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九州デザインガイドブック
令和２年度　地域中小企業における「デザイン経営」導入促進に向けた広報事業



　九州経済産業局では、2018年度から、企業の
「デザイン経営」導入をサポートする取り組みを
開始しました。
　2020年度には、改めて「デザイン経営」の意
義を問い直し、企業が自社の価値や未来につい
て、デザイナーとともに“見える化に挑戦”する「デ
ザイン経営」わからない宣言～そのままにしては
おかない４日間～プロジェクトを完全オンライン
にて実施しました。

　「九州デザインガイドブック」は、「デザイン経
営」に関心を持たれた企業の皆様が、まず何か
ら始めれば良いかを、プロジェクトの振り返りと
共にまとめたものです。
　当冊子が、貴社の「デザイン経営」導入への一
助となれば幸いです。

九州経済産業局  産業部  サービス産業室

長谷喜久一
小学生向けデザイン教科書
「デザインのすすめ方」
（１９６３年 ポプラ社発行）序文より
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デザイン経営とは デザイン経営導入を考える
経営層の皆様に理解頂きたいこと

経済産業省と特許庁は、『「デザイン経営」宣言』（2018年5月）の公表を皮切りに、企業のブランド
構築とイノベーションにデザインを活用し、競争力を向上させる「デザイン経営」を推進しています。

「デザイン経営」の導入には、

が必要であり、まずは経営層がデザインについて理解を深めることが重要です。

　「デザイン経営」宣言で使われている「デ
ザイン」という言葉は、色・形の美しさのみ
ではなく、企業が大切にしている価値や、そ
れを実現しようとする意志を表現する営みや
考え方自体の事を指しています。
　ともすれば表面的な色・形に目がいきがち
な「デザイン」ですが、そうした形で “見える
化” することは、その企業の成り立ち、顧客、
競合他社、強み、課題について等、企業を取
り巻くあらゆる事柄を整理し、分析し、編集
すること無しには実現できません。そしてこ
の、価値の見える化は、昨今の厳しい競争環
境の中で企業経営を行っていく上で、必要不
可欠と言えます。

　市場が複雑化し、大量生産・大量消費に支え
られてきた従来のビジネスモデルが通用しなく
なりつつある中で、顧客を中心にしてビジネスを
考え、これまでの発想にとらわれず、それでいて
実現可能な解決策を、反復・改善を繰り返しな
がら生み出すことが「デザイン経営」の本質であ
り、企業の規模や地域に関わらず、ニューノーマ
ル下においてその重要性は益々高まっています。
他方で、その導入・実践には様々な課題が横た
わっています。

〈出典〉産業競争力とデザインを考える研究会報告書
　　　『「デザイン経営」宣言』（平成30年5月）

〈出典〉我が国のデザイン経営に関する調査研究報告書
　　　『「デザイン経営」の課題と解決事例』（令和2年3月）

デザイン経営導入における８つの課題

① 経営陣の理解不足
② 全社的な意識の不統一
③ 用語・理解の不統一
④ 人材・人事
⑤ 効果を定量化できない
⑥ 組織体制・評価指標ができていない
⑦ ビジネスとの両立
⑧ 既存プロセスへの組込

①経営チームにデザイン責任者がいること ＝ 経営者がデザインを理解していること
②事業戦略の最上流からデザインが関与すること ＝ デザイナーが経営に参画すること

「デザイン経営」宣言より　

〈出典〉財団法人産業研究所「デザイン導入の効果測定等に関する調査研究」（平成18年3月）

　経営者自身がデザインの技法を習得することやデザインセンスを身につけることは必ずしも
必要ないが、誰よりもデザインの本質的な意味を理解し、経営における意義を納得しているこ
とが求められる。そのためには、読書、セミナーや講演への参加等、経営者自身がデザインに
触れ、知るための努力をすることが必要。

❶デザインを理解する

　デザインの導入には必ずコストが生じるものである。デザイナーへ払う対価はもとより、デザ
イナーのこだわりを実現するために、コストが予想以上にかかってしまう場合もあるからであ
る。しかもその効果を数字で測ることは容易ではない。それでもなお、デザイン導入を進める
ためには、デザインの価値を経営者自身が信じるほかない。すなわち、デザインの価値を信じ、
リスクを取る姿勢が経営者には求められていると言える。単に費用対効果的な発想からのみデ
ザインを捉えた場合、デザインの意義を納得させるのは難しい。

❷デザインの価値を信じる

　どんなに優秀なデザイナーであっても、デザイナー個人の努力だけでは商品を生み出すこと
はできないと認識すべきである。デザイナーのような社外の人間と働くことに慣れていない場
合、ともすれば「高いお金を払っているのだから凄いことをやってくれるのだろう」と過大な期
待を抱いてしまうことが多い。しかし、企業側がデザイナーに協力せず、品質向上や営業の努
力をしないまま、デザイナーに商品開発を丸投げしてもデザイン導入の効果は上がらない。「商
品にするのはあくまで自分達の責任だ」と言い続けることが、デザイン導入を成功に導く。

❸デザインの限界を知る

　デザイン導入の最初のステップで、自社の課題を知り、デザイン導入の目的を設定したが、
これを経営者自身の言葉で社内に宣言し、言い続けることが重要である。何故、デザインに取
り組む必要があるのか、何を実現したいのか、どのような方針で取り組むのか、を社員と共有
して初めてデザイン導入のための取組は進んでいく。

❹デザインに対する方針を明確にする

　何事も一朝一夕にはいかない。特に、これまでデザインに馴染みのなかった企業が、デザイ
ンに慣れ、使いこなし、効果を出すことができるようになるまでには時間がかかるものである。
社外デザイナーとスムーズにやり取りができるようになるのに2～3年かかることすら普通にあ
ることだと認識すべきである。また、経営同様、デザインに対する取組には終わりがない。少
しでも望ましいものへと進化させるための弛まぬ努力を続けることが求められる。

❺長期的な視点でデザインに取り組む
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課題解決に向けて

デザインは企業とデザイナーの共同作業

本当に豊かといえる暮らしの提供

幸せ感

顧客満足企業利益 社会貢献

売り手 買い手

世間

三方良し

接客・空間 アフターフォロー情報発信商品／サービス

デザイン考（NPO法人 FUKUOKA デザインリーグ）

成果が如実にでているデザインワークの裏には、必ずデザイン意識の高いクライアントがいて、それによりデザイナー
の力がより大きく発揮されるものです。価値共有できる両者の出会いが、お互いのデザイン力を高め、課題を的確に
解決していくことになると考えます。

本質問題 魅力

企
業

デ
ザ
イ
ナ
ー

課題を的確に判断すること
でやるべきことが見えてく
る。デザイナーとの接点を
通して企業のデザイン力は
増していく可能性が高い。

作り手・売り手側でありな
がら買い手（消費者）でもあ
る。 案件に対してど真ん中
で状況を把握すると同時に、
俯瞰的、客観的な考察も行
う。意識の高い企業により
デザイナーも大きく育つ。

現状や要望の把握、理念や
歴史など広く深いヒヤリン
グは必須。
要望に沿いながら、同時に
表面化していない本来の課
題の有無も模索する。

課題本質の解決方法の実現。
商品、サービスそのものは
もちろん、情報発信や提供
する空間、アフターフォロー
まで含む。

その商品、サービスを使って良かったという満
足感。その企業、店舗と関われることの充実感。
何より豊かさを実感できる幸せ感の提供。

その結果が「三方良し」をもたらすのが理想的。
商品やサービスの価値を高め、多くの人から支
持され、企業のブランド力もより強固になって
いく。

解決しなければいけない
問題の本質は何なのか。

伝えなければいけない魅力
の本質は何なのか。
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2018

2019

2020

「デザイン経営」をテーマとした３年間の取り組み
九州経済産業局による

九州経済産業局では、2018年度以降、「デザイン経営」に関する取り組みを通じ、
企業価値の再発掘、向上をサポートして参りました。

　「デザイン経営」宣言の理解促進と、企業における「デザイン経
営」導入促進を目的とし、序奏、実践の２段階形式のセミナーを開
催するとともに、企業等とデザイナーが連携して「デザイン」を活
用し、ブランド構築やイノベーション実現につながった40事例を
収集した「九州デザインファイル」を作成しました。

　「デザイン経営」の導入・推進を目指す企業とデザイナーとの連
携促進による企業価値の向上を目的とし、企業向けには「デザイン
経営」のパートナーを見つけるプロジェクト、デザイナー向けには
企業を救えるデザイナーになるプロジェクトを実施し、企業とデザ
イナーとの連携における課題や、双方の意識改革の必要性等を「九
州デザインストーリーブック」として取りまとめました。

　ニューノーマル時代において、企業が自社の課題や価値を再検
討・整理したうえでデザイナーと連携し、新たな事業創出や課題解
決に向けた取組みを進めることができるよう、完全オンラインの５
つのステップを通じて、企業とデザイナーをサポートしました。ま
た、企業とデザイナーの「デザイン経営」導入の参考書として発信
するため「九州デザインガイドブック」を作成しました。

■企業とデザイナーの協働を双方向からサポート

■セミナー ■企業とデザイナーの連携事例紹介

■企業の「デザイン経営」パートナー探しに向けたシステム構築

「デザインは経営の役に立つのか？」　
講師：HAKUHODO DESIGN　
　　　代表取締役社長　永井 一史氏

「デザインに役立てる哲学的思考
～本質観取とは何か？～」
講師：熊本大学教育学部准教授
　　　苫野 一徳氏

「イノベイティブな関係性をつくる
～大阪・メビック扇町の活動を通して～」
講師：クリエイティブネットワークセンター大阪 Mebic扇町
　　　所長・チーフコーディネーター　堂野 智史氏

「1万人の社外人材と共創する
オンライン商品開発手法Wemakeとは」
講師：株式会社A（エイス） 代表取締役
　　　大川 浩基氏

ベストマッチング実装に向けて

企業×デザイナーの協働とは

「デザイン経営」の理解と準備

平成30年度
地域中小企業のためのデザイン活用
促進事業

令和元年度
「デザイン経営」手法を活用した
地域中小企業等支援方策調査事業

令和2年度
地域中小企業における「デザイン経営」
導入促進に向けた広報事業
～「デザイン経営」わからない宣言
　　　　－そのままにしてはおかない4日間－～
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