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これまで著者たちは，ホンダのデザイン・マネジメントの段階には，①1960 年代におけるデ
ザイナー養成，②1970 年代におけるデザイナー活用，③1980 年代におけるブランド形成とい
う 3 つのフェーズが存在することを論じてきた 1)。これに続く第 4 のフェーズとして指摘する
ことができるのは，1990 年代におけるそうしたデザインの「場つくり」である。本稿では，こ
の部分を豊富な実例をマテリアルとしながら探っていくこととしたい。
1990 年代に入り，それまでの工業化社会から情報化社会への転換が急速に進み始めていた。
情報化社会とは，目に見えない「情報」に，目に見える「もの」と同等，あるいはそれ以上の
＊ 本稿は，長沢がプロデュースし，岩倉の大学院科目「製品開発論」および「特別研究」での講義と資料
に基づき，岩谷がまとめたものである。
1) これについては，岩倉信弥・長沢伸也・岩谷昌樹稿「ホンダに見るデザイン・マネジメントの進化(1)：
デザインの技術つくり」立命館経営学会『立命館経営学』第 41 巻第 2 号

2002 年 7 月，45〜67 ページ，

同稿「ホンダに見るデザイン・マネジメントの進化(2)：デザインの商品つくり」立命館経営学会『立命
館経営学』第 41 巻第 3 号

2002 年 9 月，1〜18 ページ，および同稿「ホンダに見るデザイン・マネジ

メントの進化(3)：デザインのブランドつくり」立命館経営学会『立命館経営学』第 41 巻第 4 号
年 11 月，31〜54 ページを参照。
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価値を認める社会のことである。
そうした社会においては，情報を選別し分析して，「新たな価値を持つ情報」として再加工
することが生産の主眼とされる。こうした社会の到来において，長年デザインに関わってきた
著者の一人である岩倉信弥（以下，岩倉）は次のように考えた。
何らかの目的を持った有用な「もの」をつくり，それらを活用し，その力を積み重ねること
によって社会を豊かにしようとするやり方，つまり機能と目的を最大限に発揮できるような「も
の」のデザイン，という考え方は古くなった。
こうした考え方に沿ってのみ行われるデザインでは，新しい社会に貢献することは出来ない。
「もの」が最大限の機能を発揮した結果，社会がどのような影響を受けるか，それが人の心
と生活を豊かにするか否かまでを見通したデザインをしなければならない。
クルマに当てはめるなら，それ自体の性能やデザインを優れたものにしようというやり方で
はなく，そのクルマを使って何が出来るかという可能性を探り，それを最大限に満たすクルマ
をデザインしようと考えるようになったのである。
世界はパラダイムの転換点にあり，企業に対して，提供する「物（モノ）」がどのような「事
（こと）」に結び付き，それがどれだけ人々の暮らしを豊かにできるかということが問われ始

めた時期であった。
自動車メーカーにとっては，人や物を効率良く移動させるというクルマの物理的機能を高め
るだけではなく，消費財としての，クルマの記号性を明確にする必要に迫られることになった
と言える。
情報化社会の消費者が，クルマに求めるものは決して高性能でも高機能でもない。現在の自
分の生活や将来の理想の生活，それに適合しその実現のために最適なクルマを求めるようにな
ったのである。
このような社会においては，人が選択し購入し所有する「もの（商品）」は，持ち主の生活，
性格，時として人生観までをも発信するであろう。持ち主自身も，これらを主張できる商品を
選択するようになる。無意識のうちに商品の持つ記号性を重視し，それを期待するということ
である。
ただし，こうした商品の記号性が，スムーズに伝達され認識されるためには，それを発信す
る側と受信する側が，同じ「場」を共有していなければならない。「人と人」「物と人」「自
然と人」の接触は，こうした共通の「場」で行われ，「もの」や「知識，情緒，意志」も，そ
こで生み出されるものである。
幾多の消費財の中にあって，住宅に次ぐ大きさと価格を持つ自動車は，社会に多くの影響を
与える。さらに，社会の様々な「場」に移動し，様々の「場」を創出することになるのである。
そうした場つくりが，クルマの新たな使命であるとされたのが，1990 年代のことであった。
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1991 年，本田技研工業株式会社（以下，ホンダ）の役員となった岩倉たちは，最高顧問であ
る本田宗一郎から，就任の祝福とともに，「頑張ってくれよ」という激励を受ける。
この言葉の響きに，新任役員たちはそれぞれに，卓越した彼の才能や強い意志といった力，
そうした威力を授かる思いであった。
本田宗一郎が倒れたのは，その数日後のことである。そして，再び起き上がることなく，一
ヵ月あまり後に他界した。これによって彼らは，本田宗一郎からの祝福の言葉を受けた最後の
取締役となったのである。
そして間もなく，日本はバブル経済の崩壊に見舞われたが，その後の厳しい状況を乗り越え
るのに，本田最高顧問からの「頑張ってくれよ」という一言が計り知れないほど大きな力とな
った，と岩倉は振り返る。
また，こうした状況の打開に彼が日々悶々としていた頃，社長であった久米是志が，品質管
理で悩んでいた若い時代，当時の副社長藤沢武夫からもらったものだと言って，「成功のヒン
トは過去の失敗の泥ん中にある」という言葉を与えてくれた。
彼は藁をも縋るような気持ちで，ホンダがそれまでやってきたこと，自分が歩んできた道を
振り返ってみたのである。
本稿では，こうした 1990 年代の初頭から中盤までにポイントを定め，この時期に置かれた
タスクグループ（4 輪企画室）2) の責任者，ならびにそれが発展した 4 輪事業本部での商品担当
役員として，ホンダのクルマつくりや商品戦略つくりに，彼が，いかにデザイン・パワーを発
揮したかを捉えることで，デザイン・マネジメント研究への示唆を引き出してみたい。

Ⅰ

「こと」の時代に向けたデザイン

1．明るく，楽しく，前向きに
1990 年，ホンダは，完成度の高い「ワンダーシビック」となった「3 代目シビック」（1983
年発売），世界からの高い評価を受けた「4 代目シビック」（1987 年発売）に続く，「5 代目シ

ビック」の開発にあたっていた。
開発チームの「ワイガヤ」の場に呼ばれた岩倉は，そこで若いデザイナーたちから，クルマ
の絵ではなく 1 本のビデオ・テープを見せられたのである。テレビ画面には，派手な音楽の流
れるリオのカーニバルが映し出された。
「今回の

シビック

は，これ（サンバ）でいきたいんです」

2) 商品，営業，生産，品質，コスト・収益の 5 人の企画メンバー（役員クラス，ただし岩倉以外は現場の
長を兼任）と，4 人の RAD（機種開発統括責任者），そして 10 名ほどのスペシャリストで構成された参
謀機能。この傘下には，現場に密着した SED の各企画室がつながっていた。
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若いデザイナーが言うには，これまでの「シビック」は，理詰めでつくられてきた，これか
らの世の中は，行き詰まって暗くなるはず，だから，理屈抜きでパーッと明るくやるべき，と
いうことであった。
このプレゼンテーションは，「初代シビック」が登場した時代（1970 年代前半）と比べて，
若者の暮らしがすっかり様変わりしたことを示している。つまり，20 年という時の流れの中で，
若者の主な生活の場が，4 畳半のアパートからワンルームマンションへと変わってきているこ
とを的確に捉えていたのだ。
こうして，サンバとワンルームマンションという，開放的でフレンドリーなイメージが，「5
代目シビックシリーズ」の基本コンセプトとなる。ホンダは，このクルマによって，「こと」
の時代に向けた対応を確実に為し始めたのであった。
そしてこのシリーズが発売されたのは，1991 年 9 月，つまりバブル経済が弾け，日本全体
に暗いムードが漂う頃である。そうした中，このシリーズは，サンバのイメージを持つ「明る
く，楽しく，前向きな」クルマとして，時代をリードし，その年の日本カー・オブ・ザ・イヤ
ー大賞に輝いたのであった（写真 1）。
また，この「5 代目シビックシリーズ」は，新設されたタスクグループの初仕事とも言える
クルマである。
彼は，このグループが，これまで進めてきた S・E・D（営業，生産，開発）に Q・B（品質，
コスト／収益）を加えた機能別と，日・米・欧・アジアという地域別の，何叉路もの，しかも立

体交差の真ん中にある，と感じていた。
また，現場は「今」を行なうところであるのに対し，ここは「先」も考えるところである。
「先」を考えるには「前」を知ることも求められるため，過去（前）・現在（今）・未来（先）
のいずれをも取扱うことになった。
過去から現在には，情報ルートの迅速な判断による交通整理を行ない，現在から未来には，

写真 1

明るく，楽しく，前向きさをデザインした「5 代目シビック」（1991 年発売）
写真提供：本田技研工業株式会社
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その交通整理から読み取ることのできる未来の在り方を提言することになる。
こうした「交差点のお巡りさん」のような立場が，この機関の役目であると考えていた。そ
うした立場が次第に，「こと」の時代において重要な役割を果たし出したのである。

2．「一つ心」のもとに
「シビック」とともに，ホンダ 4 輪の基幹車種という重責を担う「アコード」も，この時期
に，5 代目に向けたモデルチェンジの検討が始められていた。
世界中のエキスパートが集まった最初のミーティングでは，最初の段階から，「こと」の時
代へと入っていくための十全な討議が進められた。それ以前の討議では考えられなかったこと
である。
まず企業の外，市場に目を向けて考えると，円高が一段と進み，輸出環境が厳しいものとな
っていた。そうした状況下で「アコード」を国際展開していくには，様々な課題を抱えること
は必定となる。
例えば，各国各地への対応で発生する作業工数の増大，最大の市場であるアメリカでの販売
台数の確保，拡大したセダン市場を次のモデルチェンジまでいかに維持していくか，などであ
る。
一方で企業の内に目を向けると，主として，高コスト体質の改善が大きな課題となっていた。
「アコード」はモデルチェンジのたびに，大人ひとりの体重程度の重量増加と，それに伴うコ
ストアップを繰り返していたのである。
これは，その理由の多くがユーザーの要望に基づくものではあったが，企業内での「調整」3) に
要するコストの増大という，組織の膠着によって引き起こされる問題もあった。一般に言われ
る大企業病である。
このような高コスト体質は，それ以前の製品開発の過程で，知らず知らずのうちに蓄積され
てきたホンダの「商品つくり」の進め方や考え方によって，生み出されてきたのであった。
このままでは，新たに迎える「こと」の時代に到底マッチせず，国際展開にあたっての何よ
りの重圧になると考えられた。これまでのものつくり体制の負の遺産とも言える「調整コスト」
の存在が，開発期間を延ばし重量やコストを増やすことを助長していたのである。
そこでタスクメンバーは，まずはこうした体質を根本から見直すことで，重量とコストの低
3) 「調整」は，マネジメントの領域では一般に，「各活動間の原材料や資金，サービスならびに情報の流
れと業務とを計画化し，標準化する過程」であるとされる（Chandler, Jr., A.D. and Daems, H.,
“Administrative Coordination, Allocation and Monitoring：Concepts and Comparisons,” in Law and
the Formation of the Big Enterprises in the 19th and Early 20th Centuries, Edited by Horn, N.／
Kocka, J.；Vandenhoeck and Ruprecht, 1979, pp.28-29.）。
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減にアプローチした。
それはまさに，経営史学者の Chandler がかつて，GM などの米国大企業のビジネス・ヒス
トリーには次の 4 つの段階（phases）がある 4)，として区分けした中の最後の段階における活動
に値するものであった。
第 1 段階：経営資源の最初の拡大と蓄積
第 2 段階：そうした経営資源の活用の合理化
第 3 段階：経営資源のフル活用を維持するための新たな市場や事業への進出
第 4 段階：短期の市場需要の変動と長期の市場傾向の変動に対応して，経営資源を可能な限
り効率良く動かすための新たな組織の展開
彼らは，この第 4 段階にあたる「経営資源の再合理化」に向けて，「 5 代目アコード

は，

コスト・重量を上げずに時代進化させる」という，極めて高度な目標を設定した。
さらに，日・米・欧・アジアの各地域からの異なった要望に可能な限り応えていく，と定め
た原則をもとに，「ひとつのクルマ」を世界同時進行でつくり上げることを試みたのである。
ハイレベルの目標を達成するには，世界中の S・E・D・Q・B が同一のマインドを共有して
いなければならない。この共有に少しでも齟齬があると目標の達成はおぼつかない。世界同時
進行で「一つのクルマ」をつくるには，「一つ心」が必須であった。
「5 代目アコード」は，まず日本では，5 ナンバーから 3 ナンバーとなること，つまり「小
型車」の枠を越えて「普通車」となり，ユーザーにとって税の負担が増えることを覚悟した。
アメリカのユーザーが求める室内の広さや快適性および走行性能は，日本のユーザーにも喜
ばれ受け容れられるであろうと判断したのである。また，アメリカの安全基準や法規への対応
を満たした基本仕様とすることなどが，「一つ心」のもとに置かれる。
そうしたマインドセットがひとたびなされると，後は徹底したコストカットへの挑戦を行な
うだけであった。そこでは，新規部品をつくらない，新規に生産設備や機械を導入しない，な
どといった思い切りの良い手段による，開発および生産投資の減少が目指されたのである。
このとき，彼らが特に推し進めたのは，他機種との共通部品を多用し，以前からの部品を流
用することであった。そして，こうした「共用」によるコストダウンの意識を，組織に強く徹
底させることであった。
こうした「共用」によるコストダウンを図ることは，若いエンジニアの不平不満につながり
やすい。新しい部品の図面を描かないことが，彼らの腕の振るいどころを奪い，代わりに与え

4) Chandler，Jr., A. D., Strategy and Structure：Chapters in the History of the American Industrial
Enterprise, The MIT Press. 1962, p.385.（三菱経済研究所訳『経営戦略と組織
立史』実業之日本社

1962 年，379 ページ）
。

米国企業の事業部制成
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られた安い高性能の部品を探すという仕事が，創造性を欠いた作業と受け取られかねず，士気
の低下が懸念されたのである。
こうした点に配慮しながら，開発担当者に「共用」というやり方が，決して創造性に欠ける
ものではなく，既存の部品の新たな組み合わせによって，それまでになかった新たな価値を生
み出すことが出来るという意識の改革を行なった。
幾多の情報を選別し分析して，「新たな価値を持つ情報」として再加工することと同様であ
る。協力メーカーには，開発の最初の段階から関わってもらう「デザイン・イン」という施策
が併行して進められていった。
協力メーカーが「下請け意識」に甘んじ，ひたすら注文通りの仕様の製品を納入することの
みに汲々としている限り，最終製品が目指すハイレベルな目標は達成できない。
協力メーカーは「デザイン・イン」を通じて，納入した製品がどのような目的を持って，ど
のように使われるのか，要求されるコストや性能が何故必要であるのかを知ることが出来る。
「デザイン・イン」によって，協力メーカーにも，「お客さん」の心に直接飛び込んでいく
という意識が芽生える。自分たちの「お客さん」は親会社ではなく，世の中に暮らす様々な人々
であり，「すべては，こうした

お客さん

のために行なっている」という考え方を育てるこ

とが可能となったのである。
単なる「コストダウン」と「性能の向上」のかけ声だけでは，協力メーカーの潜在能力を引
き出すことは出来なかったであろう。
こういった開発サイドや協力メーカーのコストダウンへの強い意識は，重量ダウンと見事に
連動して，相乗効果（シナジー）を発揮することとなった。
その成果の結実として登場した「5 代目アコード」（写真 2，1993 年 9 月発売）は，「軽量化」

写真 2

「一つ心」でデザインされた「5 代目アコード」（1993 年発売）
写真提供：本田技研工業株式会社
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と「高品質」を達成し，それまでの半分で済んだ開発投資によって，コストは目標をはるかに
下回るものとなったのである。
このクルマは，特に北米市場で圧倒的な支持を受け，いわばホンダの 4 番打者として，その
後 4 年間をベストセラーカーとして活躍した。
それは言うならば，高い目標のダイエットに向けて，食事はきちんと採りながらも，エクサ
サイズによってシェイプアップした理想的ダイエットの結果を見せるに至ったと言うことにな
ろう。
彼は，こうしたフォルムをつくり出すことを可能にする「ものつくりの仕組み」を，「5 代
目アコード」の開発を通じて完成し，それによって，新たな「こと」の時代のデザインを目指
そうとしたのであった。
この「5 代目アコード」における「コストダウンと品質向上」に向けた体質の改善は，これ
に続く「オデッセイ」を開発する際のベースとなる。それを如実に示すのが，「オデッセイ」
の設定価格であった。
レジャービークルとして他社の追随を許すことのない，充実した中身を持った「オデッセイ」
の価格が，大衆ユーザーの手が届く範囲の，200 万円を切るところ（販売当初で 179.5 万円）に
収まったのも，「こと」の時代に適した商品つくりの仕組みが，ホンダに確かに根付いてきて
いたからに他ならない。

Ⅱ

新時代ミニバン（RV）のデザイン

1．前進戦略に向けたナレッジ創造
バブル経済の絶頂期の日本では，いわゆる「シーマ現象」5) が起こり，豪華絢爛なクルマが
市場の主流となる。その頃のホンダは，このブームに乗り遅れ，国内シェアは 7〜8％にとどま
っていた 6)。
そうした状況下でバブル経済が崩壊し，突然に市場が冷え込んでしまい，ホンダにとっても，
宣伝も値引きも効果を失って，冬の時代が訪れたのである。さらにホンダは，その象徴でもあ
る F1 からの撤退が重なることで，周囲からは，｢どうした，ホンダ」という厳しい批判が出始
めていた。
経済紙では，主取引銀行が同じという理由で「ホンダ，M 社と合併か」という憶測が流れた
（別の）M 社と合併か」とまで書かれたり
り，主力の小型乗用車が競合しているという理由で「

する状況であった。

5) 日産自動車の高級車「シーマ」（1991 年発売）に始まる国産高級 3 ナンバー車ブームのこと。
6) また，年間販売台数も 60 万台を大きく割り込んでしまっていた。
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ホンダがこのような状態にあったバブル期からその後にかけて，自動車マーケットで売れ行
きを伸ばしたクルマがある。それは，商用車をベースとしたワンボックスカーやジープタイプ
の，いわゆる RV（Recreational Vehicle）7) であり，旧態依然たるセダンに飽きたユーザーの注
目を集めていた。
ホンダは，こうした市場の動きを充分認識していたが，そのラインアップには RV のベース
となる小型商用車も，4 輪駆動車も，さらには RV に多用されるディーゼル・エンジンもない，
といった状況であったのである。
また，アメリカを含めた全工場の生産ラインは，屋根の低い乗用車のみを想定されており，
RV のような背の高いクルマは生産できない状態にあった。つまり，市場ニーズを満たしてい
くための条件が，ホンダには全く整っていなかったのである。
そこで，このような「経営資源の無い無い尽くし」の状況をどのように打開し，市場ニーズ
に応じていくかについての検討が始められていた。
その中で，これまでホンダが経験してきた成功や失敗を振り返り，それぞれに横たわる共通
の事象から法則性を発見し，それを前進のためのナレッジとして共有していくという「一度立
ち止まって，振り返る」作業が試みられたのである。
その中で彼が見出したものは，本田宗一郎が創業以来重視してきた大衆への視線であった。
「大衆」の概念は時代とともに変化する。創業当時の「カブ号」に始まり，「スーパーカブ」
「N360」「シビック」など，一部の例外はあってもホンダの 2 輪 4 輪汎用製品は，こうした
時代ごとの大衆の暮らしに役立つことを目標としていたし，ホンダ自身，大衆車メーカーであ
ることを目指してきたと言える。
岩倉は，「一度立ち止まって，振り返る」ことによって，ホンダが目指し続けてきたものが
何か，さらにどのように開発上の困難を克服してきたか，それぞれの時代の市場にどのように
受け容れられてきたか，などを再確認した。
これは，戦略的マネジメントの分析法として頻繁に使われる，SWOT 分析

8)

をなぞるもの

である。そうした SWOT 分析によって，ホンダの活路を見出すことのできる有益なナレッジ
の創出が目指されたのである。
7) 当時の日本では，商用車（トヨタ・ハイエース，日産・キャラバン，三菱・デリカなど）をベースにし
た 1BOX カー，もしくはジープタイプのオフロード車（三菱・パジェロなど）のことを指した。米国で
は，mini-van ないし SUV（Sports Utility Vehicle）と呼ばれるクルマのこと。
8) 自社がどのような強み（strengths）と弱み（weaknesses）を持っているかという点を十分に探ると同
時に，グローバル競争における機会（opportunities）や脅威（threats）といったビジネス環境を注意深
く検討して，その企業内外双方の評価の接点に戦略を創造するための分析方法。この手法の基礎は，経営
戦略論者の Andrews（1971）が示した「経済戦略（自社内部のユニークな経営資源を，企業外部に存在
する事業機会につなぎ合わせるという創造的な行為から，製品や市場をつくり出すこと）」のコンセプト
に置かれる。

60

立命館経営学（第 41 巻 第 5 号）

現在のナレッジ・マネジメントの考え方によると，そうしたナレッジに基づいて立てられる
基本戦略は，次のふたつの種類に分けられる。
ひとつは，現在の収益を守るために，現時点で強みとなっている経営資源（見える資産）やナレ
ッジ（見えざる資産）を用いることで，企業の弱みをカバーしていく「サバイバル戦略」である。
また，ひとつは，将来の収益性を確実にするために，企業の強みとなる経営資源やナレッジ
を構築して，将来の弱みを最小化していく「前進戦略」である 9)。
とりわけ「サバイバル戦略」に用いられるナレッジは，他社が模倣しにくく，代替がきかな
いものであり，「前進戦略」に用いられるナレッジは，ラディカルなイノベーションを起こし
うるものであるとされる。
これにしたがうと，ホンダの商品戦略が優れていたのは，「サバイバル戦略」に用いるため
につくり出したナレッジが，その先を見通した「前進戦略」にも「共用」できるナレッジであ
った，という点にあると言える。
ホンダが独自に創出したナレッジ（いわばホンダがホンダのために生産したナレッジ）の活用が，
1990 年代後半におけるホンダの劇的な復活のキー・エレメントとなり，「こと」の時代に首尾
良く対応することを支えたのである。
このホンダの復活劇の先陣を切り，その後の活路（ホンダ車の在り方）を示したクルマが，ク
リエイティブ・ムーバー「オデッセイ」（写真 3，1994 年 10 月発売）10) である。

写真 3

「多人数乗りセダン」という新領域を創出した「オデッセイ」（1994 年）発売
写真提供：本田技研工業株式会社

9) von Krogh, G., 一條和生，野中郁次郎著『ナレッジ・イネーブリング』東洋経済新報社

2001 年，120

〜124 ページ。
10) 「ODYSSEY」とは，古代ギリシャのホメロス作と云われる大叙事詩のことであり，10 年もの長い期
間に渡る漂泊の物語である。このネーミングからも，ホンダのそれまでの英知にあふれたクルマであると
いうイメージを感じ取ることができる。
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「オデッセイ」は，発売された年（1994 年）に，RJC ニュー・カー・オブ・ザ・イヤー，な
らびに日本カー・オブ・ザ・イヤー特別賞という 2 大タイトルを獲得した（ともに 12 月）。一
方で米国では，ベスト・オブ・ホワッツ・ニューに選出された（10 月）。
「オデッセイ」に続いて 1995 年には，ライトクロカンの「CR-V」（写真 4，10 月発売），1996
年には，キュービック・スタイルのバン「ステップワゴン」（写真 5，5 月発売），スポーティ
なミニバン「S-MX」（写真 6，11 月）といったクリエイティブ・ムーバーが次々と登場した。
こうしてホンダの LCV（Life Creative Vehicle）シリーズの層は厚いものとなり，「RV のホン
ダ」と呼ばれ始めた。この LCV シリーズは，「国内 80 万台」の達成に大きく貢献したのであ
る。

写真 4

ライトクロカン「CR-V」（1995 年発売）
写真提供：本田技研工業株式会社

写真 5

キュービック・スタイルのバン「ステップワゴン」（1996 年発売）
写真提供：本田技研工業株式会社
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写真 6

スポーティなミニバン「S-MX」（1996 年発売）
写真提供：本田技研工業株式会社

それゆえに「オデッセイ」には，それまでのホンダの英知（wisdom）が詰まっていたという
ことである。つまり，ホンダ独自の豊富なナレッジがフルに活用されたのである。

2．「多人数乗りセダン」という領域の発見
もともと「オデッセイ」の開発は，アメリカンホンダが米国市場で好評のミニバンを強く要
望したことに始まる。こうしたアメリカ製のミニバンは，トラックの生産設備や材料部品を用
いてつくるため，低コストでの生産が可能だったから，アメリカのメーカーにとっては「おい
しい商売」であったのだ。
このような企業内外の要因（opportunities，strengths）を踏まえ，アメリカ製のミニバンと同
様の V6 エンジンを搭載した「レジェンド」をベースの検討が開始された。
しかし，この案は断念された。トラックベースのアメリカ製ミニバンの価格が 2 万ドル前後
であるのに対し，高性能セダンであるレジェンドベースでは，どうしても 3 万ドル前後の価格
になってしまうからであった。
その代案として考えられたのが，直列 FF4 気筒エンジン搭載の「アコード」をベースにする
考え方である。
「アコード・ワゴン」に色々なユーティリティを加えていくことで，どこまで競争力を高め
ることができるか，どこまでアメリカのミニバンユーザーのニーズに応えたクルマになるか，
という検討にポイントが置かれた。
デザインの目標として，商用車ベースの 1 BOX カーでは表現出来ない「エレガントなスタ
イルを追求していくことで，「先進的な 1 BOX スタイル」をつくり出すことに狙いが定めら
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れる。
こうした検討のために，「アコード・ワゴン」に 100kg 前後のウェイトを積み，アメリカ西
海岸の様々な道で，走行テストが何度も繰り返された。
これと同時に，日米いずれの工場であっても，ラインの小改造で生産の見込みがあるかどう
か，という調査も進められた。これらの実験や調査の結果をもとに，サイズと重量が定まった
のである。
そうしてでき上がったシルエットは，アメリカのミニバンより，ふたまわりも小さなものと
なっていた。また，当時の日本で走っていた 1BOX カーと比べると，屋根がかなり低いものと
なり，それはまさに，ホンダ・オリジナルのミニバンの姿が現れていたのである。
ただ，この「低全高 1 BOX シルエット」を持つホンダ流のミニバンが，ようやく現実のも
のとなる可能性が出てきたとき，それ以前より懸念されていた円高傾向がよりいっそう激しく
なっていた。
米国市場に輸出するには高価格過ぎる，というビジネス環境の脅威（threats）が生まれたの
である。
他方，日本市場では，バブル経済崩壊後の自動車販売状況はさらに冷え込んでおり，ホンダ
においても，こうした状態を打破するために，RV の投入が販売店から熱望されていた。
このように，開発途中で新たに発生した市場動向（threats，opportunities）を考慮に入れ，さ
らに検討を進めることで，ホンダ流ミニバンはアメリカではなく日本のマーケットを中心とし
て，積極的に販売されることとなった。
だが，当初からアメリカを主要マーケットとして進めてきたモデルだけに，日本の販売の現
場からの評価は，当時の日本における他社の 1BOX カーの常識とされていた「ディーゼル・エ
ンジン」11)「スライディングドア」12)「回転対座シート」13)「高い天井」14) という大きなセー
ルスポイントとなる要素をすべて欠いていたことから，日本の販売現場からの評価はかなり厳

11) ディーゼル・エンジンは，燃費が良いが，その反面，音や振動，黒煙の点で問題が生じるため，ガソリ
ン・エンジンが用いられた。
12) スライディングドアは，お年寄りや子供が扱いにくく，坂道での開閉では危険な場合もあるため，扱い
やすく安全な，4 枚のスイングドアが採用された。ここでは，「スイングドアならば，4 人が一斉に各ド
アから乗り込めるというところにメリットがある」というナレッジが創出され，活用されたのである。
13) これは，実際に使用される頻度が少ないということで，シートやスペースをよりスムーズに使えるよう
に，格納式リヤーシート（3 列目のシートをフロアに格納するもの）や，ウォークスルーシート（シート
の真ん中に通路をつくって，自由に席が移動できるもの）に代替された。
14) 屋根が低くても室内を立ったまま歩くことのできるデザインがほどこされていた。また，屋根が低いほ
うが，重心が下がり，操縦安定性の良い乗り味をつくり出せるのであった。こうした乗り味（乗用車並み
の快適性）は，開発チームがドイツのアウトバーン（速度制限のない高速道路）で徹底的に走り込むこと
で達成されていた。
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しいものとなる。
出来上がったモデルを，日本市場での販売予測調査にかけてみると，案の定「月に千台ほど
しか売れない」という結果が示されたが，この調査は，「商用 1 BOX カー」のセグメントの
ユーザーを対象にしたものであった。
一方，このクルマを乗用車ユースとして，ワゴンやミニバンといったセグメントに対象を広
げたもので調査をしてみたところ，「月に 1 万台近くは見込める」という予測がついたのであ
る。
ここで，ホンダは，「オデッセイ」を「商用 1 BOX カー的 RV（通称「箱バン」）」としてでは
なく，「多人数乗り乗用車（多人数乗りセダン）」という全く新たなコンセプトのクルマとして，
「こと」の時代に応えていくという独自独自の事業機会（business opportunity）を見出したのだ
った。アダムス・ファミリーを起用したコマーシャルが，そのことを物語っていよう。
こうした新コンセプトの「オデッセイ」は，ホンダの販売チャネル

15)

の枠を超え，総力を

挙げて，どのチャネルでも取扱うという画期的な販売方法が採用されたのである。

Ⅲ

デザイン・コンシャスネス

1．「普遍性」への挑戦
ホンダが，TQC（Total Quality Control，全社的品質管理）の導入を決定したのは，1992 年のこ
とである。この時期の日本メーカーは，バブル経済崩壊後の厳しい市場環境のなか，自らの生
存をかけて，抜本的な体質改革を迫られていた。
例えば，日本を代表するトヨタは，高級車「セルシオ」を世に出し（1989 年発売），その開
発を通じて自社の品質管理を大きく変革し，大衆車の領域まで品質を高めることに成功してい
た。
TQC は，ホンダでは TQM（Total Quality Management）という独自の名称が付けられホンダ
フィロソフィにもとづき，「次世代ホンダ」を築き上げることを目論見としたのである。
こうした状況の中，「6 代目シビック」の開発が開始された。TQM のスタートにおいて，岩
倉が最初に着手したのが，CST（CIVIC Strategy Team）16) の設置だった。
CST では，改めて「シビック」のユーザー像（もともとの「お客さん」，本来あってもらいたい「お

15) ホンダの販売チャネルは，クリオ店（フォーマル），プリモ店（カジュアル），ベルノ店（スポーティ）
の 3 つあり，商品の性格別に分けた専売化のもとで営業戦略が採られている。
16) この「シビック戦略チーム」のメンバーは，営業，生産，開発，品質，購買（コスト）の各部門から選
りすぐられた 1 名ずつで構成されていた。その後，COST は，C の部分が ‘CIVIC’ から ‘Car’ に置き換
えられて，
「6 代目シビック」の開発時の精神（「お客さん」という原点を第一に考えること）を他の機種
にも拡げることが促がされていく。

ホンダに見るデザイン・マネジメントの進化 (4)：デザインの場つくり（岩倉・長沢・岩谷） 65
客さん」）を確定する作業から取り組んでいったのである 17)。

「6 代目シビック」の開発と並行する「5 代目シビック」の MMC（minor model change）作
業にあたって，「5 代目シビック」ユーザーの意見を聞き，いろいろな苦情やご意見をもとに，
MMC と「6 代目」開発の方向を考えるのがそれまでのやり方で，彼もこれがお客様志向だと
信じていた。
ところが TQM の指導講師（狩野紀昭・東京理科大学教授）からは，「そのユーザーは 5 代目シ
ビックの真のお客様でしょうか」と問われ，愕然としたのである。すなわち，買ってくれた「お
客さん」が，必ずしも企画の際に目標とした「お客さん」とは限らない，ということに気付か
されたからであった。
クルマの性能や仕様は，デザインや品質までを含めて目標とするユーザーの満足を最大にす
るように定められる。自動車という商品は，価格，性能，使用目的が多岐に渡り，かつ，それ
らに対応する様々なセグメントと，それぞれに属するユーザー群がある。開発時に目標とした
セグメントの，ユーザーの満足や苦情といった意見をもとに MMC が進められるが，そうした
ユーザーが当初目標としたものと異なっていたなら，その意見は不的確なものになる。
例えば，不景気を背景に，心ならずも一段低い価格帯のクルマを選ばざるを得なかったユー
ザーは，本来別のセグメントに属しているから，そのクルマへの不満が多いのは当然である。
だから，こうしたユーザーの意見を鵜呑みにして，そのまま採り入れることは「お客様志向」
とは言えない。
もちろん，こうした意見が示唆に富み，新たな開発の助けになることも多いから決して軽視
出来ないが，やはり企画の際に目標としたユーザーの要望は最も重視されるべきである。
このようして確かな「お客さん像」を絞り込み，その「お客さん」が本当に必要としている
ものは何かを見定め，それ以外は一切手をつけない，という思い切りの良い製品開発が試みら
れた。そうすることで，オーバークオリティ（過剰品質）になっている部分を削ぎ落とすことが
できるからだ。
そのポイントは，「絶対に外せない品質はすべてを」と，「それほどでもない品質はここま
で」という考え方に的を絞ることであった。この考え方にもとづいて，ふたつの「品質」の区
別が，社内のどの部門であっても明確に判断できるようになったのである。
さらには，そうして分けられたふたつの「品質」がキーコンセプトとなって，共通の目標を
持つことや，その目標に向けての達成手段を全社的に考えていく，といった企業総合力の発揮

17) こうした「本当のお客さん」の確定は，各部門がそれぞれに「真のお客さん像」を追い求めた上で，そ
れを一度持ち寄って徹底的に議論することから導き出された。こうした決定方式は，「関ヶ原（大喧嘩に
よって決めること）」と呼ばれた。
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につながったのだ。
このように，ホンダ独自の TQM を通じた，全社一丸となった取り組みで，「6 代目シビッ
ク」の開発は進められていったのである。そして，「超・シビック」というキーワードがチー
ム内で共有された。
要するに，「シビック」のライバルは，他社のどのクルマでもなく「シビック」である，と
いうことだった。この「超・シビック」というコンセプトを受け，彼は若いデザインスタッフ
を集め，次のような話をしたのである。
「質とは見えないもの。だが，見えないまでも，それが感じられるクルマにしようではない
か。そうすれば，世界中の人たちが，皆，同じような質を感じ取れる。そんな普遍的な質をつ
くろうよ」，と。
これは，「超・シビック」が，これまでの「シビック」を「質」で超えることである，とい
うことを示したものだった。
つまり，ホンダがそれまで得意としてきた「スポーティ」や「軽快さ」は，クルマの属性を
定めるには重要な要素ではあっても，必ずしも「質の高さ」を表してはいないのである。
クルマの「質」は「信頼性」や「安心感」などによって高められるものであり，それらはク
ルマにとって不可欠な「普遍的質」である。これを備えたクルマが開発できた時が「超・シビ
ック」の完成なのだ 18)。
「普遍的な質」を追求し，「超・シビック」を目指すため，開発チームは再検討を行なった
結果，「 初代シビック

に帰る」という考えにたどり着いた。これを受けて彼は，「初代シ

ビック」が出来上がるまでの過程について，次のようにコメントした。
・ホンダは，「バタバタ」と呼ばれたエンジン付きの自転車から始まった。これは本田宗一
郎が，買出しに行く奥さんのためにつくったと言われている。
・この後に「スーパーカブ」が登場した。これは，蕎麦屋の出前持ちのためにつくられたと
言われている。
・これに続く軽自動車のスポーツカーやトラックといった 4 輪は，「大衆の夢と現実を両の
手に」という思いのもとにつくられたと言われている。
・さらに，これに「N360」や「TN360」が続き，これらのクルマで大衆の心をつかむこと
ができた。そうして「お客さん」になっていただいた人たちによって，「4 輪車メーカー
HONDA」は支えられている。
18) 岩倉は，この状態を示すものとして，「文質彬彬（何事も，見えるところと見えないところが同じであ
ることが良いこと）」という言葉を挙げる。つまり，外見と中身（本質）が同じく揃って品格がある（上
品である）ことが，優れたデザインであると見なしているのである。英語で表すと「エレガント」となる，
この「文質彬彬」という言葉を，岩倉は自らのデザインポリシーとしている。
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・「そこ」にこそ，「初代シビック」が登場した原点がある。
開発チームは，こうした「初代シビック」までの過程を大きな手がかりとし，「原点に帰る」
ということをキャッチフレーズに置いた。大衆への視線を忘れず，そして，誰が見ても「信頼
感」や「安心感」を感じ取れるように，丹念にかたちを練り上げていったのである。
そうしたものつくりの過程は，まさに十数年前，岩倉が考え至った「かたちはこころ」とい
う言葉が表すデザイン作業そのものであった。
明解な視点を持ち，未来志向で，先見性がある企業のことを「ビジョナリー・カンパニー」19) と
呼ぶ。こうした「ビジョナリー・カンパニー」にとって最も重要なことは，「基本理念（core）
を維持し，進歩（progress）を促がす具体的な仕組みを整えること」20) であるとされる。
これに沿って，彼自らが体験してきたホンダ史を捉えるならば，ホンダは，「すべては
客さん

お

のために」というコンセプトを基軸としている。

その実現を目指して，ホンダは時代や世代ごとに求められるデザインの「場」を創出し，さ
らにデザイン・パワー溢れる商品（彼にとってはクルマ）開発のための「ワイガヤ」や「異質並
行方式」といった独自の手法を次々と生み出してきている。
その商品のデザインが普遍性を備え，先進的であり，さらに社会に奉仕できる可能性を持っ
たものであることを目標としているのだ。
このようなデザインへの強いコンシャスネス（意識）こそ，ホンダという企業が「ビジョナ
リー・カンパニー」としての資質を備えることを可能にし，また幾度となく襲ってきた経営危
機を乗り越えた強力な「企業生命力」の源となっているのであった。
「6 代目シビック」（写真 7，1995 年 9 月発売）も，やはり基軸から離れず，なおかつ進歩を
促がすために，明確なデザイン・コンシャスネスのもとにかたち付けられ，世に出て行った商
品である。
彼は，このクルマに対する「質感が高い」，「安心感がある」，「高そうに見える」といっ
た評価は，TQM がその力を充分に発揮した結果であると考えた。
さらにそれは，「お客さん」という原点に戻り，その「お客さん」の姿をはっきりと捉えて，
開発者（つくり手）が心を一つに合わせることに他ならない，とも感じ取っていたのだった。
19) 「ビジョナリー・カンパニー（Visionary Company）」は，①業界で卓越している（Premier institution）
，
②広く尊敬されている（Widely admired），③この世界に消えることのない足跡を残している（Indelible
imprint on the world），④50 年を超える歴史がある（50+ year track record）
，⑤CEO が世代交代して
いる（Multiple generations of CEOs），⑥製品やサービスのライフ・サイクルをいくつか繰り返してい
る（Multiple product/service cycles），といった企業のことをさす（Collins, J. C. and Porras, J.I., Built
to Last：Successful Habits of Visionary Companies, Harper Business, 1994, p.88.（山岡洋一訳『ビジ
ョナリー・カンパニー

時代を超える生存の法則』日経 BP 出版センター

20) Ibid., p.89.（同上訳書 144 ページ）。

1995 年，145 ページ）。
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2．世界と地域，全体と部分の調和
1997 年 9 月，正統派セダンと称される「6 代目アコード」（写真 8）が市場へとすがたを見
せた。このクルマの開発が，岩倉にとって最後の大仕事となる。それまでの「アコード」にも
初代から歴代にわたって，様々な立場で携わってきた彼は，今回は 4 輪事業本部の商品担当役
員として関わることになった。
もともと「アコード」は，かつて「初代ライフ」が「初代シビック」を生み出したように，
「シビック」から生み出された機種である。
「アコード」という名前を世に認知させた「初代」，アメリカで生産を開始した「2 代目」，
世界中で高く評価された「3 代目」，二刀流（横置き 4 気筒，縦置き 5 気筒）をとった「4 代目」，
それまでの無駄な贅肉を削ぎ落とし，ダイエットに成功した「5 代目」。どの「アコード」を
とって見ても，その時代時代に寄り添うかたちでデザインがなされており，それによって世界
中に多くの「お客さん」を持つことに成功していた。そうした「アコード」の歩みは，地道な
ステップバイステップと，飽くなき先進への挑戦の歴史をなぞるものである。

写真 7

普遍的な質を追求した 超・シビック 「6 代目シビック」（1995 年発売）
写真提供：本田技研工業株式会社

写真 8

グローカリゼーションをデザインで示した「6 代目アコード」（1997 年発売）
写真提供：本田技研工業株式会社
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こういった歴代の敷石の上に，新たな息吹を吹き込むべく着手されたのが「6 代目アコード」
の開発であり，当然のことながら，北米における，現状の 40 万台の生産と販売を保障するこ
とに主眼が置かれた。ライバル各社に対抗する商品戦闘力としては，やはりデザイン・パワー
が大きなカギを握っていたのは言うまでもない。
一方の日本のマーケットでは，セダン系の衰退が著しく，このタイプがメインとなる「アコ
ード」の困難な状況が予想された。好評であったスポーティな「アコード」ブランドの再構築
を図るためには，ユーザーにアピールできる何らかの特徴が是非とも必要であった。
そこで好評であったスポーティな「3 代目アコード」の「スポーティさ」にならって，「見
るからにスポーティなデザイン」を標榜したのである。
こうした日米の「アコード」の開発に臨む開発チームには，基本技術を共通化し，開発投資
額は前モデルの範囲内に収めつつコストを 20％削減する，という厳しい課題が与えられた。
そこで開発チームは，「売れるところでつくる」ということをポリシーの基本とし，これま
で狭山工場でつくっていたインスパイア系に，アメリカ用アコードの横置き V6 エンジンを搭
載してオハイオ工場でつくる，次いでオハイオ工場の「アコード・ワゴン」は，日本用アコー
ドのバリエーションのひとつとして狭山工場でつくるという，日米工場での生産機種のコンバ
ート（交換）を決断したのである。
また，商品戦闘力を担うデザインについては，まずアメリカでつくる「アコード」は，日米
デザイナーの「共創」による作業や，現地での徹底したクリニックを経て，アメリカンテイス
トの強いデザインとなった。
そしてこのアメリカのデザインは，アジア・大洋州の「アコード」にも採用されたのである。
一方ヨーロッパモデルは，基本パッケージこそ日本の新しい「アコード」と共通になったが，
外装のデザインは欧州専用とし，HRE（Honda R&D Europe）で進められていたソリッド感（固
まり感）のある，主張の強いデザインが採用されたのである。

内装デザインは，日本用の「アコード」をベースに，欧州ユーザーの好みを取り入れたしっ
とりとしたデザインへと変更された。そして「4 ドア」「5 ドア」のセダンが用意され，日米
に 1 年遅れで立ち上がったのである。
このように，販売する地域に応じて仕様や装備，デザインなどを違えていくのは，ホンダの「グ
ローバライジングとはローカライジングである」という一貫した考え方に基づくものだった。
それはつまり，「クルマの概念を共通化し，各地域（日米欧）ごとに最適化を図る」というこ
とである。こうしたクルマつくりをするには，それらが必要とされる地域に住み，その土地の
「暮らし」を肌で感じた上で，地域独特の文化に対する理解を深めなければならない。
そうした目的でホンダは欧米に研究所を設け，日本から多くの研究者，開発者を派遣し駐在
させ，また逆に海外からこういった多数の人達を日本の研究所へ受け入れている。
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4 代目から 5 代目にかけての「アコード」開発に際しても，日米欧の研究所が率先して，こ
うした考えのもとに，各地域ごとの「ベストファミリーカー」の在り方を模索してきた。
こうしたスタンスを早期にとっていたことで，「6 代目アコードシリーズ」は，「もの」か
ら「こと」へという時代の変化にスムーズに対応し，世界各地の様々な文化と見事に調和
（accord）したのである。

そして，世界と地域，全体と部分の調和，という難しい課題を乗り越えたのであった。ホン
ダは，そのような状態こそを，「グローカリゼーション」と呼ぶ。

お

わ り に

本稿で捉えてきたように，1990 年代は「もの」から「こと」の時代へと移り進んだことによ
り，企業には「場」をつくり出すような商品を生み出すことが求められるようになった。
そうした中，ホンダは「シビック」や「アコード」といった基本機種を「こと」の時代に対
応するために，デザインを最大のウェポン（武器）としたモデルチェンジを行なった。それが，
「5 代目シビック」「5 代目アコード」である。
また，これに継ぐ 6 代目では，普遍性やグローカリゼーションを強く意識したデザインが施
された。これによって，世界の様々なシーンにおいて「こと」の時代をリードすることが可能
となる。
ホンダのデザインによる場つくりはそれだけにとどまらず，自らからも新たな「場」を提案
した。その担い手となったクルマが，「多人数乗りセダン」という新領域を創出した「オデッ
セイ」である。
こうした「デザインの場つくり」は，デザイナーの育成，活用，デザインに基づくブランド
形成戦略に続く，デザイン・マネジメントの次なるフェーズである「デザイン・マインドによ
る経営」を行なう企業のすがたを示している。
商品という単体だけをデザインするのではなく，それがポンと，世の中に登場したときの状
況までを見通した上でデザインするには，企業全体にデザイン・マインドという空気感が必要
である。企業がデザイン・マインドというウェアで包まれていなければならない。
そうしたインハウス・デザイン・マインドとも呼べるものを組織に漂わせるような改革を行
なうことで，その時代その時代に適合できる商品をつくり出していくこと。これが，デザイン・
マネジメントの第 4 段階に当たるものと考察できる 21)。
このフェーズに向かうには多大な組織改革の能力を要する。しかしそれを行える企業にこそ，

21) デザイン・マネジメントの第 1〜3 段階については，岩倉信弥・長沢伸也・岩谷昌樹稿「ホンダに見る
デザイン・マネジメントの進化（1）〜（3），前掲稿，を参照。
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デザイン・マネジメントの進化が机上の空論ではなく，現実のものとして訪れるのである。
1997 年，岩倉は，それまでの 6 年間に及ぶ本田技研工業との兼任業務を終え，研究所専任
となったことを機に，改めて，「ホンダのアイデンティティ」とは，を考える機会を得た。
かつて本田宗一郎は世界を目指し，現在アメリカ・ビジネスで大成功を収めている。だがホ
ンダが最初に到達すべき目標としたのは，ヨーロッパのモーターサイクルであった。英国のマ
ン島での 2 輪レース，ベルギーへの 2 輪工場進出などである。さらに言えば 4 輪の「シビック」
も，ヨーロッパの FF コンセプトに学んだものであり，F1 レースもまた然りである。
ホンダが最初の目標としたヨーロッパのモーターサイクルの水準は，彼らの合理的精神に学
び，それを理解してはじめて到達できるものであった。
ヨーロッパの文化はヨーロッパの精神の産物であり，日本の文化もまた同様である。だが，
特定の地域的精神や文化という観点で，自動車技術を論じるのには無理があろう。科学技術は
こういった点で，まさに「グローバル」である。
しかし，岩倉が長年関わってきた商品つくりの観点から理解しようとするなら，自動車は極
めて「ローカル」な社会的文化的商品である。ヨーロッパの車はヨーロッパの文化と精神の産
物であり，日本の車は日本の文化と精神の産物といえる。
そうした産物が他の「ローカル」な文化に遭遇する時，それが肯定され受け容れられるとは
限らない。確固たる文化的背景を持った「もの」であるほど，否定され排除されるかもしれな
い。しかし，それを持たない「もの」は，その存在すら認識されずに無視されてしまうことに
なる。
1980 年代の中頃，ヨーロッパにおいて，日本のクルマが好評を得，その中でも特にホンダが
日本企業としては珍しく，「顔の見える会社」として一目置かれたことがあった。
「3 代目シビック・3 ドア」や「初代 CR-X」「2 代目プレリュード」などが，個性的なヨー
ロッパ車群の中にあって輝き，そのスタイルと性能の独自性を発揮することによって，ホンダ・
ブランドが認知されつつあった頃である。
こうした日本メーカーの攻勢に危機感を持ったベンツや BMW，アウディといったヨーロッ
パ主要メーカーは，製品開発力を高めるとともに，企業を挙げて自社のアイデンティティの強
化を図った。
ところがホンダは，こうした欧州メーカーの取り組みを座視せざるを得なかった。「顔」を
ヨーロッパに定着させるための資源の多くを，アメリカでの 4 輪生産にともなう販売網の拡充
や，日米同時での販売チャネルの増加，ラインナップ強化などに投入する必要に迫られたから
である。
その結果，現在ヨーロッパの地でのホンダのプレゼンスは決して高いとは言えない。それは，
他の日本メーカー同様に惨憺たるものであり，特にドイツにおけるプレゼンスは芳しくない状
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態にある。
企業の「顔」や「アイデンティティ」は，それがどのようなものであれ，自らが明確に主張
し，発信し続けなければ，社会に認知されることはない。異なる風土，文化の地においてはな
おさらのことである。1980 年代後半のホンダの状況はこの点で不運であった。
ドイツの「三大連峰」に，ベンツ，BMW，アウディを例えると，ホンダはこれらとは明ら
かに「別の山」となるべきであり，それは富士山のように，世界一高くはないが，世界の誰が
見ても，「美しい姿」を持つ「不二の山」のことである。
ホンダはヨーロッパに学び，アメリカで育った企業であり，ひたすら世界に通用する「もの
つくり」を目指してきたが，その源はやはり日本の文化と精神に根ざしている。
それをアイデンティティとして主張できるなら，高さが世界一でないことを恥じることはな
い。逆に，これを確立できない限り，到底世界一を目指すことは出来ないであろう。
ホンダはこれらを省みながら，アイデンティティを確固たるものにするための目標を明確に
し，「グローバル」な技術力を高め，多種多様の「ローカル」な社会と文化に適応できる「個
有性」を磨いていく必要がある。
過去から現在までがそうであったように，将来に渡っても，そのように「お客さん」のここ
ろを清々しくいざなう企業であってほしい。これが，ホンダマン・岩倉が残したメッセージで
ある。
彼は，「ものつくり」の何たるかを知るために，手から学び，頭を鍛え，心を磨いてきた。
そしていま，それらすべてを使って，彼の考えるデザインは，まさに本田宗一郎の言う「気
配」，つまり，目を瞑っていても出来るという世界，自らを超えて人に気を配れる世界，へ入
ろうとしている。難しくも楽しい新たな挑戦が始まる。
小林秀雄が，著書『考えるヒント』の｢言葉｣の章で本居宣長を引き，｢姿（ことば）ハ似セガ
タク，意ハ似セヤスシ｣，について論じている。普通の意見とは逆である。「姿」すなわち，見
えるもの外に現れるものは，独自のものではあるが容易につくれるものではない，という意味
に，岩倉はこれを捉えている。
そして彼は言う。デザイン・マネジメントに即効の妙薬はない。デザインの一担当者ら商品
担当役員までの 35 年間の経験を通じて，敢えて言うとすれば，やはり「かたちはこころ」の
一語を極めるに尽きる。
デザインにかかわる個人そしてチーム，おこがましくは企業や国つくりと，大きさは違って
も，意（こころ）と表（かたち）は同体で在りたい。「デザイン」が「意表」と訳されるのも，
そこにある。意と表を同時に高めるのは難しい。志を高く持って，心一つに，一歩一歩目標に
近づく努力をする以外に，道はなさそうである。その努力を怠ると，一瞬にして水泡に帰する
ことを歴史が証明している，と。
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