適解を提案
して下さいと。それは正に与条件であって自分で作るわけではない。いわゆるソリュー
ションをして行くと。「こういう条件の中で最適解を提案しろ」と。そういう仕事とい
うのが今でも大半だと思うのです。

これも先ほど指摘したように、そうではなくてデザイナーそのものが非常にイノベイ
ティブな部分があって、提案作業を一方では行なっています。そのイノベイティブという
のは、例えば「壁掛けテレビが欲しいな」－－これはもう私が大学にいた頃、正にそう
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いう話を皆でしていた。なんでブラウン管はこんなに長くて、こんなにわずらわしいの
か。日本家屋の室内には向いてないよねと。「絵」になるテレビが欲しいと。それが今
実現したわけです。
ダイソンの所から羽根のない扇風機が出たり。音楽は家で聴くもの、オーディオセット
で聴くものだったのが、歩きながら聴くウォークマンという道具が出現してライフスタ
イルを変えた。（これに対する功罪の議論は別にあると思うのですが、）そういう中で
与条件そのものをデザイナー自身がこれから提案して行かなくてはならない。そういう
時代にあって専門教育はどうなって行く必要があるのかなと考えてしまうのです。

先ず学生に「お前たち新聞読んでる？」という所から始めるんですね。1年の時。私が主
に受け持っているのは3・4年だけなんだけど。たまたま1年生に当る機会がある時はそ
ういう話をします。結局「教養」の部分が欠けている。何故教養が必要かと言うと「知
的好奇心」を更に高めるのが教養だと思うからです。
やはり、自分自身がデザイナーに特に向いているとか好きということと、前から好奇心
があるということは、デザイナーの資質として非常に重要なことだと思っていて、学生
にも求めているものです。世の中にある色んな現象について、何故なのか、どうしてこ
うなのかという疑問を持って欲しい。疑問が起きた時に「何故か」を調べる。その中か
ら色んな問題解決が見えてきたり、問題の違う側面の指摘とか、こういう方法だったら
状況を変えられるよね、という発想が生まれてくるのです。

ですから4年間ガチガチにやる中で、どこかでそれをサポートして行かなければならな
い。それに対して、新聞を読むだけで済むのかというジレンマが常にあるので、より多
くの研鑽を重ねるために現場へ行ってモノを見るとか、人の話を聞くとか、そういうこ
とを専門教育の中で取り入れるようにしています。その中から何かを見つけて欲しい。

それとやはり、こういう立場（理事長）にいると、これからのデザインを考えていく
時、デザインの実状が色々の情報が入ってきます。例えば、本当にインハウスでデザイ
ナーはそんなに要るのかなという疑問とか。皆さんも同じことを感じていると思うので
すが。ある会社のデザインセクションでは「毎日がコンペだ」という話を聞きました。
世の中に出て行くのは、僕がAというデザイナーだとすると、「BさんとCさんと一緒に
やりなさい」と言われる。しかし、夫々が出した3つのアイデアを製品化するなどという
ことは殆どない。それはフリーランスの仕事でも当然あります。どこかとコンペをしな
ければならない。社内でも最終的に製品化されるものは、10人の総意として出てくるの
ではなく、誰かの案を基本にして製品化しましょうというのが殆どだと。するとデザイ
ナーの多くの人って何をしているの？という話が一方であるわけです。

凄く悩ましい問題というか、デザイナーは本当にそんなに要るのか、というのはデザイ
ナーをどういう立場の人として定義するのかということに関連してくるのですが、クリ
エイターとしてその人が色んな段取りをして－－という考え方が一つあると思うのです。
現実の仕事で言えば、チームワークでやっとモノが出来ると、そういうケースは数多く
あります。一人では出来ないものがある。だからそれは仕組みでやればよいのですが、
例えば、日用雑貨品で技術者とか営業とか、他の人とのコラボレーションは当然あるの
ですが、デザイナーそのものが3人も4人もよってたかって、コップのデザインをするな
んて言うことはあり得ないわけです。

デザイナーが実際にこれだけ要るのかということを一方で考えていかないと。それを
はっきりやっているのは横浜にある産業技術短期大学校という学校で教えた時に、そこ
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は明確にモデラーを養成しているのです。プロダクトのデザインコースで。だからニッサ
ンとか、色々なモデル屋さんが就職先です。中にはそれをやりながら、やはり俺はデザ
インをやりたいと、そういう人も出てきて、そういう相談に乗ったことも多々あります
が。

本当にデザインの社会における位置づけは、やることがいっぱいあるのですが、製品作
りでは、これから省資源をどんどん進め、もっと使い込んで行こうという時代に、どの
位のクリエイターとしてのデザイナーが必要になるのかということを、非常に悩ましい問
題なのですが、デザイン教育の中の一方で考えて行かなくてはならない、大きな命題だ
と思っているのです。

大倉冨美雄氏：「専門性を除いてしまった大学院大学の新設」を提案する

皆さんの話でデザイン教育を色々実験されていて、「もういいね、」という位やってい
ますね。なんで問題かという時に、私は「入口の問題」と「出口の問題」で違うと思い
ます。入口は入学と教育システム。出口の問題は就職に関わる問題です。その二つを同
時には論じられないと思っています。現実に先生として教えている人は本当に悩んでいる
と思いますが、学生には夢を持たせなくてはならない。ところが就職の厳しさというの
は凄まじいもので、大体就職はできないというか、出ても本当に下請けの余り仕事しか
出来ないという現実がある。

そういう時にどういうことが起こるかというと、現場に入ってから最初の段階では色ん
なことをやる。それは学校夫々の考え方でやっていることなので、今お話を伺ったよう
に夫々いいことをやっている。それで、その実験の中である方向が見えてきている。そ
れはそれでいいとして、私は一つだけ付け加えると「言語能力」を磨くことが重要だと
いうことを言いたい。
デザイナーは多くの場合、言葉というものを軽視している傾向もあるし、美大系や工学
部では言葉ではなく、例えば数字を書くとかが多い。言葉で説明して言葉で納得理解で
きるということが凄く重要です。それはデザイナーの武器として、やはり教えて行かなく
てはならない。先ほどの浅香さんの「新聞読んでる？」に繋がるのですが、それは一つ
だけ申し上げたい。

それから「出る方」の問題が大問題ですね。先ほど私が申し上げた産業構造が変わって
きていることですね。大学の先生は感じているけれど、それをシステムに置き換えると
いうことでやるのですが。実際はこの問題は政治がらみです。だから政治と行政の中
で、文科省ですかね。そこの改革になるのでしょうけど。教育の問題がそのまま産業の
中に出て行く時、特に「就職」という格好で出た時に、就職しやすいようなシステムを
作ってあげる必要がある。この点はかなり問題があります。先に申し上げたようにソフ
トの評価が高くなっていて、その中に皆さんの話にあったように、夫々の専門分野では
なくて、総合的な教養の問題を重視し、その教養的な部分の拡大というようなことを。
それが経済の中の位置づけの中で、日本のソフト化の問題の中で非常に重要な位置を占
めているのです。
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つまり、生活の実感の中にあるものを形にしていくようなことをやる人に対しては、重
要な位置を与えて行こうという産業界あるいは国の施策制度というか、そういう中での
形がない。これではですね、あくまでもデザイナーは今のままでは下請けのままになり
ます。
このことをどうやって説明して、どうやって伝えて行くか、経済界と産業界、実際には
行政との闘いでしょうか、そういうことがないと新しくならない。

今回、幸か不幸か政変が起こりましたので、少しは分っている議員も出てきたのかなと
いう感じもあるのですけど、この辺りが重要だと思っています。

最後になりますけど、私としては具体的な方法として、例えば「学部、学科」のない、
むしろ専門性をはっきり除いてしまった大学院大学みたいなものを作ることを提案した
い。そういうものを作れば、それによって国も理解する可能性がある。そういう先見性
といいますか思いきった発想を教育審議会みたいなところで議論を重ねて頂きたいと。
そう思います。

國澤好衛氏：「4年制の学部では、真面目なデザイン教育なんて絶対出来ない」

専門職大学院は学生の半分以上が社会人で仕事をしているわけです。夜、学校へ来て、
昼間は仕事をしている。平均年齢は35才位で中にはかなり高い人もいるのですが、学部
から上がってきた人もいます。以前、学部教育をやってきたのですが大部中身が違う。
バックグラウンドが色々な人がいまして、プログラムとしては全く違うものになってい
ます。それとは別に、実は3・4年前に東京都がお金を出して、実務デザインを10年位経
験したデザイナーを対象にした教育講座を開校して、既に100名位の人が修了していま
す。

どうも学部はもう無理だなと僕は思っています。つまり3年次で「就職」なんていう話に
なると、もう、とてもじゃないけど真面目なデザイン教育なんて絶対出来ないわけで
す。だから私としては、やはり社会人をスキルアップするためのプログラムを真剣に考え
なくてはいけないと。
ですから何か仕組みを作って、5年から10年位経験した人が、もう一度勉強できるよう
な機会を、しかも気軽に勉強できる機会をつくることが絶対必要じゃないかなと最近感
じている所です。

司会：皆さん、有難うござい
ました。今日は長時間にわた
り基本的な考え方、デザイン
の実際、直面することなど多
角的に指摘され、問題の所
在、早急に為すべきこともか
なり見えてきました。まとめ
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は到底無理ですが、後日、記録を作成しますので改めてご覧下さい。
最後に、ご自分も産業工芸試験所に勤務され自称「官僚デザイナー」だったJIDA会員
で、工芸財団評議員の荒居廣さんからご挨拶を頂きます。

荒居　廣氏
城山三郎の小説にあるように、昭和30年代の官僚は燃えていました。通産省から「工芸
ニュース」が出版され「Gマーク制度」が施行され「海外デザイナー派遣制度」で多くの
若い人が各国で学び帰国して活躍しました。私はイギリスへ留学しました。
「国策としてのデザイン振興」を当時の官僚は考えていたのです。当時は未だコンピュー
タを知らない人が多かったし、福祉機器も産工試では早くから研究していましたが社会
の関心は低かったのです。
今は「福祉機器ショー」に1日何千人もの人が集まります。時代は変わり社会は変革の時
だと実感しています。それでは我々はどうするのか、デザインの戦略はどうすべきか、そ
うした状況の中でJIDAは何をすべきかという時にあると考えます。

追記：今回、会場からも「イギリスでは教養は高校の教育で既に終っている、身につい
ている」。「どうして？の学生がいない。そんな人に何故教えなくてはならないのか。
どうやって気持を植え付けるか」。「採用試験時にデザインのスキルではなく、如何に
自分の思いを言葉に翻訳できるかを見ている。知的好奇心は強い」。「手が全く動かな
い。でも雑踏の中でケータイ電話やメールをしながら歩いているのを見ると、獲得した
能力が以前と違うのではないかと思う」。「日本のデザインの発展は自分の人生とオー
バーラップしている。僕らの時代でインダストリアルデザインは社会的機能を持った
が、今、正にその時代が終わったのだ」。「学校でリハビリの訓練の道具を作っている
が、デザインは本当に役に立つ。今、デザイン教育は正に変わっている。現実の社会の
求めに対応すべきだ」など貴重なご意見を沢山頂きました。有難うございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（報告・文責：佐野邦雄）
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