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【要旨】

本研究は、デザインのアウトプットを製品の意味と定義し、意味と技術の関
係を示すものである。そして、意味がどのような技術によって構成されるか、
またそれにより企業が新製品開発において、製品のスペックと意味の革新をど
のように戦略的に行ったかを明らかにする。	
 
	
  本研究の新規性は意味と技術の関係を示したフレームワークを提案したこ
とにある。近年、意味のイノベーションが注目されているが、その研究は始ま
ったばかりであり、未だ有効なフレームワークが提案されていない。そのため、
学術的に大きな理論的ギャップが存在する。従来の意味の研究は消費者に焦点
を当てており、イノベーションの知見が欠けていた。同時にイノベーション研
究では、技術や製品開発プロセスに焦点を当てることが多く、意味に関する知
見が欠けていた。本フレームワークは、意味の構成要素を示した上で技術と各
要素の関係を提案しており、技術が意味の革新にどのように貢献したかを明ら
かにする。また、同時に消費者がどの意味の構成要素を重視しているかもわか
るため、製造者がどの技術開発をすべきかを明らかにできる。そのため、本フ
レームワークは、テクノロジーマネジメント分野での意味の研究の発展に貢献
する。	
 
	
  また、フレームワークの有効性を確認するために、定性・定量分析を行った。
その結果、パナソニックの日本市場における薄型テレビの戦略が、市場環境に
適合していたことが明らかになった。上述したように、本フレームワークの新
規性は、製造者側の戦略と市場のニーズの両者が同じ指標でスペックか意味の
どちらを重視していたかを比較できることである。従来は、スペックと意味を
二次元に分けることを提案した研究は存在していたが、その次元に沿って定量
的に評価する研究は多くなかった。そのため、本フレームワークは理論的にも
実証的にも有効である。	
 
	
  本研究の実務的なインプリケーションは、①本分析で自社の内部資源が意味
と技術のどちらの革新に適しているかを理解できること、②意味の革新に貢献
する技術が明らかになるため、意味の革新を担当するデザイナーをどの技術開
発に巻き込むべきかがわかることである。学術的インプリケーションは、意味
の革新のための製品開発プロセスや戦略の理論的分析が可能となることであ
る。そして、最も大きな貢献として、テクノロジーマネジメント分野における
意味研究の発展に貢献することができるであろう。	
 

【 abstract】

This study defines an output of design as a meaning and shows a
relationship between technologies and meanings. Additionally, this study
examines of what kind of the technologies the meanings consists and how
companies conduct innovations of their product spec and meanings
strategically.
This study proposes the novel framework including the technologies and
meanings. Recently, the innovation of the meanings is recognized as
important competitive advantages. However, academic researches are not
enough to find frameworks to examine it and many theoretical challenges is
remained. The prior studies for the meanings focused on consumers.
Therefore, they are lack of the perspective of technology management.
Additionally, the prior studies for technology management focused on the
technologies and new product development (NPD). Thus, they are lack of the
perspective of the meanings. Our framework show the elements of which the
meanings consisted and relationship between them and the technologies. We
also find that which the elements influence consumer purchase behavior by
our framework. This shows which kinds of technologies companies should
develop. This study also evaluates our framework by qualitative and
quantitative analysis. The results show that the strategy of Panasonic’s flat
panel display was effective for Japanese market. Though the prior studies
proposed to evaluate the product with two dimension, spec and meanings,
they didn’t examine quantitatively. Thus, this study can contribute to
development of prior studies in both theoretically and empirically.
The empirical implications of this study are that the companies can find 1)
which strategies, spec or meanings, their resource is suited, 2) for which
technology development designers, which are responsible for the innovation
of meanings, cooperate. The theoretical implication is to be able to evaluate
the process of NPD and strategy theoretically. Most important implication is
to contribute to develop the research of the meanings in technology
management discipline.
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1.はじめに
1-1.デザインの重要性
	
  今日、デザインは企業の競争優位性を生み出す重要な源泉として認識され始
めている。その理由は一体何であろうか。最も大きな要因となっているのが、
消費者の嗜好が多様化し、スペックやコスト等の数字で表現することの出来る
合理的理由だけが消費者の購買行動を決める時代ではなくなったことであろう。
21 世紀に入り、特に先進国においてはほとんどの家庭で、家電や家具等の生活
に必要な道具がすでに普及している。それと同時に各製品の品質が向上し、製
品寿命が改善されている。つまり、生活に必要な機能はあらゆる道具によって
すでに満たされていると考えてよいだろう。ボードリヤール[1]は、近代では消
費者の消費が製品の機能ではなく、記号として消費されていることを指摘した。
ソシュールの定義を借りると、記号は記号表現であるシニフィアンとその記号
表現に与えられる意味であるシニフィエから構成されている。つまり、製品が
記号として見なされ、それに対して何らかの意味が与えられていると言える。
そして、シニフィエとシニフィアンの間には恣意性が存在するように、製品に
も恣意的に意味が与えられるであろう。つまり、現代の製品にはこの恣意的な
意味のデザインが要求されている。これはスペックの向上、コスト削減のため
に技術開発を行って来た従来のエンジニアリングの領域を遥かに超えており、
インダストリアルデザインやグラフィックデザイン、またはサービスデザイン
の知見が必要となっていると言える。	
 
	
  学術的には、企業はデザインによって多くの利益を生み出していることが指
摘されている[2][3][4][5][6]。デザインマネジメントの領域では、多くの研究
者がマネジメント領域におけるデザインの有効性を示してきた
[7][8][9][10][11][12]。特に、デザインの審美性に関する研究[13][14]や、ブ
ランディング[15]、デザインと企業のパフォーマンスに注目した研究[16]など、
マーケティング領域でデザインの有効性が明らかになっている。	
 
	
  現実の世界に目を向けると、近年は優れたインダストリアルデザイナーを使
用し、外観が優れた製品を発売したとしても、それが大ヒット商品になるとは
限らない。例えば日本企業を考えると、従来は優れた品質やスペック、開発速
度の早さなどを武器に一般消費者向けに多くのヒット商品を生み出していた。
しかし、近年は自動車業界がまだ健闘しているが、家電業界は非常に苦しんで
いる。実際に日本のいくつかの企業は一般消費者向けのビジネスから撤退する
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等、現状の厳しさは深刻な状態である。しかし、決して外観等のインダストリ
アルデザインが海外メーカーに対して劣っているとは考えられない。実際に日
本の製品はデザインが良いという意見を海外の人から聞くことは多いであろう。
では何が問題なのであろうか。	
 
	
  世界的な大ヒットとなったアップルの iPhone や任天堂の Wii は外観が優れて
いたためにヒットしたわけではない。その理由は製品の意味を革新し、消費者
のライフスタイルを変化させたことである[17]。先述した製品の記号化の議論
で考えると、記号に対する意味のデザインが見事に行われた事例と言える。製
品の意味とは、消費者が製品との相互作用の中から創出するものであり、消費
者が製品に対して注意(心的エネルギー)を向けることによって生まれる[18]。
そのため、単純に消費者が解消したいと思っている問題を改善するための道具
を提供するのではなくて、消費者がその製品を手にした時にどのような感情を
持つか、また社会的に周囲の人たちがその消費者に対してどのような認識を持
つかということ、つまり社会システムの中でどのような意味システムを構築す
るかということに企業は焦点を当てなければならない。つまり、消費者の嗜好
だけではなく、文化や社会の流行まで考慮する必要がある。Verganti[17]はこ
の段階を社会文化モデルの分析であると述べ、イタリアでは心理学者や文化人
類学者を始めとする社会科学者、演劇等に関わるアーティストやプロデューサ
ー、そして革新的なヴィジョンを持った企業等の名声のある専門化によって形
成されたデザインディスコースによってが行われていることを明らかにした。	
 
	
  消費者にとって新しい意味を創出するためには、このように社会文化モデル
の分析が必要であることは確かであるが、では実際に新しい意味を創出した製
品がすべてこのプロセスに当てはまるだろうか。例えば、掃除機の意味を変化
させたと評価されるダイソンは、創業者のジェームス・ダイソンが業務用の掃
除機に使われていたサイクロン技術をヒントに、家庭用のサイクロン掃除機を
開発した。アップルの iPod は、デジタルハブという企業ヴィジョンと、元とな
るアイデアを持ったトニー・ファデルを雇用することで製品が実現した。デジ
タルハブというヴィジョンを作成した時点で社会文化モデルの分析を行ってい
たことが予測されるが、デザインディスコースを結成していたかどうかは明ら
かではない。特にこれらの事例では、ダイソンやジョブズなどのリーダーによ
る決断が非常に大きな役割を果たしており、デザインディスコースとの連携よ
り、トップの考えが重要であったと考えられる。また、日本企業の製品を考え
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ると、意味を変化させて大ヒットとなったものとしてウォークマンが典型的な
例であろう。ウォークマンはその名が携帯型音楽プレーヤーの代名詞となる等、
世界的に大ヒットした製品である。ウォークマンの開発のきっかけとなったも
のは、他の企業が作るような製品は作らない、決してまねをしないという企業
文化にあったと言えるだろう。当時の音楽プレーヤーは、録音機能を持ったカ
セットレコーダーが普通であり、音楽を外に持ち出して聞くということを考え
る人は多くなかった。この開発にあたり、技術的には他の企業でも開発するこ
とは可能であったが、実際に製品として提案したのはソニーであった。その製
品発表会では記者を公園に連れて行き、ウォークマンを使うライフスタイルを
見せるという当時としては画期的なやり方を行った。	
 
	
  このように、実務的には革新的な意味を創出する事例が昔から存在するが、
学術的には研究が始まったばかりであり、多くの企業に当てはめることが出来
る一般化された理論が未だに構築されていない。特に、意味に関する研究が従
来は消費者の研究分野で行われており、製造者側が意味を創出するという観点
での研究はほとんどない。そのため、ここに実務と学術の間に大きなギャップ
が存在する。そこで、本論文は製品の革新的な意味を創出するプロセスに存在
する理論的ギャップを埋めることを目的とする。	
 
	
 
1-2.本論文の構成
	
  本論文は理論的ギャップを埋めることを目的とするために、現状の学術的研
究の詳細なレビューを行う。しかし、実務的にも学術的にもデザインの定義は
流動的であるため[19]、レビューの前に近代デザインの概念がどのように発展
してきたかを明らかにする。そのために、18 世紀後半から現在までの近代デザ
インの歴史について述べる。そして、意味主導の開発を学術的に明らかにする
という観点から発見される理論的ギャップについて言及し、本研究が取り組む
べきリサーチクエッションを明らかにする。そして、そのリサーチクエッショ
ンを検討するために、製品開発プロセスにおける意味研究の基礎となるフレー
ムワークを提案する。次に、フレームワークに基づいてケーススタディを行う
ことで、フレームワークの精緻化と仮説の設定を行う。このケーススタディで
は、薄型テレビ(FPD)市場に注目する。FPD は従来の CRT(ブラウン管)テレビと
比較して、テレビ番組を見るという機能は変化していないが、大きく外観が変
化している。そのため、製品の意味が変化している可能性が高い。次に、ケー
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ススタディから得られた仮説を検証するために、特許を用いた分析を行う。特
許分析は、企業が技術開発に投資した結果として特許出願することが多いため、
技術開発の意向を理解することに適していると考える。なぜなら、本研究は企
業が意味を革新するためにどのように戦略的に技術開発を行っていたかを明ら
かにすることも意図しているためである。なお、本論文では消費者にとって合
理的もしくはタンジブルと定義される価値をスペック、非合理的もしくはイン
タンジブルと定義される価値を意味と定義し、それぞれを革新する研究として
テクノロジーリサーチ(TR)とデザインリサーチ(DR)[17]と定義する。次に、製
造者側の意図を、価格.com のユーザーレビューを用いて分析する。従来の研究
では意味の分析は消費者に焦点を当てた研究がほとんどで、製造者が意味の革
新においてどのような戦略をとっていたかは明らかになっていない。本研究は
両者を同じフレームワークで分析することで、製造者の意味に関する戦略がど
のようなものであったかを分析することが出来る。最後に、本研究のまとめと
限界、実務的・学術的インプリケーション、また将来の研究について述べる。
以上をまとめると図 1-1 のようになる。	
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図 1-1	
  本論文の構成	
 
	
 
1-3.本論文の目的
	
  本論文はイノベーションという観点から製品の意味を扱う研究である。しか
し、意味に関する研究は主に意味論やマーケティング等、消費者に焦点を当て
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る分野で行われているため、イノベーション、つまり製造者側がどのように意
味を革新するかという研究が不足している。特に、研究にとって重要なフレー
ムワークが不足していることが、テクノロジーマネジメント等のイノベーショ
ンを扱う分野において意味の研究が進まない一つの要因となっている。
	
  Verganti[17]は意味と技術に関するフレームワークとして、図 1-2 のように研
究活動をテクノロジーリサーチとデザインリサーチに分けることを提案した。
しかし、彼はイタリアの製造業がデザインリサーチを行っていると述べ、その
事例を詳細に調べただけで、デザインリサーチの中身のプロセスを体系的に示
していない。特に、意味が感情的で象徴的な価値と定義するだけにとどまって
450

おり、どのように意味が革新されるかという視点に欠けている。
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図 1-2	
 

Verganti のフレームワーク[17]	
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aim. This
the firms’ boundaries (Soh and Roberts,そこで、
2003; Sorenprocess resembles
a
typical
process
of
technological
son
and
Waguespack,
2005).
They
have
shown how
本論文の目的は意味のイノベーション研究の基礎となる意味と技術の関係に関
research, aimed at untargeted exploration of new
firms should manage research and development in a
するフレームワークを提案することである。イノベーション研究にも様々な分
technical possibilities.
Different from concept genersystemic perspective, where their research and develation, this process
is
more
knowledge
based
than
creopment (R&D) lab—albeit large—is only a small part
野があるが、本論文ではまず図 1-3 のような技術と意味の関係を示したフレー
ativity based. Gismondi’s previous quote also
of a huge network of researchers, institutions, and
ムワークを提案する。
emphasizes that the discussion here is not of research
firms (Huston and Sakkab, 2006; Rigby and Zook,
on sociological
and
sociocultural
trends.
Like
techno2002; Wolpert, 2002). Scholars in this perspective talk
	
  また、本論文では提案したフレームワークを用いて、ケーススタディ及び特
logical research, design research is applied: It is the
of business ecosystems (Iansiti and Levien, 2004) or
許を用いた定量分析を行う。その理由として、技術と意味の関係に関する研究
real exploration
of new languages embedded into aropen innovation (Chesbrough, 2003; Christensen et al.,
tifacts and, indeed, also implies playing with new
2005). Von Hippel (2005) further investigated the crutechnologies and new materials.
cial role of users in these networks of innovators. When
Theories on technology management may provide
considering innovation of languages, this phenomenon
useful models to study design as a knowledge-intenis 6even more relevant. Whereas technologies may be
sive research process in firms. In particular, this paper
developed by an internal R&D department with conrefers to studies that apply a resource-based perspectrolled experiments, sociocultural models are instead
tive to innovation (Kogut and Zander, 1992; Leonshaped by society, and internal R&D labs can only deard-Barton, 1995) and that look at innovation as a
tect and influence them (Durgee, 2006). Studies on de-

はまだ多くなく、理論が不足しているため、理論的検証が難しいことが挙げら
れる。ケーススタディはそのような場合に、包括的なデータの取得が可能であ
るため、仮説の導出に有効である[20]。そして、ケーススタディで発見した仮説
を検証するために、定量分析を行い、提案したフレームワークの有効性を確認
する。
	
  以上より、本論文ではまずフレームワークの提案とその有効性の確認に焦点
を当てる。更に、フレームワークを通すことによって発見される事実について
考察し、企業の意味と技術に関する戦略を明らかにする。
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図 1-3	
  技術と意味に関するフレームワーク	
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2.デザインの歴史と定義
	
  近年デザインの重要性が広く認識され始めている。しかし、インダストリア
ルデザインやエンジニアリングデザイン、パッケージングデザインなど、デザ
インは多くの定義を持っているため、実務的にも学術的にも「デザインの問題」
は一義的な答えを導くことが難しい[19]。そこで、本章ではデザインがその歴史
の中でどのように発展してきたのか、またどのような定義を持っていたのかを
レビューする。
	
  デザインとは何を対象にするのか。20-21 世紀 DESIGN INDEX[21]では，
その対象カテゴリーを，
「建築，都市計画，移動，交通，家事，住宅設備，オフ
ィス，インテリア，アパレル，ファッション，大衆消費社会，スポーツ，アウ
トドア，食品，メディア／情報，エンターテインメント，趣味，ゲーム，医療，
健康，新素材，テクノロジー」と述べている。しかし、デザイン研究という観
点では、製品のアウトプットとしてのデザインはその研究対象の一部でしかな
い。その他に、それらの製品が開発されるプロセスやその手法やツールを体系
的にまとめることも対象としている。Bayazit[7]はデザイン研究が取り組む問題
には、下記のようなものが挙げられると述べた。
①デザイン研究は、人が作る物を物質的に具現化すること、具体的にはそれら
の物がどのような役割を持ち、どのように機能するかに注目する。
②デザイン研究は、人の活動、具体的にはデザイナーがどのように機能し、デ
ザイン活動を実行するかに注目する。
③デザイン研究は、目的を持って実行したデザイン活動が最終的に実現するこ
と、具体的にはその人工物がどのように出現し、どのような意味を持つかに注
目する。
④デザイン研究は、構造の具現化に注目する。
⑤デザイン研究は、デザインとデザイン活動に関わる体系的な探索と知識の獲
得に注目する。
	
  すなわち、①と④は人工物が物理的にどのように作られるか、②はそのプロ
セス、③はデザイン活動の結果形作られた人工物をどのように社会に展開し、
消費者に意味を与えさせるか、⑤はデザインの学術的な体系化に焦点を当てた
ものとして考えられる。そこで本論文では、表 2-1 のように①と②と④を人工
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物の創造とそのプロセス、③を人工物の社会への展開、⑤をデザインの体系化
と定義し、デザインの歴史をレビューする。
表 2-1 デザイン研究のカテゴリー
定義	
 

問題の焦点	
 

人工物の創造とそのプロセ

人工物が物理的にどのように作られ、またどのようなプロセス

ス	
 

で作られるか	
 

人工物の社会への展開	
 

デザイン活動の結果形作られた人工物をどのように社会に展開
し、消費者に意味を与えさせるか	
 

デザインの制度化と体系化	
 

デザインプロセスを科学的に実行できるか	
 

2-1.デザインの歴史
2-1-1.人工物の創造とそのプロセス
	
  人工物の創造はイギリスで起こった産業革命以降の機械生産の発展と、第 2
次世界大戦以降の社会構造の変化に伴って大きく変化した。今日では、人工物
の創造の中心は技術であり、新しい製品を創出するにあたり、技術的なイノベ
ーションが大きな役割を担うようになっている。しかし、19 世紀半ばまでは、
生産方式は手工業が中心であり、人工物は技術的というよりも、芸術的であっ
た。当時の機械産業が中心を担う以前は、アイデアなど製品の企画もものづく
りも、どちらのスキルも持った職人に依存していた。そのため、現代のように
消費者が簡単に欲しい物を手に入れることができなかった。
	
  機械化の傾向が初めて見られだしたのは、現代の家電のような日常生活で使
用する物ではなく、建築の分野であった。1851 年にイギリスで世界最初の万国
博覧会のために建築された水晶宮は、鉄とガラスによる建物で、工場で生産が
可能になるように設計されていた。工場生産という概念に重要であったのは、
標準化とそれに伴うユニット化というものであった。また、そこで展示された
アメリカ製の家具や農業機械は機能的な形をしており、当時のヨーロッパの芸
術作品というよりも、現代の機能美に基づいた形状であった。この頃の日用品
はスキルを持った職人の手による物であり、それらの模倣品として生産された
機械生産品は、安いが品質の悪い物として認識されていた。そのため、機械生
産品は外観を装飾過剰にすることで、安かろう悪かろうのイメージを払拭しよ

10

うと試みていた。
近代のデザインは工業化や効率化とともに、徐々に進歩していった。しかし、
19 世紀後半にデザインに多大な影響を与えたモリスは、機械生産品が上述した
ように安くて品質が悪いことから、その工業化や効率化に反する動きを見せた。
モリスのこの工芸品重視の活動が、その後イギリスを中心に展開された、工業
品に対するアンチテーゼとしてのアーツアンドクラフト運動である。その中で、
工芸家グループの名称としてギルドが使用される等、美術と工芸を一体化した
活動が行われた。
	
  20 世紀初頭には、アールヌーヴォーと呼ばれる曲線や曲面をもった装飾スタ
イルが大流行となった。それと同様の傾向がイギリスではモダンスタイル、ド
イツではユーゲントシュティールと呼ばれるなど、欧米でアールヌーヴォーの
流れが展開された。しかし、一方でそのような考え方から離れ、ドイツでは家
具が代表するように、ユニット等を考慮した構造的な形状が見られるようにな
った。そして、ユーゲントシュティールから近代化への流れを作ったヴァン・
ド・ヴェルドは、1907 年にワイマールにてワイマール工芸学校を開設した。同
年にドイツの建築家ムテージウスによってドイツ工作連盟が設立された。これ
は、機械生産がすでに重要な役割を担っているため、芸術と産業を統一すると
いう考え方を持っていた。その一方ですでに近代化された工場では、未熟なオ
ペレーションを改善するために、様々な研究が行われた。1907 年にアメリカで
はフォードが T 型フォードを発売し、1914 年には生産のライン化が実現された。
1915 年にはイギリスにおいても、デザイン産業協会(DIA)が設立され、機械生
産への流れが本格的になり始めた。
	
  近代産業に積極的に芸術を取り入れたのはドイツのアルゲマイネ電気会社で
あった。芸術家のベーレンスは顧問として招かれ、工場の建築設計から製品の
デザインまでを行った。このベーレンスの工場を基盤とした造形活動は、形状
を考える人と生産する人が違うことを明確にしている。そして、後にこの形状
を考える人が、各地でインダストリアルデザイナーへと発展していったと言え
る。ドイツ工作連盟は、工場生産の大量化と同時に品質の向上を目指して、後
に「規格化」に発展する「標準化」の考え方を主張した。その後、第１次世界
大戦が始まり、新しい武器や装置が開発されたが、これらは大量生産を前提と
しで、効率性を意識した構造、形状となっていた。
	
  1919 年にデザインが科学的に扱われるようになったきっかであるバウハウス
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が、建築家のグロピウスによってドイツのワイマールにて設立された。このバ
ウハウスによって、工房活動の転換が行われた。従来は手工芸、つまり形状の
考案と創作が行われていた工房が、機械生産で実現できる構造・形状を検討す
るためのプロトタイプ製作のための生産実験工房へと変化した。
	
  上述したように、インダストリアルデザインという考え方の基礎はすでにヨ
ーロッパにも存在したが、その定義が明確になり、定着したのはアメリカであ
った。機能主義的な T 型フォードは革新的な生産ラインによって、安価を実現
し、自動車の急速な普及に貢献した。その結果、消費者は機能主義であるフォ
ードに対して飽きを感じ、異なったスタイルを持った GM の自動車への移行に
つながった。GM が「人をのせて走る」という自動車の機能だけでなく，スタ
イルという情報・記号的側面に注力したことが、フォードの単一車種による大
量生産での低価格戦略を駆逐した[22]。1920 年代から 30 年代に、ゲッデスとテ
ィーグは、アメリカで最初のインダストリアルデザイン事務所を開くなど、そ
の活動を展開した。1929 年の大恐慌をきっかけに、インダストリアルデザイン
は企業のパフォーマンスの改善の手段として、更に重要視されるようになった。
不況の中、製品を本質的に改善することができない企業に対して、外観を変更
するだけで、消費者により多くの製品を購入させる手段として機能した[8]。
	
  その後ヨーロッパにおいても、インダストリアルデザインが発展した。イギ
リスでは 1944 年に産業デザイン協議会 CoID(Council of Indutrial Design)が設
立され、産業に対するデザインの振興と支援を行った。CoID の活動にはエンジ
ニアリング業界が非常に大きな役割を担っており、1971 年にはエンジニアリン
グデザインも含めたデザイン協議会 DC(Design Council)として、新たなスター
トをきった。この時期には職業としてのデザインが確立され、同時にデザイン
活動が組織化・国際化された。工業国であるスウェーデンでは、1957 年にスウ
ェーデンインダストリアルデザイナー協会 SID が設立される等、北欧地域でも
デザインを背景に優れた製品を生み出した。ドイツは技術面においても、形態
面においても非常に優れており、様々な産業に渡って機能性・合理性に基づい
た優れた製品を生み出している。オランダではフィリップスが 1925 年にデザイ
ン部署を設立する等、デザインを早い段階から重視していた。その後工業デザ
イナー団体 KIO や、オランダデザインセンターが設立された。フランスでも
1951 年に工業美学協会、1969 年にインダストリアルセンターCCI が設立され
た。イタリアは歴史的に建築が優れており、現代のデザインにおいても建築家
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が大きな影響を与えている。インダストリアルデザインを専門とした教育機関
が設立されたのも他国に比べて遅かった。しかし、建築のみならず日用品のデ
ザインも非常に優れており、ヨーロッパ各国へ大きな影響を与えた。また、経
営者もデザインへの理解が深く、イタリアの企業には世界中からデザイナーが
集まる仕組みが構築されている。
	
  近代のデザインには、技術的革新が大きな影響を与えている。例えば、新し
い素材や電子工学、情報技術の発展により、従来は不可能であった新しい表現
方法が可能となった。また、製品の機能が複雑化するにつれ、消費者とのイン
タラクション、つまりユーザーインターフェイスの実現がデザイナーとエンジ
ニアに求められるようになった。
2-1-2.人工物の社会への展開
	
  製造者と消費者が分離されると、製造者が作った人工物をいかに消費者に認
知させるかが重要となる。15 世紀中頃にはドイツのグーテンベルクにより、活
版印刷が発明され、従来の木版印刷に比べ印刷技術が大きく発展した。16 世紀
になると、オランダやイギリスで印刷物が庶民の手に渡るようになり、18 世紀
には欧米を中心に雑誌や新聞が誕生した。これらの中で広告が見られるように
なり、いかに消費者に広告に注目させるかという視点が重用視され、広告のデ
ザインが発展していった。20 世紀前半のアールヌーヴォーの時期には、ポスタ
ーのデザインが頻繁に行われるようになった。それまでの印刷物は活字が中心
であったが、ポスターは文字での説明より、短時間で与える印象が重視される
ために挿絵が多く使われた。また、19 世紀中頃に実用化された写真は、第１次
世界大戦以後に印刷物にも使用されるようになった。
	
  20 世紀初頭にドイツのアルゲマイネ電気会社は、ベーレンスを芸術顧問とし
て雇い、製品デザインのみならず販売に関する広告のデザインを担当させた。
また、バウハウスは芸術に技術を積極的に利用した。新しい写真の試みなどグ
ラフィックデザインにとって新しい試みが展開された。
	
  1920 年代に入ると、印刷物の大量複製化技術やマスコミュニケーション、映
画が発展し、新たな広告手段が求められるようになった。第１次世界大戦後の
アメリカでは、カラー写真を多く使った雑誌が多く出現し、広告デザインに大
きな影響を与えた。1929 年の大恐慌をきっかけに、安価に新製品を開発するた
め、製品の技術的変化無しに製品の外観だけを変え，消費者の購買欲を喚起し
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ようした。そして、消費の刺激として宣伝が積極的に利用され，大量生産とマ
スコミュニケーションが一体となった[22]。
	
  1930 年代に入るとティーグやローウィが職業としてのデザイナーとして活躍
した。そして、デザインに関するコンサルタント会社が現れ、時代の流行に合
うようなデザインを製品や広告に取り入れる動きが盛んになっていった。また、
この時期にバウハウスが先導し、新しいアルファベットなどいわゆるフォント
に関するデザインが発展した。そしてロンドンでは、地下鉄構内のすべてのポ
スターのグラフィックが統一される等、製品そのものだけではなく、製品を取
り巻く環境を含めたデザインの重要性が認識され始めていた。その後もグラフ
ィックデザインに関する国際的なデザイン会社が多く設立された。
	
  グラフィックデザインの対象はポスターなどのデザインから、建物のサイン
や商業スペースのデザインなど、製品を販売する環境のデザインになり、企業
としての一貫性を消費者にアピールすることに重点をおかれた。以上のように，
アメリカのインダストリアルデザインがきっかけとなり，機械と大衆を結びつ
ける視点に市場経済原理が強く関わった結果，物質的な側面と記号的側面が分
離され，主にその記号的操作を担うものとしてインダストリアルデザインが確
立した[22]。
	
  1990 年代に入ると、情報技術の発展により、デザインにも消費者とのインタ
ラクションを円滑に行うため、情報デザインを行う必要が生まれた。つまり、
製品自身や広告、それを取り囲む環境のデザインに加えて、ホームページなど
の IT に関するデザインが加わったのである。
2-1-3.デザインの体系化
	
  デザインの体系化に関する研究は、製品の形状をどのように作るかではなく、
製品を作るデザインプロセスをどのように行うかに着目した研究である。上述
した様に 19 世紀終わりから 20 世紀はじめの大量生産・大量消費の時代に入る
までは、製品を考える人と作る人が同じであった手工業であり、生産量も多く
なかった。そのため、そのプロセスに言及することはほとんどなかったと言え
る。しかし、それぞれが別々に行われる工場生産が中心となっていった。その
ため、徐々に工場のオペレーションの効率性が求められるのと同時に、製品を
作る側、つまりデザインプロセスにも効率性が必要となり、そのプロセス研究
が必然的に増加したのである。
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  工場生産が始まって間もない頃のオペレーションに関する研究は、工場で働
く従業員の観察に関する研究が主であり、デザインプロセスが研究対象となる
ことはなかった。近代デザインが方法論として体系化されるきっかけとなった
のは、バウハウスであった。このバウハウスの理念は、生活機能の総合の場、
すなわち「芸術」のもとに、絵画、彫刻、工芸などの諸芸術と職人的手工作な
ど一切の造形活動を結集して、総計芸術の再統一を達成することであった[23]。
また、初めてデザインが研究対象となったのは、戦時中に飛行機の性能改善に
焦点が当てられたものであった。1920 年代は工場の従業員の疲労に関する研究
が主であった。1930 年代に入ると、フォルクスワーゲンによって、車の効率性
を向上させるためのデザインが研究され、第 2 次世界大戦時には、特にエンジ
ニアリングデザインにおける問題解決手法や意思決定方法が重要なテーマであ
った。第 2 次世界大戦が終わると、ヨーロッパでは早期の戦後復興を目指して、
インダストリアルデザインよりも効率的に効果的な製品を作るために、エンジ
ニアリングデザインが注目された。
	
  その後、デザインプロセスにもシステム理論が適用され、systematic design
method が開発されるようになった。イングランドでは、初めて科学的手法をデ
ザインプロセスに適用することを提案した「The Conference on Design Method」
が開催され、デザイン研究のターニングポイントとなった。そして、クリティ
カルパスやオペレーションリサーチ等の科学的手法によって、デザインプロセ
スが改善された。1965 年にはグレゴリーによって、「デザイン科学(design
science)」という言葉が初めて使用された[24]。1968 年にはサイモン[25]が「The
Science of Artificial」を発表し、AI などの科学的手法をデザインプロセスへ応
用すること提案した。また、同年に DMG International Conference が MIT で
開始される等、世界中でデザイン研究に関する学会や組織が設立された。
	
  その後 1970 年代に入ると、デザイン研究の流れはプロセスへの科学的手法の
適用から、ユーザーを巻き込んだプロセスに移り変わっていった。システム理
論やオペレーションリサーチ等の科学的手法は、複雑な現実の問題に適用する
には単純すぎると批判され、それらの手法が第一世代のデザインメソッドと呼
ばれたのに対して、ユーザーを巻き込んだ手法は第２世代のデザインメソッド
と定義された。この第２世代のデザインメソッドは、1990 年代に入るとユーザ
ーセンタードデザイン(UCD)等の呼び方で多くの研究が行われてきた。特にア
メリカの IDEO やスタンフォード大学の D-School 等が中心となって世界中でこ
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の手法が広まっている。
	
  一方で、技術が発展するにつれ、デザインメソッドにも大きな影響を与える
様になってきた。当初はコンピュータを使って、意思決定にサイバネティクス
を応用した。その後、機械がデザインプロセスに頻繁に使用されるようになる
と、労働環境の改善等を目的とした人間と機械の関係について研究されるよう
になり、人間工学を適用したオフィス家具の職場への導入等が行われた。そし
て、「The Environmental Design Research Association」などの学会や組織が
設立され、建築やインダストリアルデザインを含めた職場環境の改善が盛んと
なった。また、その一方で 1970 年代にはインタラクティブなコンピュータグラ
フィックシステムの開発も始まり、コンピュータ科学がデザインプロセスに大
きな影響を与えるようになった。
1980 年代から 1990 年代には、インダストリアルデザインやグラフィックデザ
インに関する学会や研究ユニットが大学にできるなど、デザイン研究が国主導
から大学主導へと変化した。そして、学術研究と産業界の関係性に関する研究
がデザイン研究にとって重要なテーマとなった。
2-2.デザイン研究の歴史と定義の変遷
	
  デザインの歴史は 19 世紀末から 20 世紀初頭から現在にかけて大きく変化し
ている。上記の歴史をまとめると図 2-1 のようになる。
	
  現在のデザイン研究の主要なテーマとして、デザインドリブン[17]やデザイン
シンキング[26][27]、サービスデザイン[28]が挙げられる。これらのレビューに
関しては、次章で詳細を述べる。
	
  デザイン研究においてもその対象が変遷するに連れて、多くのデザインの定
義が行われた。以下では代表的な定義を紹介する。
・Potter[29]
デザインは人生を整えるための形や秩序
・Simon[25]
Design is the process by which we [devise] courses of action aimed at
changing existing situations into preferred ones’
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エンジニアリング

図 2-1	
  デザインの歴史
・Krippendorf[30]
The etymology of design goes back to the latin de þ signare and
means making something, distinguishing it by a sign, giving it
significance, designating its relation to other things, owners, users
or gods. Based on this original meaning, one could say: design is
making sense (of things).
・ICSID[8]
目的：デザインは創造的な活動である。その目的は、物の多面的な特
性、家庭サービス、およびそれらのシステムをライフサイクルの中で
確立することである。それゆえ、デザインは、革新的な技術によって
私たちがより人間らしい活動をするための中心的な働きをする。また、
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文化的交流ないし経済的交換を行う際にもデザインは欠かせないもの
となる。
役割：デザインは、次のような点の構造的、組織的、機能的、表現的、
また経済的な関係を発見して評価しようと努める。
・地球規模での持続可能性と環境保護の向上(グローバル倫理)
・人類全体に利益と自由を与えること(社会的な倫理)
・グローバル化に向かう世界において、文化の多様性を支持すること
・製品、サービス、またシステムに、意味と首尾一貫した美しさを持
つ形とともに、適度な複雑さを与えること。
デザインは、製品、サービス、グラフィック、インテリア、そして建
築に関するあらゆるものといった幅広い範囲を巻き込む活動である。
・パパネック[31]
人間は誰もがデザイナーである。人間のすることはほとんど常にデザ
インである。なぜなら，デザインは人間の活動すべてにとって基本的
なものだからである。望ましい，予見のできる目標の達成に向けて計
画すること，作ることはすべてデザインである。デザインは叙事詩を
作り，壁画を制作し，大作を描き，コンチェルトを書くことである。
しかし，デザインはまた，机の引き出しを掃除し整理すること，歯茎
に埋もれた歯を引き出すこと，アップルパイを焼くこと，草野球の組
み分けをすること，子どもを教育することでもある。デザインは意味
のある秩序を実現しようとする意識的な努力である。
・IDSA[8]
インダストリアルデザインは、機能、価値、製品の外観、使い手と作
り手双方の相互利益となるシステムを具現化するコンセプトや仕様書
をつくり出す専門的な活動である。
・Gorb[8]
デザインは、見ること、触れること、聴くことのできるものをつくる
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計画である。
・Topalian[8]
デザインとは、周囲のニーズを概念化して、そうしたニーズを満たす
ための道具に変える過程である。
・Starck[8]
デザイナーという職業は、芸術家でも、評論家でもない。デザイナー
は意味論の専門家である。
・奥出[26]
デザインという行為が，いままでおもに美術系の大学で教えられてき
たような形と機能を受け持つ狭い領域を越えて，ビジネス戦略を立案
するための新しいアプローチとなりつつある
・野中・紺野[32]
ここでいうデザインは，カタチを伴う製品としてのデザインを意味す
るのではなく，創造的な『知的方法論』のひとつである。

・渡辺[33]
身のまわりにあふれる情報洪水に流されないように必死で足をふんば
り，そこから自分に本当に必要な情報を取捨選択しようと苦心惨憺し，
他人に何がしかの物事を伝えるのに呻吟した経験をもつ誰もが，
『自覚
しない情報デザイナー』なのだ。
・林[34]
人間をとりまくさまざまな工業生産物の記号化が進行するとともに，
インダストリアルデザイナーは個々の生産物の美化だけでなく，大衆
の環境形成に大きく関与するようになり，生産物の物質的な使用価値
と記号的な意味を統合し，秩序ある環境を形成することが，インダス
トリアルデザインの理念とされるようになっている。
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これらの定義を見てもわかるように、概念的で広義な定義から、ある種のデザ
イナーの働きに着目した狭義の定義もある。図 2-1 の歴史を見てもわかるよう
に、インダストリアルデザインやエンジニアリングデザイン、グラフィックデ
ザインを始めとする個別の機能としてのデザインが存在する。そのため、デザ
インの定義をそれらの個別の機能として定義することも可能である。例えば、
デザインはインダストリアルデザインを意味する等のような定義である。しか
し、これはあくまで機能と紐づけただけであり、ものづくりという一連のプロ
セスの中でのデザインを考えた時には、この定義は狭義過ぎるであろう。実際
に、エンジニアリングデザインやインダストリアルデザイン、グラフィックデ
ザインなど様々なデザインが協力しないと、一つの製品のデザインはできない。
そして、現在デザイン研究の主流となっているデザイン主導、デザインシンキ
ング、PSS(Product Service System、サービスデザインの一種)のどれを見ても、
各個別のデザイン機能の統合が不可欠となる。
	
  以上のことより、本論文ではデザインの定義として、個別のデザイン機能で
はなく、一連のデザインプロセスの成果に着目した以下の定義を採用する。
Design is making sense (of things). [30]
なぜなら、デザインは人工物のデザインだけではなく、人工物にシンボル(広告、
ブランド)やサービスまで付加し、製品に仕上げ、更に消費者と製品の相互作用
によって生まれる意味をアウトプットするべきだからである(図 2-2)。すなわち、
製造者側のものづくりのデザインと消費者が製品と相互作用を起こす環境のデ
ザインの 2 つの側面でのデザインが必要となる。
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デザインのアウトプット
社会
エンジニアリングデザイン
インダストリアルデザイン

人工物

グラフィックデザイン

シンボル

サービスデザイン

サービス

製品

図 2-2	
  デザインの定義とアウトプット
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意味

消費者
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3.意味と技術に関する理論的分析
3-1.背景
	
  近年消費者の嗜好の多様化に伴って、コストやスペックの高さのみでなく、
デザインの重要性が認識され始めた。特に実務的な面でデザインの重要性は多
くの企業が理解しているにもかかわらず、学術的にはデザインの定義が流動的
で、デザイン研究を難しくさせている[18]。Simon[25]は既存のプロセスを改善
させる活動すべてをデザインであると定義したが、この定義は広義過ぎるため、
本論文では製造業が生産する製品に関するデザインに焦点を絞る。
	
  前章では、デザイン研究の歴史のレビューを行ったが、建築関係を除く日用
品に限ると、現在のデザインという用語がつく分野は、実務的には主にエンジ
ニアリングデザインやインダストリアルデザイン、グラフィックデザイン(パッ
ケージデザインやヴィジュアルデザインを含む)、サービスデザインが挙げられ
る。そして、エンジニアリングデザインとインダストリアルデザインが人工物
を作成し、インダストリアルデザインとグラフィックデザインが広告等のマー
ケティング面での装飾物を作成し、サービスデザインが消費者の製品を使用す
るコンテクストを作成する。そして、それらが組み合わさって製品となり、そ
の製品が消費者によって使用されることで、消費者が製品の意味を見出すので
ある。
社会
エンジニアリングデザイン
インダストリアルデザイン

人工物

グラフィックデザイン

シンボル

サービスデザイン

サービス

製品

意味

消費者

図 3-1	
  製造業におけるデザイン体系
	
  実務的には図 3-1 のような関係となるが、学術的には研究が様々な分野に細
分化されている。その分類は図 3-2 のように主に①エンジニアリングデザイン
とインダストリアルデザインによる人工物のデザイン、②インダストリアルデ
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ザインとグラフィックデザインによるシンボルのデザイン、③サービスデザイ
ン、④意味に分けられる。
社会
エンジニアリングデザイン
インダストリアルデザイン

①

④

人工物

グラフィックデザイン

シンボル

サービスデザイン

サービス

②

製品

意味

消費者

③

図 3-2	
  デザイン体系と学術的な研究分野
	
  これらの分類に対して学術的な分野を大まかに当てはめると、①に関する研
究はテクノロジーマネジメントや、デザインマネジメント、②に関する研究は
デザインマネジメントやマーケティング、③に関する研究はデザインマネジメ
ントやマーケティング、④に関する研究は意味論やマーケティング分野で行わ
れている。しかし、近年は特に先進国において家電等の生活に必要な最低限の
日用品がすでに普及しており、技術的な進歩によるスペックアップのみではヒ
ット商品となることが難しくなってきている。それに伴い、企業は製品の外観(審
美性)を高めることにより、スペックとは違った非合理的な価値を高めようと試
みているが、審美性は社会文化的なコンテクストや個人の嗜好によって消費者
の感じる価値が変化する[13]ために、審美性を高めるだけでヒット商品にするこ
とも容易ではない。
	
  そこで、前章でも言及したが、近年消費者の生活スタイルを一変することに
よって、ヒット商品となるデザインドリブンイノベーション[17]が実務的に注目
されている。このデザインドリブンイノベーションにおいて、重要なことは意
味を革新させることである。そのため、新製品開発において、上流から下流ま
で一貫して意味を革新することを目標にする必要がある。しかし学術的におい
ては、新製品開発の最初から最後まで、例えば技術研究から広告、サービスま
で統合的に議論した研究は多くなく、理論的に大きなギャップが生じている。
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具体的には、意味の研究は消費者調査に焦点が置かれており、製造者側の視点
で意味がどのように革新できるかを検討した研究は多くない。逆に製造者側の
研究、例えばテクノロジーマネジメントでは、技術開発に関する研究が焦点に
置かれており、技術が意味の革新にどのように貢献するかという研究は多くな
い。その一方で、インダストリアルデザインやグラフィックデザイン、サービ
スデザインは研究対象が消費者に比較的近いため、意味研究が行われているが、
まだ十分ではなく、理論的ギャップが多く存在する。そのため、新たな研究対
象として図 3-3 のように製造者と消費者の製品を介した意味の形成に関する研
究が求められている。
社会
エンジニアリングデザイン

人工物

インダストリアルデザイン
グラフィックデザイン

シンボル

サービスデザイン

サービス

製品

意味

消費者

図 3-3	
  新たな研究分類
	
  次章では、この理論的ギャップについて過去の文献のレビューを行いながら、
詳しく述べる。
3-2.文献レビューと理論的ギャップ
3-2-1.人工物のデザインに関する研究
	
  人工物のデザインに関する研究の歴史は非常に古く、大量生産・大量消費の
時代、つまり手工業からデザインと生産が別れた近代デザインの初期の段階か
ら行われている。テクノロジーマネジメント分野では、技術開発に関する知識
の蓄積が行われてきたが、ここでは近年のエンジニアリングデザインとインダ
ストリアルデザインの相互作用に関する文献に絞ってレビューを行う。
	
  エンジニアリングデザインとインダストリアルデザインは新製品開発(NPD)
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で大きな役割を持っている。製品開発プロセスの上流として、製品企画が存在
するが、インダストリアルデザインはアイデア創出やアイデアのテストに貢献
できる。Hippel[35]が述べるように製品開発プロセスにユーザーを巻き込むこと
で、新たな製品コンセプトを創出することができる。ユーザーからニーズを引
き出す時に、インダストリアルデザインはその効率性を高めることができる
[36][37][38]。Kelly[27]はアメリカの IDEO 社の製品開発プロセスに着目し、ユ
ーザーセンタードデザインの有効性について述べた。IDEO 社では、ラピッド
プロトタイピングを実施し、製品の企画段階から精度の高いプロトタイプを作
成することで、ユーザーの意見を取り入れやすい環境を作ると同時に、経営者
の意思決定の支援も行うのである。これらの一連の手法は従来からデザイナー
が得意としており、そのようなデザイナーの思考方法を製品開発に取り入れる
という意味でデザインシンキングと呼ばれ、日本でも奥出[26]によって実践され
ている。また、このデザインシンキングは 3D プリンターや raspberryPI 等の
シングルボードコンピューターの発展もあり、更なるプロトタイプの精度向上
が実現されている。Veryzer や Borja de Mozota[39]は、ユーザーセンタードデ
ザインによる NPD の効率性について言及した。ユーザーセンタードデザインが
NPD に対して、プロセスとプロダクトの 2 種類に対して改善を行う(図 3-4)。
一つはプロトタイプやスケッチ等のインダストリアルデザイナーの可視化技術
が、製品開発プロセス参加者同士、またはユーザーとのコラボレーションを促
進することと同時に、アイデアの創出の効率を高めることである。プロトタイ
プ等の実際触ることが出来る物が目の前にあると、机上で議論するよりも参加
者が意見を出しやすくなるため、製品開発プロセスの早期段階を効率化するこ
とが出来る[40]。また二つ目として、インダストリアルデザイナーは常にユーザ
ーに焦点を当てているため[41]、ユーザーが使用しやすい製品を開発することに
貢献する。新製品が過度に革新的な場合にユーザーがそれを拒否することも考
えられる。プロトタイプを用いてユーザーに新製品を提示しながら、ユーザー
インターフェイスを検討することで、革新的な製品の場合でもユーザーフレン
ドリーな製品にすることができる。ユーザーを調査する手法として、エスノグ
ラフィーなどの手段も非常に有用である[42]。ユーザーが物を使用する理由とし
て、機能だけではなく、感情や象徴等も挙げられるため、エスノグラフィーを
用いて、ユーザーの社会文化モデルを分析することが、製品とユーザーの親和
性を高めることに重要である。
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ness for customers. The deeper, more complete appreciation for users allows for the development of
product solutions that offer more value as well as
cognitive and experiential benefits. Product desirability and potential for success also are increased
through attention to technology translation and
adoption characteristics.
Models such as the Stage-Gatet model of innovation are very useful but have not completely captured

Collaboration
•
•

key role in enhancing the idea and the creative design
solution during the subsequent stages.
A model such as the one implied in Figure 2 is
consistent with translation theory (Callon, 1986; Latour, 1987) and sociological models (Ackrich, Callon,
and Latour, 1988) of innovation in their broader implications for NPD. For example, translation theory
defines the conditions for the production and the circulation of technical innovations. It stresses the fact

PROCESS
Idea Generation
• Visualization/
Conceptualization
• Form Alignment
• Transmutation of
Design Challenge

Information
Integration/“CoDesign”
Common Reference
Point/Shared Metrics

PRODUCT
Superior Product
• Value Delivery
• Cognitive and
Experimental
Considerations

Product Appropriateness
• Technology
Translation
• Adoption
Characteristics

Figure 1. User-Oriented Design Impact on NPD

図 3-4 ユーザーセンタードデザインの 2 つの効果[39]

	
  製品企画で創出したコンセプトは、製品開発プロセスの上流から下流まで一
貫して守られることで、プロセス全体の効率化を行うことが出来る。特に、R&D
やマーケティングなど、各部門間の協力[43]やフロントエンドでのコンセプトの
決定や不確実性への対応が非常に重要となる[44]。このような場合にも、プロト
タイプやスケッチ等のインダストリアルデザイナーの可視化技術が貢献するこ
とができる。なぜなら、フロントエンドなどの上流の段階で下流に対して、コ
ンセプトを曖昧な言葉やスペックではなく、タンジブルな形状として表現する
ことができるからである。
	
  また、インダストリアルデザイナーは製品開発プロセスの内、技術開発プロ
セスの効率化にも貢献する。Hargadon と Sutton[45]は、インダストリアルデ
ザイナーが技術の仲介者として機能することを発見した。ある業界で当たり前
の技術が、異なる業界では全く新しいことがあるが、インダストリアルデザイ
ナーはエンジニアリングデザイナーと違って、複数の業界で仕事を行うことが
多いため、その業界間で技術を仲介することができる。
	
  以上のように、人工物のデザインにおいては、主にインダストリアルデザイ
ナーのユーザーのニーズを引き出す手法や可視化技術、業界横断的な特徴に着
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new organizations of spaces.
8. Artists, who are recognized as ‘‘symbolic creators’’
(e.g., Hesmondhalgh, 2002) and whose pieces eventually often appear in houses.

and its implications on patterns of consumption and
product languages, occurring through several explicit
and tacit interactions among several actors both in the
global and local setting.
Italian manufacturers recognize that an important
part of their competitive advantage is built on their
All these actors are interested in understanding
capability to access and influence the design discourse
possible future domestic scenarios and all carry on,
as a crucial carrier toward their users. Their capability
through their own processes and approaches, research
to create radical innovations of meanings is therefore
目した研究がほとんどである。その中でも、デザイナーのエスノグラフィーな
into these scenarios, therefore developing knowledge
based on a research process that rely on interpreters in
about future
sociocultural models. This happens not
どの社会文化モデルの分析を行う能力に焦点を当てた研究があり、意味主導の
the design discourse, including lead users, of course,
only with their actions and outputs (e.g., products,
but also and above all firms in other industries, artists,
製品開発プロセスの理論分析に発展させられる可能性が十分にある。しかし、
projects, reports,
artworks, shows) but also with their
media, architects, cultural centers, designers, schools
contributions
to influencing what people will actually
現状ではまだユーザーセンタードデザインの範囲で研究が行われており、意味
and universities, and exhibitions.
think and love when living in their homes. Interacting
This process significantly
differs from user-centered
大きなギャップが存在する。
Verganti[17]はユーザ
with these主導の理論構築のためには、
actors therefore increases Artemide’s
design, both in nature and players (Figure 4). In parcapability to
understand and influence sociocultural
ーセンタードデザインとデザインドリブンの違いとして、ユーザーセンタード
ticular, its basic characteristics are as follows:
models and therefore increases its probability of deデザインはユーザーから直接ニーズを聞き出し、それに基づいた製品開発を行
! It is a networked research process.
veloping radical
innovations of meanings that in
! It spans widely outside the boundaries of the firm,
the future うのに対して、デザインドリブンはユーザーのニーズに基づくのではなく、解
would be highly successful in the market
including users, but also and mainly several other
place.
釈者を通してアイデアによって製品開発を行うと述べた(図
3-5)。そして、革新
interpreters.
Italian manufacturers
highly value their interaction
! It is based on sharing of knowledge (about sociowith this network of actors. They consider these ac的な意味の創出がデザイナーの単なる思いつきから生まれるのではなく、社会
cultural models, meanings, and product lantors as interpreters of the evolution of future scenarios
guages).
with whom文化モデルの分析によって行われるとし、その過程は技術研究と同様の研究活
to share their own visions, to exchange
! It includes an action of influencing and modifying
information on trends, and to test the robustness of
動と定義した(デザインリサーチ)。そして、ユーザーセンタードデザインが製品
(through the interpreters themselves and their intheir assumptions. What these manufacturers have
fluencing and seductive power) the sociocultural
understood開発におけるコンセプトジェネレーションの段階に適しているのに対して、デ
is that knowledge about sociocultural
regime.
models is diffused within their external environment
ザインドリブンは研究活動の段階であると定義した(図
3-6)。しかし、このデザ
and that they
are immersed into a huge research laboratory, where
designers, firms, artists, and schools
Whereas the key capability in user-centered design
インドリブンの研究は始まったばかりで、多くの課題が残されている[19]。そこ
make their own investigations and interactions. It is
is to get as close as possible to users, to elicit their
で、ユーザーセンタードデザインの研究で蓄積された知見をデザインドリブン
also understood
that these interpreters are ‘‘seducneeds, and to be creative in finding solutions, the key
ers,’’ since の研究に発展させる必要がある。
with their interaction they shape socioculcapability in design-driven innovation is to access and
tural models and influence the meanings, aspirations,
to share knowledge with the design discourse and,
and desires of people and users.
more precisely, to identify the key interpreters, to
Design-Driven Innovation
Interpreter

User-Centered Design

Firm

Firm

User

Figure 4. User-Centered Design and Design-Driven Innovation (Verganti, 2008)

User

図 3-5	
  ユーザーセンタードデザインとデザインドリブンの違い[17]
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Focus of
Design-Driven Innovation

R. VERGANTI

Focus of
User-Centered Design

Focus of
Traditional Industrial Design

Concept generation

Product Development

Design Research

Technological Research

Figure 5. Design-Driven
Innovation
as Research
図 3-6	
  NPD
とユーザーセンタードデザイン・デザインドリブンの関係[17]

While user-centered design has the merit of moving
3-2-2.シンボルのデザインに関する研究 that takes places outside the boundaries of the firm.
the attention of design management scholars and
How may companies develop strategies and routines
	
  シンボルのデザインの必要性が出て来たのは、やはり大量生産・大量消費時
practitioners
upstream from product development to
to effectively interact with the design discourse? Studconcept generation, the investigation of design-driven
ies on technology management again could provide
代であったと考えられる。特にマーケティングという概念が生まれたことが一
innovation calls for moving the focus even earlier in
significant insights in this regard. Indeed, they have
the innovation
process, where firms sense the dynamrecently witnessed a significant growth
of attention to
つのきっかけとなったであろう。マーケティングが発生したのは、20
世紀初頭
ics of sociocultural models and think of new lanhow firms may manage research processes that cross
のアメリカであった[46]。様々な企業が市場に参入するに連れて、企業毎の差別
guages and
visions with an exploratory aim. This
the firms’ boundaries (Soh and Roberts, 2003; Sorenprocess 化が必要になったことで、企業としての広告が必要になった。Rodger[47]はマ
resembles a typical process of technological
son and Waguespack, 2005). They have shown how
research, aimed at untargeted exploration of new
firms should manage research and development in a
technicalーケティングの機能として、①製品計画活動、②営業活動、③販売促進活動、
possibilities. Different from concept genersystemic perspective, where their research and develation, this
process
is
more
knowledge
based
than
creopment (R&D) lab—albeit large—is only a small part
④調査活動を提案した。これらのうち、①製品計画活動は消費者の欲求する実
ativity based. Gismondi’s previous quote also
of a huge network of researchers, institutions, and
際の製品をどんな機能と材質、色、デザイン、価格にするかを決定すると定義
emphasizes that the discussion here is not of research
firms (Huston and Sakkab, 2006; Rigby and Zook,
on sociological
and
sociocultural
trends.
Like
techno2002; Wolpert, 2002). Scholars in this perspective talk
され、また③販売促進活動は製品をどう宣伝し、どんな形で商業者や消費者に
logical research, design research is applied: It is the
of business ecosystems (Iansiti and Levien, 2004) or
アピールし、売り込むかの作戦をたてることだと定義した[46]。すなわち、マー
real exploration
of new languages embedded into aropen innovation (Chesbrough, 2003; Christensen et al.,
tifacts and, indeed, also implies playing with new
2005). Von Hippel (2005) further investigated the cruケティングにおいて、インダストリアルデザインとグラフィックデザインが活
technologies and new materials.
cial role of users in these networks of innovators. When
躍する場としてこれらの機能が考えられる。
McCarthy
[48]のマーケティングの
Theories
on technology management may provide
considering
innovation
of languages, this phenomenon
useful models to study design as a knowledge-intenis even more relevant. Whereas technologies may be
4P(Product, Price, Promotion, Place)に従えば、Product の形状や色、材質にイ
sive research process in firms. In particular, this paper
developed by an internal R&D department with conrefers toンダストリアルデザインが貢献し、Promotion
studies that apply a resource-based perspectrolled experiments,
sociocultural models are instead
の販売促進や広告のヴィジュア
tive to innovation (Kogut and Zander, 1992; Leonshaped by society, and internal R&D labs can only deル面をグラフィックデザインが貢献してきたであろう。
ard-Barton,
1995) and that look at innovation as a
tect and influence them (Durgee, 2006). Studies on deprocess 	
 of シンボルのデザインとしてもう一つ重要な観点がブランドである。上述した
generation, integration, and retention of
sign-driven innovation can therefore benefit from the
knowledge (Iansiti, 1997; Weick, 1995).
wealth of technology management investigations on
ように企業の差別化が必要であるが、製品の差別化とともに企業としての消費
collaborative innovation and vice versa.

者からの認知が重要となる。ブランドは「特定の売り手あるいは売り手グルー
The Design
Discourse and the Paradigm of
プが、商品またはサービスを競合他社のそれと区別するために用いる名前、用
Managing the Network of Interpreters in the Design
Collaborative Innovation
語、記号、シンボル、デザイン、あるいはそれらの組み合わせ」[49]と定義され
Discourse: Alliances and Codesign
The key issue for firms pursuing design-driven innoIf design-driven innovation is favored by the interacvation isる。この分野では、グラフィックデザインが重要な役割を果たす。グラフィッ
accessing and internalizing knowledge in the
tion with the design discourse, then managing the indesign discourse. This is a collective and networked
teraction with key interpreters in the design discourse
research process on meanings and design languages
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クデザインは元来印刷技術の発達によるポスターのデザインから発展してきた
歴史を持つ。そのため、ブランドのデザインの担い手として機能してきたので
ある。
	
  近年のマーケティング研究において、いかに製品開発プロセスの中に組み込
むかという視点の研究が行われ始めた。例えば、マーケティングと
R&D[50][51][52]、マーケティングとエンジニアリング[53][54]、マーケティン
グと製造[55][56]、マーケティングとインダストリアルデザイン[57]がある。Luo
等[58]はマーケティングとインダストリアルデザイン、エンジニアリングデザイ
ンの統合が製品の性能や消費者の好みに対する設計のロバスト性を高めると結
論づけた。また、Zhang 等[59]は図 3-7 のようなフレームワークを提案し、中国
の製品開発プロセスにおけるマーケティングとインダストリアルデザインの統
合について研究した。このようにマーケティングと新製品開発の各機能の統合
に関する研究は進んでいが、これらの多くが製品や企業のパフォーマンスやマ
ーケティングの効率化に焦点を当てたものが多く、意味の革新にマーケティン
グや各機能がどのような役割を果たすかという観点での研究はほとんどない。
そのため、意味主導のデザインの理論構築のためには、意味の革新という観点
でのマーケティングと他の機能との統合に関する理論の検討が必要となる。
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MARKETING–INDUSTRIAL DESIGN INTEGRATION IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT
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ID’s Involvement with
Marketing

Marketing budget proposals

ID scheduling

Market segmentation and
product positioning

Market segmentation and
product positioning

Stage-Gate NPD
Phase I:
Identification of
the Need

Interaction with customers
Customer research

Generating new product
concepts

Stage-Gate NPD
Phase II:
Concept
Generation

Identifying focus of attention
and product appearance

Stage-Gate NPD
Phase III: Early
Design and
Development

Customer requirements of
new products
Feedback from customers
regarding product concepts

Feedback from customers
regarding product appearance

Screening ID ideas

Regulatory and legal
restrictions on ID

Model making and
prototyping

.

Identifying problems in
existing products

Generating ID ideas

Modifying design ideas

Stage-Gate NPD
Phase IV: Later
Design and
Development

Analyzing customer needs

Generating new product
concepts
Appraisal and screening of
product concepts

N.A.

Competitors’ moves

Test marketing results

Designing user and service
manuals

Prototype market test

Training users of new
products
Planning the new product
launch

Stage-Gate NPD
Phase V:
Launch

Planning new product
marketing strategy
Planning new product
marketing tactics

Figure 1. Conceptual Framework

図 3-7	
  マーケティングとインダストリアルデザインの統合[59]

manager (or the person in charge of the ID activities if
that participated, we interviewed both the marketing
no ID
manager
position
had
been
defined).
Of
the
156
3-2-3.サービスのデザインに関する研究 managers and the ID managers from 113 firms. For the
firms, 115 firms agreed to participate in our study, with
other 2 firms, we interviewed the ID managers but failed
	
  近年サービスデザインに関する関心が非常に高まってきている。企業のサー
an initial
participation rate of 73.7%. In order to ensure
to interview the marketing managers. This yielded a total
that respondents understood our questions and the conresponse rate of 98.3%. Each interview took on average
ビス部門は拡張される傾向にあり、価値の創造に大きな貢献をするようになっ
cepts in the questionnaire and thus to avoid incomplete
one hour. Two of the authors conducted the interviews,
questionnaires
(Babbie,
2007),
we
used
a
personal
interusing the same interview
protocol. The profile of reてきた[60]。サービス研究の起源はマーケティング分野で
Shostack[61]が提案
view survey instead of a mail survey. Of the 115 firms
spondent firms and respondents is presented in Table 1.

した service notion であると言われている。彼女はサービスが製品のインタンジ
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ブルな性質を扱うと述べ、またそのフレームワークとして分子モデルを提案し、
航空業界と自動車業界における分析を行った(図 3-8)。このモデルでは、製品と
サービスが別々のタンジブル、またはインタンジブルな要素の組み合わせとし
て表現された。そして、航空業界はサービスが優勢であるためサービスプロバ
イダーと分類され、一方で自動車業界はサービスプロバイダーではなく製品の
プロバイダーとして分類された。Hirschman[62]が述べたように、製品の象徴
76 / Journal of Marketing, April 1977

性はインタンジブルな性質を扱うため、広告等の他のマーケティングツールと
EXHIBIT 1
同様にサービスが製品の象徴性を変化させることが出来ると考えられる。
Diagram of Market Entities
Airlines

Marketing Positioning
(weighted toward evidence)

Automobiles

KEY
Tangible Elements
)

Market Positioning
(v^/eighted toward image)

Intangible Elements

図 3-8	
  分子モデル[61]

played on a shelf. They are exceedingly difficult to
resources, and long history. With this "reality" in
quantify.
mind, he concluded that the service could be better
Reverting to airline travel, precisely what is
represented by professional salesmen, than through
the
service
of air と
transportation
to the potential
the traditional, but intemiptive use of the portfolio
	
 purchaser?
Edvardsson
Olsson[63]は、
サービスは消費者が参加して共に作り上げるプ
What "percent" of airline travel is commanager as main client contact.
fort? What "percent" is fear 3-9)。そのため、サービスは消費者フレンドリーでなけれ
or adventure? What is
Three salesmen were hired, and given a trainロセスと定義した(図
this service's "reality" to its market? And how does
ing course in investments. They failed dismally,
that reality vary from segment to segment? Since
both in maintaining current client relationships and
ばならないと述べた。そして、消費者のニーズを早期に理解することが品質の
this service exists only during the time in which it
in producing new business for the firm. In
is rendered, the entity's true "reality" must be dehindsight, it became clear that the department head
向上に貢献する。そのため、エルゴノミクス等のユーザーニーズの発見手法を
fined experientially, not in engineering terms.
misunderstood the service's "reality" as it was
being experienced by his clients. To the clients,
得意とするユーザーセンタードデザインがサービスデザインに適していること
A New Approach to Service Definition
"investment management" was found to mean "investment manager"—i.e., a single human being
がわかる。
Experiential definition is a little-explored area of
upon whom they depended for decisions and admarketing practice. A product-based marketer is in
vice. No matter how well prepared, the professional
danger of assuming he understands an intangiblesalesman was not seen as an acceptable substitute
dominant entity when, in fact, he may only be
by the majority of the market.
projecting his own subjective version of "reality."
And because there is no documented guidance on
Visions of Reality
acquiring service-knowledge, the chances for error
Clearly, more than one version of "reality" may be
are magnified.
found in a service market. Therefore, the crux of
service-knowledge is the description of the major
Case Example
consensus realities that define the service entity to
One short-lived mistake (with which the author is
various market segments. The determination of
familiar) occurred recently in the trust department
consensus realities should be a high priority for
of a large commercial bank. The department head,
service marketers, and marketing should offer more
being close to daily operations, understood "in- 32 concrete guidance and emphasis on this subject
vestment management" as the combined work of
than it does.
hundreds of people, backed by the firm's stature.
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I'IGURE 4
MODEL OF THE SERVICE CONCEPT

B. Design of the offer

A. Customer needs

f Supporting

Both primary図
and3-9	
 
secondary
needs (both explicit and implied) must be
サービスコンセプト[63]
dealt with for the customer to be satisfied. Studies show that the customer
expects this, and that high customer-perceived quality is based on the tact
that, apart from the core service, the service offer also includes a relevant
	
  Secomandi
と Snelders[61]はサービスデザインの特徴として、顧客をサービ
set of supporting .services of the right quality, as seen from the customer's
perspective. What distinguishes
successful service companies
with
スのプロセスに巻き込む
Exchangetherelation、サービスの生産活動としての
respect to customer-perceived quality and profitability - from the less
Interface versus
の2
サービスの顧客とのインター
successfulInfrastructure
ones is often related
to 次元の活動、
the extent and quality
of the .supporting
services. Quality means both that the service represents added value for the
フェイスとなる
materiality
を挙げた。これらの特徴から考慮しても、顧客のプ
customer
and that the customer
finds it easy to use.
Several
of
the
secondary
needs
are implied, i.e., the cu,s(omer assumes
ロセスの巻き込み方や顧客へのサービスの見せ方として、サービスを生み出す
that various services are available which will satisfy even secondary
資源としてのデザイナーの重要性がわかる。実際にサービスを重視する企業の
customer needs in a reasonable manner. When the service concept is being
formulated and the service developed, it is necessary to identify and
多くはデザイナーを雇用している[64]。その理由として、サービスのデザインプ
understand these implied needs, wishes and expectations as well. This
requires information on and a thorough understanding of the customers to
ロセスは従来の製品デザインプロセスとは大きく異なっているため、比較的型
be served by the service in question. When developing the service concept,
破りな性格を持つデザイナーがプロセスに適用しやすいことが挙げられている。
attention should be given to the fact that individual services often form part
of a system together with other services, existing and/or new. To achieve the
	
  また、サービスデザインが増えてきた要因として
IT 技術の進化も挙げられる。
right quality and high productivity, these 'system aspects'
should also be
taken
into
account.
その結果、サービス単体を消費者に提供するだけではなく、あらゆる製品にサ
The Service System
ービスが付随するようになってきた。Morelli[28]は、プロダクトサービスシス
The service system includes the resources available to the process for

テム(PSS)を伝統的なマーケティングやサービスマーケティング、製品マネジメ
realising the service concept. The system forms a whole where the subントの視点からその特徴について言及した。それらの特徴として、伝統的なマ
ーケティングでは焦点が製品からサービスと製品の複雑な組み合わせに移行し
ていること、サービスマーケティングでは特定の個人に対する伝統的で標準的
なサービスの進化、製品マネジメントでは製品を取り巻くサービスの拡張を挙
げている。このように、PSS はマーケティングの知見やデザインの知見だけで
はなく、製品開発に密接に関わることからテクノロジーマネジメントの知見も
必要になってきている(図 3-10)。
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3-2-4.意味に関する研究
	
  そもそも意味という言葉には、①語彙的意味、②哲学的意味、③心理的意味
が含有されている[65]。語彙的意味は単語とその指示対象の関係についてであり、
言語に関する分類である。哲学的意味は概念と指示対象の関係である。心理的
意味は感情などの知覚的な刺激に対する反応であり、人々の主観的な認知と感
情的な反応である。本論文で扱う意味は心理的意味を指している。もともと製
品は人工物として存在するため、そのものに対して何らかの単語が割り当てら
れる。つまり、単語の指示対象として存在する。それと同様に概念も持ち、知
覚的な刺激としてもなり得る。すなわち、製品は記号として機能し、その記号
に対して意味を持つのである。また、意味は文化にも依存する。McCracken[66]
は、意味は最初に文化的に構成された世界に存在し、それが製品に移り、最終
的に個々の消費者に移ると述べた。そして、文化を(1)個人が現象を見る“レンズ”、
(2)人間の活動の“見取り図”と定義した。つまり、文化は世界がどのように見ら
れ、どのように人間の取り組みによって形作られるかを決定する。Ligas[67]は
意味を機能的意味と象徴的意味に分類した。機能的意味は製品の形状のような
特性に基づいた特定の行動を達成するための能力と定義されている[68]。そして、
それぞれの意味が、消費者が製品に求める目的である所有(Having-Level Goals)、
実行(Doing-Level Goals)、存在(Being-Level Goals)にどのように影響を与える
かを調査した。象徴的意味は消費の社会的なコンテクストによって決定される
物である[68]。Klein と Kernan[69]は、意味は物に対する個人の認知であるとし、
その認知はものの特性の次元(それは何か)と性能の次元(それは何のためのもの
か)から構成されるとした。また、その認知はコンテクストによって変化すると
し、ある製品のコンテクストの種類(ラベル付け：同じ製品に異なった名称を与
える)とコンテクストの量(その製品と関係する別の製品を与え、コンテクストを
強化する)による影響を調べた。Krippenndorf[70]は製品の意味を中心に研究を
行う意味論を研究し、その定義を“物の象徴的な質に関する調査と文化的な質
を改善するデザインの道具”とした。彼の意味論では、意味は象徴的な質と文
化的な質によって決定されるパラメーターとして捉えられている。この意味は
ものに対して与えられるが、製造者側で勝手に形成できない。重要なことは、
意味が社会の中でユーザーが使用することで形成されることであり、消費者の
感情や社会の状況を無視できないことである。また、彼はデザインの定義
を”Design is making sense (of things).”とし、意味を革新させることがデザイン
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の役割とした。Solomon[71]は記号としての製品をニーズへの反応としてではな
く、ニーズを引き起こす刺激として捉えた。記号は初期段階の社会化プロセス
を通して意味を獲得する。製品はニーズを満足させるだけでなく、行動を誘発
する刺激としても機能する。すなわち、ニーズに対する反応としてではなく、
ニーズを作り出すきっかけとなり得る。Mono[72]は Shanon[73]が定義したコミ
ュニケーションモデルを製品開発に応用した。その中で、製品を消費者に与え
るメッセージと定義した。そして、そのメッセージを受けた消費者が、それを
解釈し、その製品に対する意味を形成する。つまり、意味の形成には生産者だ
けではなく、消費者自身も貢献するのである[74]。Doucette と Wiederholt[75]
は意味の定義に、消費者の製品に対する認知的、感情的反応[76]を採用し、意味
が製品の特性と同時に、製品を使用した結果に基づいていると述べている。そ
こで、Gutman[77]の means-end chain モデルを用いて医薬品の意味を計測し
た。
	
  以上のように意味に関する研究は非常に多く行われている。しかし、そのほ
とんどが消費者研究であり、製造者側がどのような意味を意図して製品を開発
したかという視点がない。現実の製品開発では、多くの企業が文化人類学者や
言語学者等の社会文化モデルの分析を行う人材を雇用し、製品の意味を積極的
に変えようとしているが、意味に関する学術的研究では消費者が意味を構築す
るプロセスに限られている。そのため、製造者の開発プロセスに多くの知見を
蓄積するテクノロジーマネジメントを意味研究に用いることで、製造者側と消
費者側に存在する理論的ギャップを埋めることができる可能性がある[19]。
3-2-5.意味主導の製品開発
	
  前節までで述べたように、デザイン研究において分野独立的な知見は多く蓄
積されている。しかし、意味主導の製品開発を理論的に明らかにする上では、
分野横断的な研究が必要とされ、まだ理論的ギャップが多く残されている。
	
  意味主導で行うためには、まず消費者がどのような意味を形成するかに焦点
を当てる必要がある。既存の製品がどのように消費者と相互作用を起こし、意
味を形成しているかは意味研究で行われているが、①そもそも製造者側がどの
ような意味を形成しようとしていたか、または②そのためにどのようなプロセ
スを経験したかが明らかになっていない。①を解決するためには、意味研究の
分野が製造者側に研究対象を広げる必要がある。②を解決するためには、製品
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開発プロセスに多く知見を持つテクノロジーマネジメントの分野に加え、その
プロセスの中でどのようにサービスやブランディングを行ったかについて研究
されるべきである。それに加え、最も重要となることが、社会文化モデルの分
析を行っているかどうかである。製造者が意図的に革新的な意味を創造するた
めには、その意味が社会の中で存在するかどうかを調査する社会文化モデルの
分析が重要となる[17]。この社会文化モデルの分析は、文化人類学や言語学等の
知見を必要とするが、ユーザーのニーズを発掘するユーザーセンタードデザイ
ンや意味がどのように形成されるかを研究する意味論においてすでに知見が存
在する。よって、前節で述べた研究分野が分野横断的に研究を進めることで、
意味主導の製品開発の理論形成が可能であると考える。
	
  この意味主導の製品開発の重要性は、近年広く認識されており、実際に問題
提起を行う研究が行われ始めている。Utterback 等[78]は優れたデザインによっ
て創造されるイノベーションをデザインインスパイアードイノベーションと定
義した。その、デザインインスパイアードイノベーションは「技術」、「市場」、
「製品の意味」のバランスに独自性がある。特にその中でも、製品の情緒的、
象徴的価値、つまり製品の持つ「意味」が最もユーザーにとって重要であると
指摘した。また、Verganti[17]は新しい革新的な意味の創造をデザインドリブン
イノベーションと定義した。彼は意味と技術を 2 軸にわけ、技術(機能性)のイノ
ベーションと意味のイノベーションを明確に分離した。そして、彼は斬新かつ
革新的な技術がテクノロジーリサーチによって創造されるのと同様に、斬新か
つ革新的な意味はデザインリサーチによって創造されているとし、その詳細な
分析を行った。延岡[79]は商品の価値を機能的価値と意味的価値に分類し、意味
的価値の重要性について述べた。彼は意味的価値を特定の顧客が商品の特徴に
関して主観的な解釈や意味づけすることによって創出される価値と定義した。
	
  しかし、これらの研究は今までスペックばかりに注目されていた製品の意味
の側面の重要性について提起したのみで、意味がどのような構造を持っている
か、または意味の革新と技術革新がどのような関係にあるかについては言及し
ていない。Utterback 等[78]の著書では、意味の重要性を提起したが、一般的に
デザインが優れておりヒット商品になった事例を取り上げ、消費者の感情や象
徴性に影響を与えたと述べるにとどまっている。延岡[79]は意味的価値に対して、
経験価値[80]や情緒的価値[81]等の過去の研究で似た概念を持った研究につい
て言及するのみで、意味的価値自体の構造の詳細な分析は行っていない。
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  それに対して Verganti[17]は意味主導の製品開発をデザインドリブンイノベ
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Figure 3. The Design Discourse Surrounding a Firm (Verganti, 2008)

図 3-11	
  デザインディスコース[19]
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くの理論的ギャップが残されていることを認めている。そして、その理論的ギ
ャップを解決するヒントとしてテクノロジーマネジメントの知見が役立つ可能
性を指摘している。その上で、彼が定義したデザインドリブンイノベーション
のプロセスに関する理論的課題に対応すると考えられるテクノロジーマネジメ
ントの研究成果を表 3-1 のように提案している。
	
  以上のように、意味主導の開発を行うためには、人工物のデザインやシンボ
ルのデザイン、サービスデザインに分野横断的研究が必要であり、まだ多くの
理論的ギャップがあることを示した。本論文では、まず人工物のデザインにお
ける理論的ギャップを埋めることを目的とする。人工物のデザインにおいては、
上述したように Verganti[17]も技術と意味を二項対立的に捉えており、意味が
技術によってどのような影響が与えられるかという点は、表 3-1 でも言及され
ていない。そこで、近年始まったばかりの意味主導の製品開発の研究において
重要なことは、まず意味がどのような構造を持つかについて一般化できる理論
を構築することである。そして、その上で製品開発プロセスの中でどのように
意味を革新できるか、その中でもまずどのような技術が意味の革新に貢献でき
るかを明らかにすべきである。それを明らかにすることで、企業が実際に意味
革新に対してどのような戦略を実行しているかについて分析することが可能と
なる。そこで、本論文のリサーチクエッションは以下のように設定する
①意味がどのような構造を持つか
②どのような技術が意味の革新に貢献するか
③企業が意味を革新するためにどのような戦略を実行するか
	
  次節では、これらのリサーチクエッションについて検討するために、本研究
の包括的フレームワークを提案する。
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表 3-1	
  デザインドリブンイノベーションにおける理論的課題と
それに対応するテクノロジーマネジメントの研究成果[19]
Language and Meaning

Technology and Functionality

Design Driven Radical

Technology push [82]

Innovation of Meanings

Incumbents and disruptive innovation [83]

and Language
Sociocultural Regimes

Technological regimes [84][85]
Complementary assets [86]

Archetypes, Icons

Dominant Design [87]
Business Classics [88]

Languages and signs

Architectural and component innovation
[89][90][91]

Design Research

Technological research [92]
Resouce-based innovation [93]
Knowledge generation, integration, and
retention [94]

Design Discourse

Business ecosystems [95]
Open innovation [96]

Key Interpreters

Alliances, trust, and cognitive distance [97][98]
Codesign and supplier involvement
[99][100][101]

Language Brokers

Gatekeepers [102]
Technology brokers [45]

Immersion

Absorptive capacity [103]

3-3.フレームワーク
3-3-1.製品の評価軸
	
  Levy[104]は人々が製品を購入する理由を“People buy products not only for
what they can do, but also for what they mean.”と述べている。つまり、消費
者が製品に対して、製品によって何ができるかという視点と、製品が消費者に
取って何を意味するかという視点で評価しているのである。すなわち、それら
は消費者が数字や機能で他の製品と容易に比較できるタンジブルな価値と、上
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述した様に感情や象徴性を持ち、個人や文化的コンテクストに依存したインタ
ンジブルな価値である意味の 2 軸である。Hirschman[62]は、これらを図 3-12
の様に象徴性(symbolism)と技術(technology)の 2 軸で表現した。技術は科学組
成やサイズ、重量、色、密度、高さ、長さなどのタンジブルな特性を持ち、象
徴性は性的魅力や保守主義、名声等によって影響されるインタンジブルな特性
を持つ。この象徴性変化は、製品が元々持っていた意味が変化することによっ
て生み出される。例えばアパレル業界では昔流行していた物が、形状を変えず
に再び流行することがよく見られる。そのため象徴性は、技術的変化を必要と
せず、広告等のマーケティングによって革新することが出来る。このように
Hirschman は、非合理的な価値である象徴性は意味の一部であり、技術とはま
ったく関係のない指標として定義した(図 3-12)。一方で、Verganti[17]は技術(機
能)と意味(言語)の 2 次元を定義した(図 3-13)。第１の次元は技術開発に基づく
製品の性能、つまりスペックで表現することができ、第２の次元は、消費者の
感性や象徴性に基づくものである。製品の言語とは、素材や形状、名前などを
意味するものであり、消費者がそれらを認識し、使用するプロセスの中で意味
が創出されるのである。また、彼は意味の伝播は外観の変化によって起こると
定義し、イタリアの製造業で外観の模倣がどのように行われていたかを調査し
た[107]。つまり、Hirschman は意味が外観を含む物理的な特性が全く考慮して
いないのに対して、Verganti は外観の変化を含めており、後者の方が意味を広
義に定義していることがわかる。上述した Mono[72]が定義したように、製品を
消費者へのメッセージと捉え、製品と消費者の相互作用の中で意味が生まれる
と考えると、意味を象徴性のみに絞るよりも、Verganti のように外観の変化も
含めることが本論文では好ましいと考える。
	
  以上の様に、消費者は製品に対してタンジブルな価値とインタンジブルな価
値の 2 つの次元で評価を行っていると考えられる。そこで、本論文でもこの 2
次元を採用するが、後述するように技術は意味にも影響を与えるため、便宜上
タンジブルな価値をスペックと定義し、もう 1 次元は過去の多くの研究と同様
に定量的な数字では表現できない意味と定義する。
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技術と意味[17]
Design and Technology
Epiphanies
heories on technology

3-3-2.意味の構成要素
	
  前節では、製品の評価がタンジブルな価値であるスペックと、インタンジブ
Copyright © 2001. All Rights Reserved.

ルな価値である意味の 2 次元に分けられることを述べた。ここでは、その意味
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がどのような要素によって構成されているかについて焦点を当てる。
	
  Verganti[17]や Mono[72]が述べたように、意味は製品の外観や名前、または
企業の名称やブランドを通した製品と消費者の相互作用によって生み出される。
これらの要因のうち、まずは製品の外観に着目する。
	
  外観は消費者と製品の最初の接点となるため、消費者の感情にとって非常に
重要な役割を持つ[106]。たとえ機能が同じでも、外観さえ変化させれば、顧客
にとって全く新しい価値にもなり得る。また、形は感覚的刺激とともに認知を
活性化させることができる[107]。
	
  それでは、この外観は消費者の認知行動にどのような影響をもたらすだろう
か。製品の外観の役割として審美的印象、記号的解釈、象徴的連想がある[110]。
審美的印象は外観的な美しさや魅力から来るものである。審美性には主観的な
要素がある一方で、多くの消費者の共通認識となっている要素もある。例えば、
黄金比の外形である。しかし、色や材料、形はある文化では受け入れられても、
異なった文化では魅力的でない可能性もある[109]。また、文化的・社会的コン
テクストなどによって構成される個人の好みが製品の外観の評価に影響を与え
る[13]。他にも、可視的な魅力は歴史的または技術的要因などにも影響を受ける
[110]。記号的解釈は製品を記号として見なした時に、その記号によって製品の
使い方や機能を容易に理解できるかどうかに着目した指標である[111]。消費者
はその外観から機能性を判断することもあるため、外観を通してユーザビリテ
ィの容易さを消費者に伝えることが非常に重要となる[111][112]。
	
  次に象徴的連想であるが、これは製品の外観だけではなく、製品の名称や企
業の名称、ブランド力等にも影響される。すなわち、象徴的連想は製品単体と
消費者の直接的な関係だけで決まるものではなく、消費者の社会文化的なコン
テクストが影響するものである。製品から連想された結果生まれる意味は、最
初に社会文化的に構成された社会に存在し、それが製品に移り、最終的に個々
の消費者に移る[66]。また、象徴的連想は自己表現(self-expressive)と分類的意
味(categorical meanings)に分類される[113]。自己表現的価値は消費者が周囲の
人と自らを差別化することによって生まれる[18]。また、消費者は製品の所有を
自分自身の一部としてみなすことがある[114]。分類的意味価値は、製品を持つ
ことによって社会的地位を持ったグループに帰属意識を感じることができた時
に生まれる。そのため、もしデザインコミュニティーやマーケター、マスメデ
ィアがある特定のスタイルを促進した場合、個人の好みの形成に重要な影響を
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与えることができる[13]。上述したように、Hirschman[62]はシンボリックイノ
ベーションを定義し、技術的な変化がなくても象徴性の変化によって製品の差
別化ができると述べた。彼は象徴性の変化の例として、コーンローヘアーにつ
いて注目した。このヘアースタイルは元々黒人の民族文化として存在していた
ものであったが、アメリカで「10」という映画が流行すると、その映画の中で
描かれたライフスタイルに憧れを持った白人女性がこのヘアースタイルを取り
入れるようになった。つまり映画を通した社会文化的なコンテクストが変化す
ることによって、従来から存在していたコーンローヘアーが黒人とは違った白
人の女性のグループで普及したのである。
	
  以上のように、製品の外観や名称等を通して、消費者は審美的印象と記号的
解釈、象徴的連想が意味の構成要素の一部となっていると言える。Creusen と
Schoormans[115]はヴィジュアルデザインが持つ役割を①美的、②シンボル、
③機能性、④人間工学的、⑤注意を引く、⑥製品カテゴリーの分類のしやすさ
に分類した上で、それらと顧客の評価や選択行動との関係を明らかにした。こ
れらをまとめると、美的と注意を引く機能は審美的印象に、機能性、人間工学
的、に関する機能は、記号的解釈に、シンボルと製品カテゴリーの分類のしや
すさは象徴的連想に該当するであろう。Norman[116]は消費者の反応を本能レ
ベル、行動レベル、内省レベルの 3 つに分類した。本能レベルでは見かけが問
題であり、製品が最初に与える効果、外観、手触り、雰囲気に関わる。これは
審美的印象に該当する。行動レベルは製品の使用、経験に関わり、機能面、性
能面、使い勝手の面がある。これは意味的解釈に該当する。内省レベルは文化、
経験、教育、個人個人の違いに最も影響されやすい。これは象徴的関連に該当
する。本能レベルと行動レベルは「今」に関わり、製品を見たり、使ったりし
ている間の気持ちや経験である。それに対して、内省レベルは長期間に渡り、
昔のことを思い出したり、将来のことを考えたりすることに影響される。その
ため、長期にわたる関係や、製品を所有する、飾る、使うなどから得られる満
足感に関わっている。そして、これが製品を持つ事、使う事へのプライドある
いは恥に示されるような象徴的価値となる。
	
  しかし、意味は審美的印象や記号的解釈、象徴的連想のみで意味が決定する
わけではない。これらの要素は製品の構成要素であり、重要なことは意味が製
品と消費者の相互作用の中で生まれることである。Crilly[108]等は消費者が製
品を認知することで、その製品に対する感情が生まれると指摘し Demirbilek と
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Senar[117]は、製品を一種の記号と見なした時に、それに対する消費者の心理
的反応の一部として感情を定義した。そのため、審美的印象は消費者に直観的
な感情を与える可能性がある。また、誤った記号は消費者にネガティブな感情
を与える可能性がある。社会文化的な背景を調査せず、誤った象徴的連想を与
えてしまうと、製造業者がまったく意図しない感情を消費者に与える可能性が
ある。Desmet[118]は感情的な反応を 5 つのカテゴリーに分けた。それは、有
益性、審美性、社会性、驚き、興味に関する感情である。有益性(例えば失望や
満足)は、製品がユーザーの目的を満足させるかどうかに影響される。審美性(例
えば嫌悪感や魅了)は製品が持つ消費者のセンスを満足させる、またはそれに刺
激を与える能力に関連する。社会性(例えば不当な扱いに対する憤慨や賞賛)は社
会的な基準への適合の程度に影響される。驚きは製品の斬新さによって引き起
こされる。興味(例えば退屈や魅惑)は、期待に対する挑戦によって引き起こされ
る。
以上をまとめると図 3-14 のように、製品を通して審美的印象と記号的解釈、
象徴的連想が消費者にメッセージとして伝わり、それを解釈した消費者が感情
を持つことで意味が生まれると考えることが出来る。

意味
審美的価値

感情

記号的価値
象徴的価値

図 3-14	
  意味の構成要素
3-3-3. 技術と意味
	
  審美的印象は製品の外観によって消費者に伝達されるため、色や材料、形状
に依存する。そして、これらの要素を新しくするためには技術的イノベーショ
ンが欠かせない[119]。例えば、マシニングセンターの発展は、製品の複雑な形
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状を安価で実現し、CAD や CAM のソフトウェア技術の発展はデザイナーの創
造力を高めることができる[120]。さらに、シンプルな外観で審美性が高いと評
価される iPod は、東芝の革新的な 1.8 インチのハードディスクが無ければ実現
できなかった[121]。以上の様に、様々な技術的イノベーションが審美的印象に
影響を与えている。
	
  記号的解釈は製品の使いやすさに依存するため、人間工学や UI の技術が不可
欠である。Yan 等[122]は人間工学に基づいた 4 つの指標が消費者の認知に影響
を与えることを提案した。また、iPod が世界の 70%のシェアを獲得できた理由
に、クリックホイールという革新的な UI 技術が使用されたことが挙げられる
[123]。さらに、アップルは、iPod や iPhone に適用した Siri や iTunes など消
費者とコンピュータの間に革新的な技術を利用した[124]。以上の様に、記号的
解釈を変化させるためには、人間工学や UI、IT に関する技術的イノベーション
が重要であると言える。
	
  それらに対して、象徴的連想は製品そのものの物理的性質に依存しないイン
タンジブルな特性を持つ[62]。そして、消費者は製品が技術的な変化が無くても、
インタンジブルな特性を変化したと認識することがある。例えば、製品の物理
的な性質が競合と同じであっても、広告戦略によって異なった印象を与えるこ
とができる。そのため、本論文では図 3-15 のように審美的印象は技術的イノベ
ーションによって影響されない指標として定義し、審美的印象と記号的解釈と
技術との関係性について言及する。
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図 3-15	
  意味と技術のフレームワーク
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4.定性分析
	
  前章で製品の意味に関する理論的分析を行い、意味の構成要素とそれに関す
る技術をまとめたフレームワークを提案した。本章では、そのフレームワーク
の精緻化と仮説の発見を行うため、定性分析としてケーススタディを行う。ケ
ーススタディは、定性的情報に関する詳細な洞察を通して、様々な観察結果の
原因と結果の関係性を明らかにすることが出来る[20][125]。本研究は理論的ギ
ャップを埋めることが目的であり、既存の理論からフレームワークの精緻化を
行うことが容易ではない。そのため、ケースに対してフレームワークを用いた
分析を行うことで、新しい発見事実を見つけることが重要となる。
4-1.分析方法
	
  本ケーススタディに求められる特徴として、①一般消費者に普及している日
用品であること、②製品の意味が変化している可能性があること、③技術的革
新が存在することが挙げられる。まず意味の前提として、消費者と製品の相互
作用が必要となるので、B to C の製品が適している。また、理論の一般化を考
慮すると社会に普及している製品であることが求められる。そして、本フレー
ムワークは技術と意味の関係を明確にすることを目的とするため、製品の意味
が変化していると同時に、技術革新が行われていることも重要である。例えば、
家具のような業界では、技術革新が起こりにくいため、たとえ製品の意味が変
化していても、技術との関係性を明らかにすることが難しいと考えるためであ
る。
	
  そのような前提の上、本ケーススタディとして薄型テレビ市場を選択した。
薄型テレビ市場の特徴を表 4-1 にまとめる。普及率は日本の内閣府のデータ(図
4-1)によると、2010 年時点で 70%に達しており、また日本国内のデジタル放送
の開始に伴って従来の CRT がそれに対応していないことから薄型テレビへの移
行が進んでおり、消費者に対する薄型テレビの認知度は十分に高い。また、意
味の革新の可能性としては、意味の革新は外観の変化や製品の名前によって行
われるため[17]、従来の CRT と同じテレビ番組を見るという機能に対して、外
観が大きく変化した薄型テレビが意味を革新している可能性は非常に高い。最
後に、薄型テレビは従来の CRT と全く原理が異なっているため、技術革新が起
こっている可能性は非常に高い。以上のことから本ケーススタディとして薄型
テレビ市場を選択した。
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表 4-1	
  薄型テレビの特徴
求められる性質

薄型テレビの特徴

一般消費者に対する普及率の高さ

普及率は 2010 年で 70%(日本市場)

意味の革新の可能性

CRT から大きく外観が変化

技術革新の存在

液晶技術、プラズマ技術

Early
adoptor

Innovators

図 4-1

Early
majority

Late
majority

FPD の普及率[126]

	
  次に、本ケーススタディでは薄型テレビ市場の中でも、パナソニックに焦点
を当てている。その理由は、①技術黎明期から現在まで一貫して市場に参入し
ていること、②液晶テレビとプラズマテレビの両者を開発・販売していること
が挙げられる。薄型テレビ市場にはグローバルで多くの市場参入者が存在する
が、薄型テレビが製品化される前の技術研究の段階から参入し、現在でも参入
し続けている企業は非常に限られている。その中でも、液晶テレビとプラズマ
テレビの両者を保有している企業は多くない。以上のことより、パナソニック
のケースを中心に、薄型テレビ市場の分析を行う。
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  このケーススタディでは、半構造化インタビューと 2 次データの収集を行っ
た。インタビューは、パナソニックの FPD 事業のトップマネジメント 2 名に対
して、それぞれ 2 時間ずつ行った。2 次データは 1998 年から 2012 年のデータ
を対象としている。
4-2.ケース
	
  日本におけるプラズマディスプレイの技術研究は、1960 年代後半に神戸工業
によって開始された。その後、神戸工業は富士通に吸収合併され、その研究は
そのまま富士通に引き継がれた。元々の技術は米国イリノイ大学によって開発
されたものであった。1968 年夏に富士通研究所で、イリノイ大学から導入され
た技術を基に正式に研究が始まった。パナソニック(当時は子会社の松下電子工
業)がプラズマテレビの研究に参加し始めたのは、1973 年の頃であった。同社が
最初に販売したプラズマテレビは、ATM 向けのモノクロプラズマテレビであっ
た。その後、パソコンのモニター用として、高精細モノクロプラズマテレビパ
ネルの開発を行い、1985 年に販売を開始した。そして、1994 年に直流方式を
採用する NHK が主導し、発足された「プラズマテレビ開発協議会」に参加し
た。ここまで一貫して直流方式を採用していたパナソニックは、1996 年に交流
方式のカラープラズマテレビを研究していたアメリカのプラズマコ社を買収し、
交流方式の研究も開始した。これにより、パナソニックは量産品を直流方式か
ら交流方式へ変更した。そして、1998 年の長野オリンピックの後、パナソニッ
クは交流方式のカラープラズマテレビのモニターを発売した。
	
  当時の製品開発は研究所で行われており、量産もその中で行われた。その生
産量は月産で数百台であった。この製品はチューナー、スピーカーは別置きで
あり、モニターとして販売されていた。製品開発を主導したのは、研究を行っ
てきた技術部門であり、当時は商品企画部門も存在しなかった。2001 年に始ま
ったタスクフォースは、プラズマテレビの要素技術の研究者に、デバイス関連
の技術者を加え、高画質を目的とする部隊となった。同じ年に量産が始まり、
月数千台の生産が行われた。2002 年には初めてモニターとチューナーが一体型
となった製品が発売された。この頃に、初めて商品企画部門が創設された。し
かし、技術部門の中に位置しており、営業部門と技術部門の調整役が主な役割
であった。そのため、製品開発を主導していたのは技術部門であった。同時期
に製品のスタイリングを主に担当するパナソニックデザイン社では、翌年に販
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売開始された VIERA シリーズのスタイリングの構想を 1 年かけて行っていた。
	
  2003 年には地上デジタル放送の試験放送が開始された。元々パナソニックで
は、1990 年代からデジタル技術の研究に多くの経営資源を投入していた。デジ
タルテレビの核となる LSI を内製できるのは、日本ではパナソニックともう一
社のみであった。そして、2003 年頃には、商品企画部門が技術部門から完全に
独立した。また、2003 年には、プラズマテレビの開発を行っていた部門と従来
のテレビセットの部門が統合され、本格的にテレビとしての製品開発が行われ
た。前年から行われてきたパナソニックデザイン社の構想も加えて、VIERA シ
リーズが新たに発売された。この VIERA シリーズには、従来からのデジタル技
術の成果である LSI を搭載する事で、精細な大画面を制御する事ができた。ま
た、VIERA シリーズのコンセプトはインテリアとしての薄型テレビであったが、
それを実現するために、もう一つ大きな技術的な課題を解決している。それは、
スピーカーの容量である。薄型テレビでは、確保できるスピーカーの容量がブ
ラウン管に比べて小さいため、新たなスピーカーの技術が必要であった。これ
は音響研究所の「キャンディースピーカー」という技術を利用する事で解決す
る事ができた。この VIERA シリーズ発売後、パナソニックの薄型テレビの国内
シェアが 3 位まで上昇した。
	
  2004 年の 40 型以上の薄型テレビ市場では、プラズマテレビが独占していた。
しかし、液晶テレビのサイズが徐々に大きくなり、競合するようになってきた。
この頃から液晶テレビと差別化するために、いかに綺麗な画質を安く作るかと
いうことに技術の焦点が当てられるようになってきた。そのため、生産工程の
改善や部品の小型・軽量化などの技術開発が進められた。2005 年には 65 型の
フル HD を発売し、徐々に小さなサイズもフル HD を適用していった。そして、
他にも年間の消費電力の 35%削減、映像の奥行き感の強調などが、画質に加え
た消費者への製品のアピールポインであった。2005 年にはパナソニックのプラ
ズマテレビ受像機のシェアが 35%となっていた。このシェアをもっと大きくし
ようとしていたが、その当時に考えられていた 5 年後に向けた最大の課題は輝
度の向上とコスト削減であった。
	
  2005 年頃から韓国のサムスンのシェアが大きくなるなど、市場の流れが変わ
った。サムスンは 1993 年以降、全社を挙げてインダストリアルデザインの向上
を目標としていた。また、インハウスのデザイナーを、製品を販売する先の国
に派遣し、現地の生活を実際に経験させている。そのため、製品開発において、
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インダストリアルデザイン部門の権限が強く、技術部門よりデザイン部門の意
向が優先される。サムスン製品は 2003 年に IDEA で金賞を獲得するなど、非常
に審美性が高く、翌年にかけて市場のシェアを大きく獲得していった。また、
サムスンの消費者向けの広告の特徴として、テレビの機能をアピールするので
はなく、薄型テレビとしてのスタイルを全面的にアピールしていた。サムスン
はもともとリバースエンジニアリングによって、薄型テレビの技術を獲得して
いたが、2006 年時点では、薄くするための電源関係の技術や優れた審美性を生
み出すための筐体技術は日本より優れていた。特に 2006 年 4 月に発売されたボ
ルドーTV は、従来のテレビとしてではなく、インテリアとしてデザインされて
おり、世界的な大ヒットとなった。当時の薄型テレビのスピーカーは通常両脇
か下部に配置され、ユーザーの目に見えるように配置されていたが、ボルドー
TV は下部に埋め込まれていて、ユーザーからは見えないようになっていた。そ
のため、他社のテレビが似たような形をしている中、サムスンのテレビは一目
で違いがわかるようになっていた。その一方でパナソニックでは、2006 年まで
技術部門がスタイリングを主導していたが、この年以降は商品企画部門がその
責任を負うようになった。しかし、製品開発の実質の権限はまだ技術部門にあ
った。そのため、スタイリングが行われるのは製品開発の最終段階であった。
	
  パナソニックは従来から 37 型以上がプラズマテレビ、32 型以下が液晶とい
う住み分けを行ってきた。その一方で、2006 年夏頃には、世界的な出荷台数で
40 型以上でも液晶がプラズマテレビを上回るようになった。2008 年にはパイオ
ニアがプラズマパネルの自社生産から撤退するなど、大きく市場環境が変化し
た。この頃には年率 2〜3 割の価格下落が起こっていた。また、中国メーカーも
自社の製品のシェアを大きく伸ばしていた。このような状況の中、パナソニッ
クは 2007 年に新たな工場を稼働させ、プラズマテレビの生産を拡大させた。ま
た、製品開発の面では、技術部門が中心となって、画質の向上と機能の追加で
対抗した。2007 年には、液晶から 2 年遅れで 42 型のフル HD を発売した。ま
た、この頃から各メーカーが薄型化や狭額縁化に力を入れ始めた。それに伴い、
技術開発にして電源の薄型化やスピーカーの小型化が重要になってきた。これ
らにおいて、技術的に先行していたのはサムスンであった。2007 年 10 月に開
催された「FPD International 2007」で展示された液晶パネルモジュールは、
サムスンが 10mm と最薄であった。その一方で、パナソニックでは新たな技術
として、3D テレビの研究が行われた。
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  また、2009 年頃から中国や台湾のチップメーカーにより、ワンチップの画像
処理エンジンが販売されるようになり、高画質な薄型テレビを容易に作れるよ
うになってきた。薄型テレビを垂直統合で生産してきたパナソニックも、台湾
のメーカーに ODM を始めた。その結果、プラズマテレビを含む薄型テレビで
は、画質面で技術的な競争優位性を持つ事ができなくなってきたのである。そ
こで、パナソニックでは、初めて 3D 映画「アバター」が上映されたのに合わせ
て 3D 対応のプラズマテレビを他社の薄型テレビに先駆けて発売した。しかし、
他社も 3D 機能を持ったテレビをすぐに発売し、その年の北米市場で最も売れた
3D テレビはサムスンであった。このように技術的なキャッチアップのスピード
が非常に速く、技術的に差別化ができなくなっていた。そのため、他社との製
品の差別化の焦点はアプリケーションとなった。特に、Apple もテレビ事業に
参入するなど、インターネットとの融合が製品開発のメインストリームとなっ
た。携帯電話がスマートフォンとなったように、テレビもテレビ番組を見るだ
けでなく、デジタル機器の一つとして利用され始めた。その後、その意味を全
面的に押し出したのがサムスンと LG 電子であった。2011 年 1 月にラスベガス
で開催された CES では、サムスンと LG 電子が「スマートテレビ」を全面に押
し出した。この年には、パナソニックは大きな方針転換を行った。方針転換の
目的は、技術主導で行ってきた製品開発を変えることであった。自社のプラズ
マテレビと他社の液晶テレビなど様々な薄型テレビを並べ、どのテレビが最も
画質が良いかというアンケートをユーザーに行ったところ、他社の液晶テレビ
が最も画質が良いという結果が得られた。その結果は、技術的に自信を持って
いた技術者の考え方を変えるのには十分であった。このような改革の結果、画
質優先の考えが大きく変わり、ユーザーへスタイリングやテレビを通した体験
を訴求するようになった。それと同時に技術部門主導の製品開発を、商品企画
部門主導に変更した。その結果、2012 年 2 月に販売された Smart VIERA は審
美性が高く、スマートフォンと連携するなど、インターネットとの融合が全面
に押し出された。また、パナソニック独自のアプリケーションを開発するなど、
ソフトウェアを通した体験がユーザーに提案された。
4-3.発見事実
4-3-1.意味に貢献する技術
	
  本章ではまずどのような技術が意味の改善に貢献したかを議論する。スペッ
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クの改善においては、発売開始当初の薄型テレビは応答性などを含む画質に大
きな問題を持っていた。そのため、製品化初期段階では製造まで行っていた技
術研究所の主導の下、画質改善に力が入れられていた。その後、従来の CRT と
比較しても画質は優れたレベルではあったが、液晶テレビとプラズマテレビの
市場競争やデジタル放送の開始等があり、画質自体が市場での競争力として認
識されていた。また、2006 年頃までは、液晶とプラズマの技術的特徴から、大
型はプラズマ、小型は液晶という住み分けが存在したが、その後両者ともお互
いの住み分けを崩す形となり、フル HD に対応させる等技術開発が進み、大き
さに関わらず高い画質を実現することが出来るようになった。
	
  コスト面では、発売開始当初は非常に高価であったが、2008 年頃になると年
率で 2〜3 割価格低下が起こる等、非常にコスト競争が激しくなった。その中で、
要素部品の小型・軽量化や工程の歩留まり向上を含む工程削減に関する技術開
発が行われている。そして、それと同時に新しい工場を積極的に稼働させるこ
とにより、マスプロダクションによってコスト削減を行った。以上のように、
テクノロジーリサーチとしては、スペック改善として画質の向上、コスト削減
として小型・軽量化と工程削減が行われたことが確認できる。
	
  次にデザインリサーチについて考える。インテリアとしての意味の革新が市
場で明確になったのは、サムスンのボルドーTV であった。それ以前にパナソニ
ックが VIERA シリーズを販売開始した時も同様であったが、どちらも薄型テレ
ビの外観を高めるために、スピーカーの容量や配置が大きな課題となっていた。
その理由として、薄型テレビの最大の特徴は薄型であることであったが、スピ
ーカーの技術開発が進むにつれ、従来画面の横に配置されていたスピーカーが
消費者から目に見えない位置に配置されるようになり、それにともなって筐体
の狭額縁化が進んだ。
	
  また、意味の革新においてもう一つ重要であったのが、スマート TV という概
念であった。これは従来のテレビ番組を見るというテレビからインターネット
に接続された機器としての意味を持つようになったもので、従来のテレビから
劇的にコンテンツが増加した。そのため、画面の構成やそれに伴うリモコン操
作が非常に複雑になったため、UI に対する配慮が従来以上に必要になってきた
と言える。以上より、意味の革新を実現するために、審美的印象として薄型・
狭額縁化が、記号的解釈として UI の技術開発が行われたと考える。
	
  以上から、薄型テレビのスペック改善、またインテリアとしての意味やイン
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ターネットに接続された機器としての意味を実現するために、図 4-2 のような
技術開発が必須であったことが明らかであろう。
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図 4-2	
  意味の構成要素と関連する技術
4-3-2.テクノロジーリサーチとデザインリサーチの推移
	
  パナソニックがテクノロジーリサーチとデザインリサーチのために技術開発
をしていたとすれば、更なる疑問が生じる。それは、パナソニックが一連の技
術開発の中でどちらの技術開発に焦点を当てていたかということである。そこ
で、ここではパナソニックにおいて、テクノロジーリサーチとデザインリサー
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チがどのように推移したかを検討するとともに、技術開発戦略に関するいくつ
かの仮説を提案する。
	
  パナソニックが初めてプラズマテレビを発売した時には、研究所が NPD を主
導していたことから、画質向上を主としたテクノロジーリサーチに焦点を当て
ていたことが分かる。VIERA シリーズを販売開始する時点では、パナソニック
デザイン社が消費者調査をする等、テレビに関する社会文化的な分析を行い、
従来のテレビ番組を見るためのテレビではなく、インテリアとしてのテレビと
いうコンセプトを創出し、テレビが持つ製品の意味を変化させようとしていた
ため、デザインリサーチを行っていたと推測できる。当時はまだ FPD の普及率
は 5%にも達していなかったため、消費者にとって FPD は新しい意味を持った
革新的な製品と認識されていたと推測できる。実際に「夢の壁掛けテレビ」と
表現されるなど、同じテレビ番組を見るための装置であったが、従来の CRT と
は違った認識があったと考えられる。それらのリサーチ結果が、その後の FPD
の普及率の向上に貢献したと推測できるため、次のような仮説が考えられる。
	
  	
  H1. テクノロジーリサーチとデザインリサーチの増加は、企業のパフォー
マンスにポジティブな影響を与える。
	
  しかしながら、初期のプラズマテレビは価格が高く、まだ画質自体にも問題
があったため、その後の研究はテクノロジーリサーチに焦点が当てられた。
VIERA シリーズの販売以降は製品の外観に大きな変化は無く、デザインリサー
チよりテクノロジーリサーチが優先されていたと推測できる。液晶テレビがプ
ラズマテレビの出荷量を超えたあたりから、FPD 市場でのサイズでの住み分け
ができなくなったため、画質やコスト面での競争となっていった。そのため、
NPD の主導権は技術部門が持っており、テクノロジーリサーチの重要性が認識
されていた。しかしながら、FPD の普及率が高まり、中国や台湾メーカーのワ
ンチップの画像エンジンが市場に現れると、もはや日本企業が画質やコストで
競争優位性を保つことが難しくなっていった。それ故に、次の仮説が考えられ
る。
	
  	
  H2. 普及率の上昇はテクノロジーリサーチへの取り組みを減少させる。
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  また、サムスンの FPD のシェア向上に伴って、その審美性の高さから、イン
テリアとしての薄型テレビの意味の強化や、またインターネットとの融合など
新たな意味が創出された。テレビの薄型化や狭額縁化は、サムスンのコスト競
争力とともに、競争優位性の一つとなった。さらにスマートテレビはその機能
の複雑性から、高いユーザビリティが求められた。それ故に、パナソニックで
は、画質の向上などのテクノロジーリサーチの重要性とともに、テレビの薄型
化や狭額縁化など審美性を高めるための技術開発や、UI を高めるための技術開
発の重要性を認識せざるを得なかった。そのため、次のような仮説が導かれる。
	
  	
  H3. デザインリサーチの増加はテクノロジーリサーチへの取り組みを減少
させる。
	
  以上の 3 つの仮説をまとめると、パナソニックは当初テクノロジーリサーチ
に焦点を当てていたが、普及率が上昇するにつれ、デザインリサーチに関する
技術開発に移行していたのではないかという技術戦略に関する大きな仮説が考
えられる。次章では、テクノロジーリサーチとデザインリサーチに関する戦略
について改めて理論的な分析し、その上で定量分析を行い、この仮説を検証す
る。
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5.スペックと意味に関する技術開発戦略
5-1.戦略の種類
	
  技術開発はスペックと意味の両者に影響を与えるが、企業はどのような戦略
で技術開発を行うだろうか。本章では、まずテクノロジーリサーチとデザイン
リサーチがどのような特徴を持つかを理論的に分析する。
	
  テクノロジーリサーチは、スペックを改善するための研究活動である。それ
故に図 5-1 のように、2 次元の製品評価軸を考えた時に、縦軸の方向へ進むこと
を表している。つまり、意味自体は変化せず、スペックの革新に焦点を当てた
ものと言える。これをエクスプロイテーション、エクスプロレーションの概念
を用いて考えてみる[127]。これらの概念は元々組織の学習に関する概念であり、
エクスプロイテーションは組織の既存の知識の活用、エクスプロレーションは
新しい可能性の探査を意味している。この概念は製品開発にも応用されるよう
になった。例えば、Greve[128]はエクスプロレーションが革新的な技術の創造
に適した活動であると述べた。この概念をテクノロジーリサーチに適用すると、
図 5-2 のようにテクノロジーリサーチは既存の意味をエクスプロイテーション
しながら、新しいスペックをエクスプロレーションしていると定義できる。

新
規
ス
ペ
ッ
ク
既
存
既存

新規
意味

図 5-1	
  スペックのエクスプロレーション
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既存の
意味

新規の
技術

テクノロジーリサーチ

図 5-2	
  テクノロジーリサーチ単独型
同様にデザインリサーチを考えてみると、図 5-3 のようにスペックは変化しな
いが、新規の意味を創出する研究活動である。つまり、図 5-4 のように既存の
スペックをエクスプロイテーションしながら、新しい意味をエクスプロレーシ
ョンすると定義できる。

新
規
ス
ペ
ッ
ク
既
存
既存

新規
意味

図 5-3	
  意味のエクスプロレーション

既存の
技術

デザインリサーチ

新規の
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図 5-4	
  デザインリサーチ単独型

	
  ここで企業の戦略として、スペックの革新のみ、または意味の革新のみを目
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的として、テクノロジーリサーチかデザインリサーチを単独で行う可能性は十
分にあるだろう。そこで、ここでは本戦略を単独型の戦略として定義する。こ
れらの戦略のメリットとして、自社の資源をどちらかのリサーチに集中するこ
とが考えられるだろう。しかし、デメリットとしてはマクロ環境の中で、自社
の戦略が適しない市場環境になった時に適応性が低いことが考えられる。
	
  次に、テクノロジーリサーチとデザインリサーチの組み合わせの場合を考え
てみよう。まずは、図 5-5 のように新しい意味を創出した後に新しい技術を創
出する、またはその逆の場合である。
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新規
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図 5-5	
  両リサーチの組み合わせ
	
  この場合はテクノロジーリサーチとデザインリサーチを 1 社で行う必要がな
く、どちらかを得意とする企業同士でアライアンスを組むことで、お互いの特
徴を活かした開発が行えるであろう。もちろん同一企業内で行っても良い。こ
こでは図 5-6 のようにテクノロジーリサーチとデザインリサーチを逐次的に行
っていくことから、逐次型戦略と定義する。このメリットとしては、市場環境
の変化に関わらず、自社、もしくはアライアンスで柔軟に対応できることが考
えられる。しかし、デメリットとして逐次的に行うため、スペックと意味の両
者を革新するまでに時間がかかることが考えられる。
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既存の
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テクノロジーリサーチ

新規の
技術

既存の
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デザインリサーチ

新規の
意味

既存の
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テクノロジーリサーチ

新規の
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図 5-6	
  逐次型戦略
	
  逐次型のデメリットを補うために、テクノロジーリサーチとデザインリサー
チを図 5-7 のように同時並行的に行うことが考えられる。これをここでは同時
並行型戦略と定義する。これにより、図 5-8 のように 2 次元上で直接右上の領
域に進むことができるであろう。この戦略はメリットとして、開発速度の高さ
が考えられるが、デメリットとしてそれを実現するための資源が難しいことが
挙げられる。

既存の
意味

既存の
技術

テクノロジーリサーチ

デザインリサーチ

図 5-7	
  同時並行型戦略
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図 5-8	
  スペックと意味の同時革新
	
  以上のようにテクノロジーリサーチとデザインリサーチに関する戦略は表
5-1 のように単独型、逐次型、同時並行型の 3 種類が考えられる。次章ではこれ
らの戦略に当てはまる簡単なケースを紹介する。
表 5-1	
  戦略の型とメリット・デメリット
戦略の型

代表的な

代表的な

メリット

デメリット

単独

自社の資源を集中できる

市場環境への適応性が低い

逐次

市場環境への適応性が高い

スペックと意味の両者を革新
するまでに時間がかかる

同時並行

短時間でスペックと意味の両

実現するための資源の獲得が

者を革新できる

難しい

5-2.事例紹介
5-2-1.単独型
	
  デザインリサーチの目的は製品の新しい革新的な意味の創造であり、顧客に
とって新しいライフスタイルの提案に焦点を当てる活動である。そのため、そ
の製品に採用する技術は決して革新的である必要はなく、漸進的で良いと指摘
されている[17]。ソニーがかつてウォークマンを創造した例がこれにあたる。
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  ウォークマンの原型は「プレスマン」という小型のカセットレコーダーであ
る。ここからウォークマンの開発が始まったのだが、そこで採用された技術は
当時の日本の電機メーカーであれば、どこでも実現できる技術であった。しか
し、ソニーはウォークマンを開発するにあたって、新しい革新的な意味の創造
を行っていた。当時の日本では音楽を聞く装置はカセットデッキが一般的であ
り、それは録音機能があることが前提とされていた。消費者や同じ産業内でさ
え、音楽を聴くだけの装置が必要とされることをまったく予測できていなかっ
た。しかし、ソニーには「人のまねをしない、人のやらないことをやる」とい
う企業文化があり、まさに消費者に対して新しいライフスタイルを提案し、
「音
楽を持ち歩く」という新しい意味を創造したのである。またソニーはこの意味
を強力にするために、広告にも力を入れた。従来と同様の新聞発表に加え、想
定顧客であった若者に対して、若者向けの雑誌を用いて宣伝を行ったのである。
また、その発表会では単に人前で製品発表をするのではなく、記者を公園に連
れて行き、その公園で若者が実際にウォークマンを使って活動する姿を見せた
のである。これらの製品開発から広告まで、一貫した意味の提案がウォークマ
ンという意味を強力にしたのである。そのため、ウォークマンと似た製品がそ
の後に発売されたが、携帯型オーディオプレーヤーの代名詞となったウォーク
マンは強力なブランドを維持し続けることができたのである。
	
  このようにソニーは、顧客によって偶然作られた意味ではなく、自ら意味を
創造し、顧客に提案したであろう。よって、これは意味のエクスプロレーショ
ンと推測できる。そして、技術は当時他社でも実現可能だったことから、技術
はエクスプロイテーションしていたと言える。実際に、他社もウォークマンに
追随して同様の装置をすぐに発売した。このことから、最新の技術だけが競争
力の源泉とはいえない。実際に、破壊的技術が市場を制圧する例も多く見られ
る[129]。つまり、革新的な意味を創造できれば最先端な技術がなくても優れた
製品を作る可能性がある。エクスプロレーションは革新的な技術の創造に適し
た活動である[128]といわれているが、これは革新的な意味の創造においてもエ
クスプロレーションが適しているといえよう。同時にソニーはウォークマン開
発にあたって、デザインリサーチを単独的に行ったと推測する。
5-2-2.逐次型
	
  Baldwin と Clark[89]はデザインルールとして、splitting、substituting、
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augmenting、excluding、inverting、porting というモジュール化オペレータを
示した。これに従って、デザインリサーチとテクノロジーリサーチは一つの研
究活動が splitting した結果であると見なす。これにより、デザインリサーチは
インダストリアルデザイナーなどに代表される領域に、テクノロジーリサーチ
は自然科学者やエンジニアの領域に専門化されたと考えられる。それでは、こ
の 2 つの研究活動をどのように行うことが競争優位性につながるだろうか。
	
  デザインリサーチとテクノロジーリサーチはどのような市場環境で行われる
べきであろうか。技術が摸倣されるように意味も摸倣される[105]。実際に、ソ
ニーがウォークマンを販売した後には、多くの企業がその意味に追随し、同様
の製品を発売した。すなわち、意味は摸倣できる状態であることを前提とする。
これに対して技術を早期に開発した企業は、彼らの技術を守るために様々な戦
略を行う。それは、特許やブラックボックス化などである。そして、彼らの先
行者としての利益を守ろうとする。
	
  すなわち、誰かが構築した新しい意味を利用して、よりハイスペックな製品
を作ろうとするのである。ではこのような場合、どのように意味の摸倣に対抗
するのであろうか。その答えは意味そのものにあるだろう。意味とは消費者が
製品を使う社会的・文化的理由である。つまり、意味とはその製品を持ち、消
費者が生活する社会の中で使用して初めて構築されるものである。要するに、
その製品を持つことがかっこいいとか、流行に乗っていると社会の中で認識さ
れるものなのである。Alessi で強力な意味を創造した Michael Graves を雇った
アメリカの小売業者である target が、同じ製品を発売したにも関わらず、Alessi
の売上げにまったく追いつくことができなかった[17]。これが最初に意味を形成
すると、いかに強力なブランドを作り上げるかを示している。ウォークマンが
カセットの携帯型オーディオプレーヤーの代名詞として使用されることも、こ
の意味の形成によるブランドの強固さを示しているであろう。
	
  しかし、意味も陳腐化するかもしれない。つまり、意味が普及し、多くの消
費者がその意味を実現する製品を持つことで、当初持っていた社会的・文化的
意味が薄れて行く[105]。ソニーはそれを防ぐために、ウォークマンの発売後、
性能を高めた新機種を次々と販売する事で、そのブランドの強さを維持した。
ソニーにとって、これがテクノロジーリサーチの段階であろう。また、デジタ
ルカメラの市場では、カメラとしての意味は変わらないが、日本のメーカーが
既存製品よりハイスペックな製品を出し続ける事によって、市場の 8 割のシェ
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アを維持し続けている。これもウォークマンと同様にテクノロジーリサーチの
結果であると見なせるであろう。よって、重要な事は、企業が置かれている市
場環境が、新しい意味とスペックのどちらを求めているかを的確に見分ける事
であろう。そして、新しい意味を創造した後にスペックを、またはスペックの
改善の後に新しい意味を創造することが重要となると推測する。
	
  ここで、デジタルオーディオプレーヤの例を考えてみよう。デジタルオーデ
ィオプレーヤの市場において、意味のエクスプロレーションを行ったのが Apple
であっただろう。しかし、Apple がデジタルオーディオプレーヤ市場に参入す
る前に、いくつかの製品がすでに存在した。それらの製品は、デジタル技術と
いう新しい技術を用いていたが、製品としての意味はウォークマンと同じであ
った。つまり、この時点ではテクノロジーリサーチの結果創造された製品であ
ったと見なせるであろう。デジタルの成果として、ウォークマンより多くの曲
を持ち出せるようにはなったが、お気に入りの曲を選択するために、曲数が増
えた分、ボタンを押す手間が増えるなど、決して使いやすいものではなかった。
Apple はこのような状況でデジタルオーディオプレーヤの開発を始めた。彼ら
はデジタルオーディオプレーヤを構成する技術は外部から取り入れており、技
術のエクスプロイテーションを行ったと推測できる。しかし、彼らは既存のデ
ジタルオーディオプレーヤにはなかった直観的に使用できる外観デザインやユ
ーザーインターフェイスを実現した。つまり、記号的解釈に関する技術開発を
行っていた。そして何より重要であったのが「デジタルハブ」という概念の下
で創造された新しい意味であった。それは、PC を中心に音楽を購入し、管理し、
楽しむという音楽から得られる経験を全て含んだ意味であった。iPod はその意
味を実現するための一つのハードウェアでしかなかった。ここで重要なのは、
新しい意味を創造したことと、デジタル技術がエクスプロイテーション可能で
あったことだ。確かに、UI に関する卓越した技術開発は行ったものの、その基
礎技術は外部から取り入れていた。つまり、他社が行ったテクノロジーリサー
チの結果をうまく取り入れ、デザインリサーチを自社で行ったと推測できる。
	
  この事例からわかるように、デザインリサーチとテクノロジーリサーチを使
い分ける事が、企業にとって大きな戦略的課題となる。もし、この 2 つの研究
活動を自社で実現できれば、競争優位になるかもしれない。しかし、Apple の
ようにすべてが自社でなくても構わない。例えば、デザインリサーチが得意で
あれば、テクノロジーリサーチが得意な他社と協力すればよい。逆にテクノロ
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ジーリサーチが得意であれば、その逆を考えれば良い。以上より、単独型の戦
略をうまく組み合わせた逐次型の戦略が、市場での競争優位性を維持すること
に重要であると言える。
5-2-3.同時並行型
	
  デザインリサーチとテクノロジーリサーチの逐次型戦略では、それぞれ技術
と意味を逐次的にエクスプロイテーションするという性質上、その両者間の時
間差が他社への参入する隙を与えてしまうかもしれない。これはモジュール化
の特徴の一つと推測する。では、この隙を与えないためには、どのような方法
があろうか。ここで、ダイソンのサイクロン掃除機の開発の事例を考える。
	
  ダイソンの創始者であるジェームス・ダイソンは業務用の粉末処理専用機械
に利用されていたサイクロン技術を見て、彼の好奇心から試作品を作った。そ
こで、彼はそれが掃除機に利用できることを発見した。当時の掃除機はモータ
ーで風を起こして、ゴミを吸い込み、紙パックで集めるという機構を採用して
いた。そして、掃除機を作っているメーカーも、それを不便に使っている消費
者でさえも、それが当たり前だと認識していた。しかし、ダイソンだけはサイ
クロン技術が、紙パックを必要としない全く新しい掃除機を実現できることを
理解していた。そこで彼は大手メーカーから提案を拒否され続ける中、自ら技
術を磨き、製品化まで行ったのである。そして、この掃除機の新しい意味は、
紙パックがなくなったことでは決してない。彼が新しく創造した意味は「掃除
をする楽しさ、部屋をきれいにする喜び」である。従来の掃除機は、ゴミは汚
いものとであるという認識のもと、ゴミが見えないように工夫されていた。そ
れに対して、ダイソンはあえて掃除機の筐体を透明にし、ゴミを見えるように
したのだ。これはまさにサイクロン技術だからこそ実現したものであり、これ
が顧客にとって掃除をする喜びという全く新しい意味を実現した。つまり、新
しい意味と新しい技術がお互いに干渉しており、相互作用を起こした結果、同
時に実現したと推測する。
	
  Dyson の製品開発の特徴はデザイナーとエンジニアの区別を行わないことで
ある。つまり、デザイナーはエンジニアであり、エンジニアはデザイナーとい
うことである。本来デザイナーは意味を扱う専門化として社会文化的なコンテ
クストの中で活動し、エンジニアは技術的なコンテクストの中で活動する。こ
の両者が同一の人間によって実現されるということは、デザインリサーチとテ
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クノロジーリサーチが同時に行われているかもしれない。彼らのデザインリサ
ーチでは既存のサイクロン技術をエクスプロイテーションしながら、掃除機の
新しい意味を創造したと推測できる。そして、それと平行して、掃除機の意味
をエクスプロイテーションしながら、サイクロン技術を小型の掃除機に適用す
るというテクノロジーリサーチを行ったと推測できる。すなわち、2 つの研究が
相互作用を及ぼしながら同時進行的に行われた可能性がある。まさにこれはモ
ジュール化の重要な条件である、お互いを干渉しないことの真逆の活動である
と言えるだろう。つまり、ダイソンは両者が統合され、同時並行型の戦略を行
っていたと推測できる。
	
  以上より、単独型や逐次型、同時並行型に当てはまると考えられるケースを
検討したが、それぞれの戦略は市場環境と企業の特徴に合わせて行われるべき
である。
5-3.定量分析
5-3-1.分析方法
	
  前章のケーススタディでは、パナソニックが技術開発戦略として、普及率の
上昇に連れて、テクノロジーリサーチからデザインリサーチへ移行している可
能性を発見し、いくつかの仮説を設定した。そこで、本論文ではその議論を深
めるために、パナソニックの特許分析を行い、テクノロジーリサーチとデザイ
ンリサーチがどのように移行したかを定量的に分析する。本分析では特許分析
を用いるが、その理由としてパナソニックがどの技術開発の意図を製品が商業
的に成功しているかどうか、意味が消費者側で変化していたかどうかという視
点無しに評価する必要があるためである。特許は該当製品が発表される前に出
願されるので、市場的に成功したかどうかというバイアスもかかりにくい。そ
また、特許は長期に継続されており、特定のフォーマットを使用し、システマ
ティックに運用されているためにバイアスがかかりにくいという特徴も持つ
[130]。
	
  ここで、改めて設定した仮説を振り返る。
H1.

テクノロジーリサーチとデザインリサーチの増加は、企業のパフォー
マンスにポジティブな影響を与える。

H2.

普及率の上昇はテクノロジーリサーチへの取り組みを減少させる。
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H3.

デザインリサーチの増加はテクノロジーリサーチへの取り組みを減少
させる。

これらの 3 つの仮説の内、すべてが支持されればパナソニックの技術戦略がテ
クノロジーリサーチからデザインリサーチに移行したと判断できる。しかし、
H3 が支持されなければ、移行したとは判断できない。また、H2 が支持されな
い場合は、市場競争が激しくなり、スペックの差別化が難しくなってきたにも
関わらずスペックの改善に集中していたことになる。つまり、この分析によっ
て、前節までに提案した単独型、逐次型、同時並行型のどの戦略に当てはまる
かが明らかになる。
	
  本分析では、2001 年から 2010 年までに出願された特許(四半期毎で集計)を分
析対象とする。特許出願日と企業のパフォーマンスの間には時間差があるが、
本論文では包括的な理論の検討を目的としているため、また特許データの特徴
からこれ以上に本分析に適したデータは無いと考えるため、その時間差は考慮
しない。
	
  特許の調査対象となった技術はケーススタディの結果と特許庁のプラズマテ
レビの特許解析の結果[131]を参考にして選定した。それらの技術を表 5-2 に示
す。テクノロジーリサーチとして高画質(コントラスト、階調性)とコストダウン
(小型・軽量化、工程削減)、デザインリサーチとして審美性(スピーカー、電磁
シールド)と UI(電子番組表、リモコン)に関する特許を調査した。また、パフォ
ーマンスとして、パナソニックの PDP の売上げ、シェア、販売モデル数を調査
した。
表 5-2	
  特許の技術分類
研究	
 

目的	
 

特許分類	
 

テクノロジーリサーチ	
  高画質	
 
	
 

	
 
コスト削減	
 

	
 
	
 
小型・狭額縁化	
 

	
 

	
 
UI	
 

	
 

階調性	
 
小型・軽量化	
 
工程削減	
 

	
 
デザインリサーチ	
 

	
 

コントラスト	
 

スピーカー	
 
電磁シールド	
 
リモコン	
 
電子番組表	
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5-3-2.相関分析
	
  本分析ではパナソニックにおけるテクノロジーリサーチとデザインリサーチ
の移行を明らかにするために、特許と普及率間の相関分析を行う。図 5-9 には
それぞれの時系列データを示す。普及率は内閣府が発表した日本市場[126]の結
果であり、2005 年に 10%を超え、そこから急激に上昇しており、2010 年には
約 70%にまで達している。特許データはパナソニックのデータであり、テクノ
ロジーリサーチとデザインリサーチの特許をそれぞれ合計した結果である。テ
クノロジーリサーチは、上下はあるものの、50 件程度で推移しているが、デザ
インリサーチは 2007 年まで右肩上がりに推移し、その後 30 件前後で推移して
いる。
	
  表 5-3 にはそれぞれのデータ間での相関係数を示す。普及率とテクノロジー
リサーチ間は-0.34(p<0.05)と負の関係にあるため、仮説の H2 は支持され、普
及率が上昇するに従ってスペックでの他社との差別化が難しくなり、技術的向
上の余地が少なくなっていると推測できる。また、普及率の上昇に伴ってデザ
インリサーチの特許も増加している。しかし、テクノロジーリサーチとデザイ
ンリサーチ間の相関係数は 0.095 と明確な相関関係は確認できない。そのため、
両リサーチがどのように移行しているかを明確にできない。そこで、この両者
の更なる詳細な分析が必要となる。そこで、次節では PLS 分析を用いて、両リ
サーチの関係性を明らかにする。
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図 5-9	
  時系列データ
表 5-3	
  相関分析結果
テクノロジー	
 

デザイン	
 

リサーチの特許	
 

リサーチの特許	
 

普及率	
 
普及率	
 

1

テクノロジーリサーチの特許	
 

-0.34*

1

デザインリサーチの特許	
 

0.74**

0.095

1

** p<0.01 * p<0.05
5-3-3.PLS 分析
	
  本分析では、テクノロジーリサーチとデザインリサーチの関係性を更に深く
議論するため PLS(Partial Least Squares)分析を用いる。PLS は LISREL や
AMOS と同様に共分散構造分析を行う手法である[132]。また、PLS はリサーチ
モデルの評価に CR(Composite Reliability)やパス係数、t 値、R2 を利用する。
R2 は線形回帰分析で用いられる指標と同義であり、t 値は PLS が出力する p 値
から計算される値で、仮説が支持されるかどうかを評価する指標である[132]。
	
  PLS 分析の結果を表 5-4 に示す。コストダウンを除くと、クロンバックスの
αは 0.74 以上、CR は 0.78 以上、AVE が 0.75 以上であり、信頼性が十分に高
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い[133]。コストダウンはクロンバックスのαが 0.54 と多少低く、内的整合性が
確保できているとは言えない。その原因として、コストダウンとして選択した
小型・軽量化と工程削減は特許の出願時期が異なることが考えられる。アバナ
シー・アッターバックモデル[134]で考えると、小型・軽量化に関する技術は製
品そのものの改善であるためにプロダクトイノベーションに該当するのに対し
て、工程削減に関する技術は製品自体ではなく、生産工程に焦点が当てられる
ため、プロセスイノベーションに該当することが考えられる。そのため、本分
析ではコストダウンの特許データは参考とし、テクノロジーリサーチは高画質
の特許を中心に分析する。
	
  図 5-10 には構造モデル分析の結果を示す。スペックの R2 は 23%、パフォー
マンスは 97%である。薄型化・狭額縁化、UI から画質向上のパス係数はそれぞ
れ 0.20、0.38(p<0.01)であり、デザインリサーチがテクノロジーリサーチに正
の影響を与えていることがわかるため、H3 は支持されない。しかし、パフォー
マンスに対しては、画質向上と薄型化・狭額縁化、UI がそれぞれ 0.36(p<0.01)、
0.53(p<0.01)、0.51(p<0.01)であるため、テクノロジーリサーチ、デザインリサ
ーチともにパフォーマンスに正の影響を与えることがわかる。よって、H1 は支
持された。
表 5-4 分析結果
Factor
潜在変数
パフォーマンス

高画質

コストダウン

薄型・狭額縁化

UI

項目

loading

t値

クロンバックのα

CR

AVE

0.98

0.98

0.95

0.91

0.96

0.92

0.54

0.78

0.65

0.78

0.90

0.82

0.74

0.86

0.75

売上げ

0.99

2030.1*

シェア

0.97

850.9*

モデル数

0.97

561.0*

コントラスト

0.96

295.5*

階調性

0.96

229.0*

小型・軽量化

0.61

11.5*

工程削減

0.96

84.2*

スピーカー

0.88

62.0*

電磁シールド

0.93

203.6*

リモコン

0.98

167.6*

電子番組表

0.74

26.0*

*p<0.01
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*p<0.01
図 5-10	
  パス解析結果
5-4.考察
	
  ケーススタディでは、パナソニックがテクノロジーリサーチからデザインリ
サーチへ移行している可能性を見いだした。さらに、相関分析の結果、普及率
が上昇するに連れて、テクノロジーリサーチが増加していないことが確認され
た。この結果と時系列データからも、スペックの差別化が難しくなるにつれ、
テクノロジーリサーチは横ばいか減少の傾向が見られることがわかる。しかし
ながら、時系列データと PLS 分析の結果から、テクノロジーリサーチから単純
にデザインリサーチへ移行しているのではなく、両者とも行っていることが分
かる。ここでテクノロジーリサーチとデザインリサーチの合計に対するそれぞ
れの比率を図 5-11 に示す。
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図 5-11	
  TR と DR の比率
図 5-11 より、2006 年まではデザインリサーチが 30%以下であるが、2007 年よ
り 40%まで増加していることが分かる。また、パナソニックテレビ事業のトッ
プマネジメントへのインタビューで、
「トップマネジメントとしてデザインの重
要性は理解しており、デザインに力を入れるが、我々のエンジニアは画質の美
しさをあきらめることは無い」と述べていた。従来から多くの日本企業は技術
のイノベーションでスペックを改善することによって、グローバルな市場でシ
ェアを伸ばし、さらにそのイノベーションの速度を加速させてきた[135]。これ
はパナソニックにも当てはまるであろう。2006 年にはサムスンのボルドーTV
がシェアを伸ばし始めた頃であり、テレビの審美性が消費者にも大きく注目さ
れ始めていた。しかし、パナソニックではデザインリサーチに単に移行したわ
けではなく、図 5-11 の比率を考慮しても 2007 年よりスペックを重視しながら
もテクノロジーリサーチとデザインリサーチをコンカレントに行い、それによ
って競争優位性を維持したと推測できる。なお、2008 年は中国メーカーの台頭
やパイオニアが市場から撤退する等、市場に大きな変化が現れて来た時期であ
る。また、翌年の 2009 年には台湾メーカーがワンチップの画像エンジンを生産
した時期でもあり、まさに技術的な差別化が困難になり、コスト競争によって
市場から脱落する企業が現れている。
	
  以上をまとめると、パナソニックのテクノロジーリサーチ、デザインリサー
チに対する技術開発戦略は薄型市場が発展しだした 2000 年から 2006 年頃まで
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は、図 5-12 のようにスペック改善を目的としたテクノロジーリサーチ単独型で
あったが、その後図 5-13 のように同時並行型に移行したと考えられる(図 5-14)。
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図 5-12	
  テクノロジーリサーチ単独型(2000 年〜2006 年)

新
規

高画質
低コスト

ス
ペ
ッ
ク

薄型・狭額縁化
UI

既
存
既存

新規
意味

図 5-13	
  同時並行型(2007 年〜)
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図 5-14	
  パナソニックの技術開発戦略
	
  すなわち、テクノロジーリサーチとデザインリサーチの両方を自社で実現可
能なパナソニックは、市場環境の変化に合わせて、技術開発戦略を単独型から
同時並行型に変化したと結論づけられる。この市場環境を考えると、図 5-15 に
Early
adoptor

Innovators

Early
majority

図 5-15	
  普及の各ステージ[129]
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Late
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示すように、2006 年はアーリーマジョリティに突入した段階である。一般的に
考えて、イノベータとアーリーアダプタは新しい技術や新しい製品を好む傾向
がある[136]ので、市場ではスペックの方が重視されていたと考えられる。そし
て、2006 年からはアーリーマジョリティの段階に入って来たため、スペックの
ような合理的な価値だけでなく、非合理的な価値である意味の開発も行われた
と考えられる。しかし、サムスンは 2003 年より審美性の高さに焦点を当てた開
発をし、
2006 年には他社に先駆けて審美性の高いボルドーTV を発売している。
パナソニックも 2004 年から徐々にデザインリサーチを増やしているが、そのピ
ークは 2007 年であり、パナソニックのトップマネジメントがインタビューでも
審美性に関してその当時はサムスンに対して劣っていたことを認めていたため、
2006 年までもデザインリサーチを徐々に増やしていたが、市場状況に対して先
行的にデザインリサーチを重視したのではなく、市場の変化を見て後発的にデ
ザインリサーチも重視する戦略を切り替えたと考えられる(図 5-16)。
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図 5-16	
  普及率と戦略
	
  また、PLS 分析ではコスト削減の内的整合性が決して高くはなかったが、構
造モデル分析でパフォーマンスに対して負の結果となっており、今回選択した
コストダウンに関する技術がパフォーマンスに対して貢献しない可能性がある
ことが示唆された。ケーススタディでは、パナソニックが価格下落に対して新
たな工場を稼働させ、生産量増加によってコストダウンを行っていたことがわ
かっている。そのため、個別の技術開発よりもマスプロダクションがコストダ
ウンに大きな影響を与えていた可能性が考えられる
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6. スペックと意味の定量評価
6-1.製造者視点での消費者分析
	
  本研究で提案したフレームワークは、製造者視点でどのように意味の革新の
ために技術を開発したかに焦点を当てている。しかし、意味は製品と消費者の
相互作用によって生まれるため、意味の測定には消費者調査が不可欠となる。
過去の多くの研究で消費者分析が行われてきたが、そのほとんどが製造者視点
に欠けており、製造者側が作ろうとした意味と消費者側が創出した意味が一致
しているかどうかを明らかにすることが出来なかった。なぜなら、全ての業界
においてどのような製品を生産するとしても、必ずそこには技術が必要となる。
そのため、製造者の製品を作る意図を見出すためには、その指標として技術を
測定することが重要であろう。しかし、従来の意味研究においては、意味の源
泉となる感情等の消費者の認知面に焦点を当てたために、同じ指標で製造者側
の意図を測定できなかった。そこで、本研究で提案したフレームワークを用い
て、消費者の創出した意味の測定を行い、将来的に両者の意図が一致している
かどうか測定するきっかけとなることを明らかにする。
6-2.意味の定量的評価の文献レビュー
	
  ここでは過去の意味に関する研究で定量的に評価した文献のレビューを行う。
意味の測定として代表的な研究が Csikszentmihalyi と Rochberg-Halton[18]で
ある。彼等は意味を心理学的に分析しており、その定義を人間が注意(心的エネ
ルギー)をモノに対して向けることによって生まれるものだとした。言い換える
と、モノに対して人間が何の注意も払わなければ、そのモノは存在しないのと
同じであり、注意を払って初めてモノが存在し、意味が生まれるということで
ある。この定義の下、彼等はアメリカのシカゴに住む 82 家族に対してインタビ
ュー調査を行った。その質問として「家の中にあるもので、あなたにとって特
別な物は何か」と問いかけ、その答えのあった物に対して深くその理由を聞く
という方法であった。その結果として、カテゴリーに分類された上位 10 カテゴ
リーを表 6-1 に示す。
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表 6-1	
  特別な物[18]
順位

物

%

1

家具

36

2

視覚芸術品

26

3

写真

23

4

本

22

5

ステレオ

22

6

楽器

22

7

テレビ

21

8

彫刻

19

9

植物

15

10

食器

15

	
  Klein と Kernan[69]は意味の特徴を①多義性、②コンテクストに対する感度、
③意見の一致度と定義し、MOCOM(Measure of Consumption Object Meaning)
と い う 意 味 の 測 定 方 法 を 提 案 し 、 そ の 信 頼 性 を 評 価 し た 。 Doucette と
Wiederholt[75]は手段目的連鎖モデル(means-end chain mode)を用いて、医薬
品の意味の測定を行った。分析方法は 550 人の対象者にメールで 7 点スケール
のアンケートを用いて因子分析を行った。その結果として、医薬品に関する物
理的な 5 つの特性に関する次元と医薬品の効果に関する 3 つの次元を特定した。
Dell’Era と Verganti[105]は、意味の普及の測定として図 6-1 のようなフレーム
ワークを提案した。そして、意味の普及を定量的に評価するために、その指標
としてイタリアの家具産業で新しい製品において材料やその組み合わせがどの
ように広まっていくかを指標として意味の普及の評価を行った。その結果、コ
ラボレーションが普及のダイナミクス(スピードと伝染)にポジティブな影響を
与える一方で、その他の指標はネガティブな影響を与えることを発見した。
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ure 3). Specifically, an innovator’s marketing strategy
refers to a collaborative approach adopted by companies launching a new product meaning to the relevance of that new meaning within their portfolio.
With respect to innovator characteristics, we consider
reputation as well as connections to creative resources

existing product, generating a secondary diffusion fo
it among those identifying with the relevant referenc
group’’ (p. 537). Alternatively, technological innova
tions spring from the addition or alteration of a prod
uct’s tangible features, distinguishing it from previou
models. In cognitive terms, a symbolic innovation
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COMPETITIVE ENVIRONMENT
- Ferment

Figure 3. Conceptual Framework.

図 6-1	
  意味の普及のフレームワーク[105]

	
  このように、消費者に直接問いかける分析と、Dell’Era と Verganti[105]のよ
うに外観の特性に注目することで製造者側の意図を測定した分析が存在するが、
未だに同じフレームワークを用いて製造者側と消費者側で測定するという課題
は残されたままである。そこで、本論文では製造者側の意図を測定した前章と
同じフレームワークを用いて消費者側の意味の測定を行う。
6-3.定量分析
6-3-1.分析方法
	
  本論文では価格.com に投稿されたユーザーレビューを用いて、デジタルカメ
ラと薄型テレビ、ブルーレイ・DVD レコーダ(以下 BL・DVD レコーダ)の価値
分析を行う。また、本分析では各製品分類の製品モデル毎の分析ではなく、製
品分類をそれぞれ一まとめにして分析した。その理由として、前章の特許分析
も個別の製品モデル毎ではなく、プラズマテレビ全体の分析を行っているため
である。価格.com は日本最大の購買支援サイトであり、利用者数や扱う製品数、
ユーザーのレビュー件数も非常に多い。そのため、今回のように包括的な分析
を行うために適していると考える。価格.com では ID を取得したユーザーが提
示された項目に対して 5 段階の評価を行う。本論文が 3 品目に注目する理由は、
消費者への普及率が高く、また市場への参入者も多いため、消費者の購買の選
択肢が広いことである。また、デジタルカメラは携帯することを前提している
のに対し、他の 2 品は家庭内に据え置きされるものであるため、ユーザーの評
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価も大きく異なっていることが予測される。
	
  デジタルカメラのレビュー項目とそれぞれの価値分類を表 6-2 に示す。この
価値分類は図 6-2 のように前章と同じフレームワークを消費者側から見ている。
デザインは審美的印象に(本論文の「デザイン」の定義とここで扱う評価項目と
しての「デザイン」は違う)、操作性とホールド感は UI に関連するため記号的
解釈に該当する。画質やバッテリー、携帯性、液晶はそれぞれ画素数、時間、
大きさと重量、液晶の大きさと数値で表現できるため、スペックとする。機能
性は手ぶれ補正や撮影モードなどを意味しており、消費者にとっては合理的な
項目であるため、機能的価値とする。薄型テレビの場合は、デザインを審美的
印象、操作性を記号的解釈と定義し、これらが意味に関する指標となる。その
他の画質、音質、応答性能等はスペックに該当する(表 6-3)。BL・DVD レコー
ダでは、他の製品と同様、デザインと操作性が意味に該当し、録画画質や音質、
サイズ等をスペックとする(表 6-4)。これらの項目を独立変数にとり、ユーザー
の最終的な評価となる満足度を従属変数として重回帰分析を行う。なお、対象
となるデータ数はデジタルカメラが 27368 件、薄型テレビが 21579 件、BL・
DVD レコーダが 9950 件である。
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図 6-2	
  評価のフレームワーク
表 6-2 デジタルカメラのレビュー項目と価値分類
レビュー項目

価値分類

デザイン

意味 (審美的印象)

操作性

意味(記号的解釈)

ホールド感

意味(記号的解釈)

画質

スペック

バッテリー

スペック

携帯性

スペック

機能性

スペック

液晶

スペック

満足度

—
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表 6-3 薄型テレビのレビュー項目と価値分類
レビュー項目

価値分類

デザイン

意味(審美的印象)

操作性

意味(記号的解釈)

画質

スペック

音質

スペック

応答性能

スペック

機能性

スペック

サイズ

スペック

満足度

—

表 6-4 BL・DVD レコーダのレビュー項目と価値分類
レビュー項目

分類

デザイン

意味(審美的印象)

操作性

意味(記号的解釈)

録画画質

スペック

音質

スペック

録画機能

スペック

編集機能

スペック

入出力端子

スペック

サイズ

スペック

満足度

—

6-3-2.分析結果
	
  デジタルカメラと薄型テレビ、BL・DVD レコーダの各項目間の相関係数を
表 6-5、6-6、6-7 に示す。相関係数はそれぞれ最大で 0.71、0.73、0.76 と多重
共線性は高くない。重回帰分析の結果をそれぞれ表 6-8、6-9、6-10 に示す。デ
ジタルカメラと液晶テレビは全項目において 0.1%有意で正の値を示しているが、
BL・DVD レコーダは音質の項目で有意性が得られなかった。t 値の大きさから、
消費者が最も重視している項目は、デジタルカメラでは画質と機能性のスペッ
クであり、それに続き操作性やデザイン、ホールド感の意味を重視している。
液晶テレビでは、画質と機能性の機能的価値がデジタルカメラと同様に高く、
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表 6-5	
  デジタルカメラの相関
デザイン
デザイン

画質

操作性

バッテリー

携帯性

機能性

液晶

ホールド感

満足度

1.00

画質

0.37

1.00

操作性

0.44

0.49

1.00

バッテリー

0.30

0.37

0.46

1.00

携帯性

0.45

0.27

0.37

0.30

1.00

機能性

0.41

0.53

0.57

0.42

0.38

1.00

液晶

0.41

0.46

0.49

0.40

0.36

0.59

1.00

ホールド感

0.44

0.46

0.54

0.45

0.26

0.51

0.48

1.00

満足度

0.48

0.71

0.59

0.44

0.39

0.64

0.52

0.53

1.00

表 6-6	
  薄型テレビの相関
デザイン

操作性

画質

音質

応答性能

機能性

サイズ

デザイン

1.00

操作性

0.47

1.00

画質

0.50

0.49

1.00

音質

0.42

0.41

0.50

1.00

0.47

0.53

0.61

0.50

1.00

機能性

0.47

0.55

0.57

0.44

0.59

1.00

サイズ

0.58

0.49

0.55

0.41

0.53

0.57

1.00

満足度

0.56

0.58

0.74

0.53

0.63

0.66

0.61

満足度

応答性
能
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1.00

表 6-7	
 

BL・DVD レコーダの相関
録画

デザイン

操作性

録画

編集

入出力

機能

機能

端子

音質
画質

サイズ

デザイン

1.00

操作性

0.45

1.00

録画画質

0.49

0.49

1.00

音質

0.52

0.49

0.76

1.00

録画機能

0.45

0.62

0.59

0.58

1.00

編集機能

0.40

0.54

0.49

0.51

0.65

1.00

入出力端子

0.47

0.45

0.54

0.57

0.55

0.55

1.00

サイズ

0.53

0.46

0.53

0.52

0.49

0.39

0.50

1.00

満足度

0.53

0.67

0.65

0.61

0.76

0.63

0.57

0.55

満足度

1.00

審美的価値であるデザインがデジタルカメラより重要視されていないことがわ
かる。BL・DVD レコーダでは、薄型テレビと同様にデザインは重用視されて
いないことがわかる。
表 6-8	
  デジタルカメラの回帰結果
t値

有意水準

機能 0.422

94.83

0.1%

機能性

機能 0.200

38.30

0.1%

3

操作性

意味 0.125

25.37

0.1%

4

デザイン

意味 0.118

23.70

0.1%

ホールド感 意味 0.073

15.77

0.1%

機能 0.064

15.49

0.1%

バッテリー 機能 0.045

11.55

0.1%

機能 0.024

5.48

0.1%

順位

項目

分類

1

画質

2

5
6
7
8

携帯性
液晶

係数

決定係数：0.65
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表 6-9	
  薄型テレビの回帰結果
t値

有意水準

機能 0.376

68.34

0.1%

機能性

機能 0.178

33.44

0.1%

3

操作性

意味 0.111

23.27

0.1%

4

サイズ

機能 0.128

20.43

0.1%

5

音質

機能 0.078

19.42

0.1%

6

デザイン

意味 0.094

16.72

0.1%

7

応答性能

機能 0.080

15.75

0.1%

順位

項目

分類

1

画質

2

係数

決定係数：0.68
表 6-10	
 

BL・DVD レコーダの回帰結果

順位

項目

分類

係数

t値

有意水準

1

録画機能

機能

0.368

42.54

0.1%

2

操作性

意味

0.203

29.23

0.1%

3

録画画質

機能

0.236

20.79

0.1%

4

編集機能

機能

0.107

14.23

0.1%

5

サイズ

機能

0.094

11.79

0.1%

6

デザイン

意味

0.087

10.23

0.1%

入出力端子 機能

0.048

5.75

0.1%

機能 -0.002

-0.16

7
8

音質

決定係数：0.71
6-3-3.考察
	
  3 品目ともにユーザーが最も重要視する項目はスペックであった。特にデジタ
ルカメラと液晶テレビの画質は製品を比較する項目として、ユーザーが最も理
解しやすい数値であることと、メーカーも一番訴求している項目であるためだ
と考えられる。また、3 品目とも意味の最上位が操作性であることは、UI の重
要性を示唆している。機能が増えるにつれ、ユーザーの操作数も増えるため、
GUI や直観的に理解できる記号を適切に配置することが重要となる。BL・DVD
レコーダで、音質で有意な結果が得られなかったのは、音質は消費者にとって
非常に理解が難しい項目であると考えられるため、投稿時に適切な値を選択で
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きないことが原因と推測する。
	
  デジタルカメラの結果で特徴的なことは、意味的な価値に該当するデザイン
が、携帯性やバッテリー、液晶のスペックより支配的になっていることである。
デジタルカメラは持ち運ぶことが前提であるため、サイズや重量、連続運転時
間が非常に重要な要素であると考えられるが、ユーザーはそれらのスペックよ
り、審美的印象であるデザインを重要視している。これはユーザーがデジタル
カメラを自己の拡張[114]として捉えているからであると推測する。つまり、写
真撮影時にはユーザーだけでなくその周りに友人等の関係者がいることが多い
ため、
「かっこいい」や「かわいい」デジタルカメラを持つことで、周囲とのコ
ミュニケーションを図ることができる。同時に、消費者が周囲の人から「かっ
こいい」、「かわいい」と自己を評価されたように感じることがある。よって、
デジタルカメラにおいては、画質と機能性など機能的価値を向上させる技術開
発とともに、GUI などのユーザーインターフェイスや高い審美性を実現する材
料技術や加工技術、要素部品の小型化等に関する技術開発が必要になることが
わかる。
	
  それに対して、薄型テレビ、BL・DVD レコーダではユーザーはデザインを比
較的重要視していない。これは、デジタルカメラとは違って家庭内に置かれる
だめ、自己拡張の対象として見なされていないためであると推測する。
6-4.製造者と消費者の評価の違い
	
  本分析結果より、前章と同様のフレームワークで消費者に対して意味の定量
分析を行えることが明らかとなった。つまり、審美的印象や記号的解釈、象徴
的印象という概念を用いることで、同じ指標で製造者側の意図と市場における
消費者のニーズを比較することが出来る。これらをまとめると、図 6-3 のように
製造者は技術を介して製品のスペックと意味の革新を目指し、消費者はスペッ
クと意味を解釈することで製品の評価をすると言える。過去の研究では、本研
究のような製造者と消費者の比較を行う研究は皆無であったため、意味開発に
おける企業戦略を明らかにすることができなかった。そこで、前章までのパナ
ソニックの技術戦略と比較するために、本分析の薄型テレビの結果に注目する。
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図 6-3	
  製造者と消費者の統合フレームワーク

90

ᾘ㈝⪅

ᢏ⾡

ᢏ⾡

ࢹࢨࣥ
ࣜࢧ࣮ࢳ

ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮
ࣜࢧ࣮ࢳ

㇟ᚩⓗ㐃

グྕⓗゎ㔘

ᑂ⨾ⓗ༳㇟

ࢥࢫࢺ

ᶵ⬟

ព

ࢫ࣌ࢵࢡ

〇ရ

ព

ࢫ࣌ࢵࢡ

㇟ᚩⓗ㐃

グྕⓗゎ㔘

ᑂ⨾ⓗ༳㇟

ࢥࢫࢺ

ᶵ⬟

ᾘ㈝⪅

	
  パナソニックは当初はスペックを重視し、テクノロジーリサーチを行ってい
たが、2007 年頃からデザインリサーチとテクノロジーリサーチを同時並行的に
行うようになった。つまり、スペックの改善は常に求めていたと言える。それ
に対して、本分析の結果は消費者が画質と機能性を重視し、操作性や外観を意
味するデザインは重視していなかったことがわかった。つまり、意味よりもス
ペックを重視していたと言える。この結果はユーザーがテレビに対しては「テ
レビ番組を見る」という意味を持っており、
「インテリア」としての意味を比較
的重視していない可能性を示唆している。欧米では高いシェアを持つサムスン
のテレビの特徴はその高い審美性であり、彼らはテレビに対して「インテリア」
としての意味を与えていた。しかし、サムスンのテレビが日本では売れていな
いことを考えると、ユーザーがデザインを重要視していないということがサム
スンの日本市場での失敗の一因であるかもしれない。逆に日本メーカーは日本
のユーザーの求める画質や機能を追いかけすぎたために、欧米の市場で失敗し
たと推測できる。この結果は、図 6-4 のように、スペックの改善を追い求めてい
たパナソニックの戦略が日本市場では合致しているが、日本市場以外ではそう
ではない可能性がある。パナソニックは日本国内では高いシェアを獲得してい
たが、グローバルな市場では最終的に成功したとは言えない。実際に、2013 年
には PDP の撤退も決定している。当然コスト等の他の要因も大きいが、本結果
は日本市場に合致した戦略が、グローバルの競争で足枷になった可能性を示唆
している。
年数
普及率
戦略

イノベーター

アーリー
アダプター

テクノロジーリサーチ重視

アーリー
マジョリティ

同時並行

消費者
スペック重視

図 6-4	
  パナソニックの戦略と消費者のニーズ
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  以上のように、本フレームワークは製造者側と消費者側の両者で同じ指標を
用いてスペックと意味の測定が可能である。そして、それにより製造者がどの
ような意図で技術開発を行っていたかを明らかにできるとともに、その戦略が
消費者のニーズと合致していたかの評価を行うことが出来る。
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7.まとめ
	
  本論文の最も重要な新規性は技術と意味に関するフレームワークの提案であ
る。従来の研究では意味が技術とどのような関係にあるかがわかっていなかっ
たため、意味のイノベーションに関する研究が進まない一つの要因となってい
た。しかし、本フレームワークがどのような技術が意味の革新に貢献するかを
提案したため、今後テクノロジーマネジメントの分野でも意味の研究が進むと
予測している。以下では、フレームワークの有効性を検証するために設定した、
リサーチクエッションと研究結果の関係と、本論文のインプリケーションや限
界について述べる。
7-1.リサーチクエッションと研究結果
	
  本研究では、技術は意味の革新に貢献するかという大きなリサーチクエッシ
ョンを設定し、そのサブリサーチクエッションとして以下を設定した。
①意味の構成要素は何か
	
  本リサーチクエッションに対しては、過去の意味論やマーケティング論、デ
ザインマネジメントの文献を分析することで結果を見出した。意味は消費者と
製品が相互作用を起こすことで生まれるものである。消費者は初めて製品を見
た時に、外観の美しさである審美性を判断する。消費者によって好みの色や形
状は異なっており、またその消費者が所属する社会的なある小さなグループや
民族の単位での文化によっても影響を受ける。そのため、魅力的な審美性を創
出するためには、製品開発時にインダストリアルデザイナーの個人の好みでは
なく、ターゲットの消費者がどのような文化を持ち、社会にどのような流行が
あるか、また友人達とどのようなグループを形成しているか等社会文化モデル
の分析が必要となる。
	
  また、製品の使いやすさにおいても外観は非常に重要となる。もし、製品の
使い方を初見で理解できれば、おそらくその製品の持つ機能は最大限に利用さ
れることになるであろう。つまり、すべての機能が消費者にとって、意味を持
つことになる。意味は消費者との相互作用が無ければ生まれない。そのため、
製品の機能は消費者との相互作用を起こすために、まずその機能があることを
消費者が知ることが不可欠となる。つまり、消費者が存在に気づかない機能は、
消費者にとって何の意味も持たないのである。世の中では、製品がシンプルで
あるべきだという批評が頻繁に起こるが、その理由はこれにあるだろう。説明
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書を見ないと機能を理解できない、その上で説明書のページ数が多くて見る気
が起こらないといったことがあるが、このような場合は外観にその使い方を直
感的に理解させるようなデザインができていないであろう。これは記号と記号
に与えられた意味の関係と同じである。例えば、1 つの道路標識に複数の目的を
持たすとすれば、消費者はきっと混乱するであろう。基本的に一つの記号に一
つの機能を与えることで、それを見た人が初見でその機能を理解する。これは
製品にとっても同様である。消費者にそのような手間を与えた時点で、そこか
ら生まれる感情はネガティブであることが多いのではないだろうか。よって、
製品を記号としてみたとき、その外観から伝わる使いやすさが非常に重要とな
る。
	
  審美性と使いやすさに続いて、象徴性が重要も同様に重要である。象徴とは
すなわち何かものを見た時に消費者が容易に連想するものである。例えば、玉
座のついた椅子から権威を連想する場合や、白くて長い帽子からコックを連想
する等である。そして、この連想には感情が伴いやすい。玉座のついた椅子の
場合であれば、その椅子から権威を持つ人への尊敬という感情を持つであろう。
それに対して、何の特徴も無い長椅子があれば、多くの人が休憩のためにその
椅子を利用するであろう。つまり、椅子をデザインする場合は、どのような環
境で、どのような感情を持って使用されるかを想定する必要がある。椅子は典
型的な例であるが、これはどの製品にも適用されるものである。もう一つの象
徴性の典型的な例がブランドである。例えばモノグラムのデザインを見ると、
ルイヴィトンを連想する、リンゴのマークを見るとアップルを連想する等であ
る。消費者は所有する物を、自己の拡張として見なすことがあるために[114]、
このようなブランドを持つことで、消費者が社会の中で構成されるグループに
属していると感じる場合がある。例えば、ヴィトンを持つことで、自分自身を
オシャレで洗練された人間と見なし、Mac を持つことで自分自身がデザイン好
きであることをアピールすることが出来る。このように、自社の製品に対して
どのような象徴性を持たすかということは非常に重要である。そして、その象
徴性は、製品自身の名称や外観、企業としてのブランドなどに影響される。
	
  以上に述べたように、消費者は製品の外観から審美性、製品の使いやすさ、
象徴性を認識し、そこから感情を生み出した結果として意味が生まれるのであ
る。本研究では、これらを審美的印象、記号的解釈、象徴的連想と定義した。
そして、感情は消費者自身が感じる物であるため、製造者はその感情の源とな
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る審美的印象、記号的解釈、象徴的連想を意図的に変化させることが出来る。
よって、本研究では意味の構成要素として、審美的印象、記号的解釈、象徴的
連想の 3 つの要素を提案した。
②意味を構成する要素に影響を与える技術は何か
	
  意味の構成要素として、審美的印象、記号的解釈、象徴的連想を定義したが、
この 3 つの要素に対してどのような技術が関連するかを理論的分析とケースス
タディによって、確認した。
	
  審美的印象は色や形状、材料に依存するため、マシニングセンターに関する
技術革新や CAD・CAM 等の情報技術の革新が大きな影響を与える。また、形
状には製品を構成する要素技術の革新が不可欠となる。記号的解釈には、人間
工学に基づいた技術や、入力デバイス等の IT 技術の革新が重要となる。しかし、
象徴的連想は広告やブランドなどの技術とは関連無く変更が可能である。その
ため、本研究では意味を構成する要素として審美的印象と記号的解釈が関連す
るフレームワークを提案した。
	
  このフレームワークに対してケーススタディを用いて検討を行った。ケース
スタディでは、薄型テレビ産業に着目した。その理由として、薄型テレビは従
来の CRT テレビと大きく外観が変化しているため、意味が変化している可能性
があり、更に CRT からプラズマや液晶等の技術的革新があり、また一般消費者
にすでに普及していることが挙げられる。そして、薄型テレビ市場の中でもパ
ナソニックに取り上げたが、その理由としてパナソニックは薄型テレビが市場
に出る前の技術黎明期から現在まで継続して市場に参入していること、また液
晶テレビとプラズマテレビの両方を開発、販売していることが挙げられる。
	
  ケーススタディの結果は、テクノロジーリサーチとしては、スペック改善と
して画質の向上、コスト削減として小型・軽量化と工程削減が行われたことが
明らかとなった。また、デザインリサーチとしては、スピーカーの技術開発が
進むにつれ、従来画面の横に配置されていたスピーカーが消費者から目に見え
ない位置に配置されるようになり、それにともなって筐体の狭額縁化が進んで
来たこと、従来のテレビから劇的にコンテンツが増加した。そのため、画面の
構成やそれに伴うリモコン操作が非常に複雑になったため、UI に対する配慮が
従来以上に必要になってきたことが明らかになった。
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③企業がテクノロジーリサーチとデザインリサーチに対してどのような技術開
発戦略をとったか。
	
  ケーススタディでパナソニックが薄型テレビの意味の改善をするために技術
開発を行っていたことが明らかになった。次に、一連の薄型テレビの開発の中
でテクノロジーリサーチとデザインリサーチに対してどのような技術開発戦略
を行ったかをケーススタディと定量分析によって確認した。
	
  ケーススタディでは、以下の 3 つの仮説が設定された。
H1.

テクノロジーリサーチとデザインリサーチの増加は、企業のパフォー
マンスにポジティブな影響を与える。

H2.

普及率の上昇はテクノロジーリサーチへの取り組みを減少させる。

H3.

デザインリサーチの増加はテクノロジーリサーチへの取り組みを減少
させる。

	
  この仮説に対して、まずテクノロジーリサーチとデザインリサーチに関する
理論的分析を行った。その結果、両リサーチの戦略として、単独型、逐次型、
同時並行型の 3 種類があることを提案した。そして、特許を用いた定量分析に
よってパナソニックの薄型テレビに関する技術開発がどの戦略であったかを検
討した。
	
  分析結果として、H1 と H2 は支持されたが、H3 は支持されなかった。つま
り、普及率の上昇とともに技術的な差別化が難しくなり、テクノロジーリサー
チに関する技術開発が増加しなかったが、デザインリサーチに関する技術開発
戦略に単純に移行したわけではないことが明らかとなった。また、時系列のデ
ータや PLS 分析より、テクノロジーリサーチとデザインリサーチの両方の技術
開発が行われていたことが明らかとなった。また、デザインリサーチに関する
特許が増加している時期が、普及率がアーリーマジョリティの段階であった。
そのため、アーリーアダプタまでの段階では、テクノロジーリサーチに焦点を
当てており、市場環境に対応した技術戦略を取っていたことが明らかとなった。
つまり、アーリーアダプタの段階まではテクノロジーリサーチの単独型の戦略
を、その後はテクノロジーリサーチとデザインリサーチの同時並行型の戦略を
とっていたことがわかった。
	
  更に、本研究で製造者側の意図を検証したフレームワークで、消費者側がス
ペックと意味のどちらを重視していたかを、価格.com のユーザーレビューを用
いて分析した。その結果、薄型テレビは機能や画質のスペックを重視しており、
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外観や使いやすさはあまり重視していないことがわかった。この結果より、パ
ナソニックがテクノロジーリサーチからデザインリサーチへ移行せず、テクノ
ロジーリサーチを維持したことが、市場のニーズに適応した戦略であったこと
が明らかとなった。しかし、パナソニックは最終的に PDP の生産から撤退する
ことを発表する等、結果として市場で成功したとは言いがたい。過去の薄型テ
レビ市場に関する研究では、技術移転に着目したもの[20]や企業境界に関するも
の[127]等のプロセスに関する研究であり、一連の開発において何が成功して、
何が失敗したかという市場に対する戦略に関する分析が十分できていない。そ
のため、パナソニックが日本市場に適した戦略を行っていたという結果は、学
術的にも新しい。また、同時に本フレームワークを用いれば、製造者側の意図
と消費者側の意図を同時に測定することができ、製造者の戦略について検討で
きることがわかった。
7-2.インプリケーション
7-2.1.実務的インプリケーション
	
  本論文の冒頭でも述べたが、近年は消費者の生活に必要な道具が普及したこ
とによる消費の記号化[1]の影響から、スペックやコスト等の数字で表されるタ
ンジブルな価値のみではヒット商品を生み出すことが難しくなって来ている。
そこで、記号のデザインのプロでもあるデザイナーの役割が非常に重要になっ
て来たのだが、実務的な製品開発プロセスにおいて、デザイナーをどのように
利用すれば効果的な記号のデザインができるかが明らかになっていない。更に、
ヒット商品を生み出すためには記号のデザインのみではなく、当然タンジブル
な価値を高めるための技術開発も重要である。そのため、製品開発プロセスの
上流でいかにタンジブルな価値とインタンジブルな価値を統合して健闘するか
が重要である。Verganti[17]は技術的な研究とともに、記号に与えられる非合理
的な価値である意味の研究が必要であると述べ、技術的な研究をテクノロジー
リサーチ、意味の研究をデザインリサーチ定義し、そのプロセスを研究した。
しかし、実務的な面においてはこのデザインリサーチを実現している企業は多
くない。特に技術的な競争を主に市場で行って来た企業にとっては、デザイン
リサーチはまだ難しいアプローチである。
	
  しかし、そのような企業でも新しい意味を生み出すことは決して少なくない。
つまり、意図せずデザインリサーチを実行している可能性があると言えるだろ
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う。そこで、本研究はそのような技術主導の企業がデザインリサーチを実行し
ているかどうかの判断として利用できるであろう。なぜなら、意味の革新に貢
献する技術を明らかにしたため、企業の特許等の技術情報を調査することで、
その技術がスペックの革新のためか、意味の革新のためかを判断できるためで
ある。
	
  例えば、デジタルカメラを考えてみると、これは従来のカメラから大きく意
味を革新している。意味の革新の例として、写真の加工をプロでなくても簡単
に行えるようになったことが挙げられる。この機能により消費者は単に記録に
残す写真という意味だけではなく、取った写真をその後楽しむことができるよ
うになった。また同時にその記録枚数の多さから、とりあえず写真撮影をして
おき、後から選りすぐりを行うといったような従来の写真とは全く違った楽し
み方ができるようになった。その他にも、取ったその場で写真を確認し、楽し
むことが出来るようになる等、その使い方に大きな変化があった。確かにこれ
らは機能的なものではあるが、これによって特定の写真好きの人だけでなく、
どんな人でも、場合によっては一人一台所有する等、カメラもしくは写真に対
する感情が変化したことは間違いないであろう。それでは、このデジタルカメ
ラはデザインリサーチを意図的に行っていただろうか。実際には写真のデジタ
ル化という技術開発の途中で、液晶を利用するという偶然が重なり生まれた製
品である。つまり、意図せず意味を革新していたのである。
	
  このようなケースでは従来の理論では分析が難しいであろう。なぜなら、意
図的に意味を革新しようとしていなかったからである。しかし、本フレームワ
ークは意味を直接測定するのではなく、技術を分析することで意味の革新の可
能性を明らかにすることが出来る。そのような分析を行うことで技術主導の企
業の過去の事例の特徴を明らかにし、企業自身が意味の革新を行う能力を所有
しているかどうかを判断できる可能性がある。つまり、自社の技術がテクノロ
ジーリサーチとデザインリサーチのどちらに強みがあるかを判断できるであろ
う。逆に言うと、意味の革新を行うための技術開発を戦略的に行うことが出来
るであろう。
	
  次に、本研究の結果は意味を革新させたい場合にデザイナーを製品開発プロ
セスのどの段階で利用すべきかのヒントになるであろう。意味の革新を狙う場
合にそのプロセスにデザイナーを利用することは不可欠である。そこで、意味
の革新に貢献する技術開発にデザイナーを巻き込むことで、そのプロセスを効
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果的に、また効率的に行える可能性がある。従来デザイナーを利用する場面は、
製品開発プロセスの最終段階、スタイリングや広告のみで使うことが多かった。
そこには、エンジニアリングを担当する人はデザイナーをコストアップの原因
として認識していることが問題として存在した。しかし、同時にデザイナーは
いつももっと上流の段階から巻き込んでほしいとう要求をよく聞く。このフレ
ームワークに基づくと、デザイナーの巻き込む段階が明確になるため、コスト
アップと見なされていたデザイナーの認識を変えられる可能性があるだろう。
また、インダストリアルデザイナーが新しい技術を、業界を超えて伝搬する役
割を担うこともあり[45]、技術開発の効率を高める可能性も考えられる。
	
  以上のように、本研究の実務的インプリケーションは、戦略面として自社の
技術がテクノロジーリサーチかデザインリサーチのどちらに適しているかを判
断できること、製品開発プロセスの面ではデザイナーの有効利用が実現できる
ことである。
7-2-2.学術的インプリケーション
	
  本研究の学術的インプリケーションとして、テクノロジーマネジメントにお
ける意味研究の理論的ギャップに対するインプリケーションと消費者に焦点を
当てた意味論やマーケティング論等に対するインプリケーションが挙げられる。
	
  テクノロジーマネジメントに対するインプリケーションは、意味の構成要素
を明らかにし、技術との関係性を提案したことである。Verganti[17]や延岡[79]
の研究では意味の重要性が提案され、ケーススタディ等で実際の製品の意味に
関して分析が行われていた。そして、技術とともに意味の革新が重要なことが
述べられた。しかし、意味自身に対する理論的分析に欠けており、意味の重要
性を提案したことにとどまっていた。テクノロジーマネジメントの分野では、
製品開発プロセスに関する知見が蓄積されてきた。そのため、意味の革新を考
える場合、製品開発プロセスをどのように行えば意味を革新できるかという視
点が重要となる。しかし、Verganti や延岡の研究ではその部分に言及されてい
ないため、テクノロジーマネジメントの知見を利用できる段階に至っていなか
った。
	
  本研究は意味の構成要素を分析し、その要素に貢献する技術を明らかにした。
これにより、製品開発プロセスの中でどのような技術開発を行えばよいか、ま
たどのような資源(デザイナーやエンジニア)をそのプロセスに投入すればよい
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かが明らかになった。そのため、従来のテクノロジーマネジメントの知見によ
って更なる意味の革新プロセスの理論開発が行える可能性が生まれたと言える。
	
  もう一つの学術的インプリケーションは、本研究のフレームワークによって、
同じ指標で意味に関する製造者側の意図と消費者側の評価を分析できることで
ある。本論文で何度も指摘しているように、従来の意味研究では消費者がどの
ように製品を解釈し、意味を創出するかという視点がほとんどで、製造者がど
のように意味を創出しようという視点に欠けていた。そのため、意味研究にお
いては、製造者視点での意味の定量評価がほとんどなく、この分野の研究に限
界があった。本フレームワークを用いて、両者の間の相違を確認することで、
企業の技術開発戦略を明らかにすることが出来る。例えば本論文ではパナソニ
ックの薄型テレビの技術開発戦略が、アーリーアダプタの段階まではテクノロ
ジーリサーチ単独型、アーリーマジョリティからはテクノロジーリサーチとデ
ザインリサーチの同時並行型であることがわかった。また、それが消費者のス
ペック重視の市場環境に合わせた戦略であったことも明らかとなった。
	
  同様の手法を用いることで、実務的インプリケーションとしても言及したデ
ジタルカメラのケースも分析することが出来る。従来の研究では、日本のデジ
タルカメラ業界がシェア 80%を獲得しているのは、継続的で速度の早い技術開
発による頻繁なモデルチェンジ、機能の追加、小型化、コスト削減等が原因と
分析されるが[137]、本フレームワークを用いることで意味の創出という観点で
も日本企業の強みが明らかになる可能性がある。他にも特に家電業界ではデジ
タルカメラと同様に技術的改善を積み重ねることが日本の強みと言われてきた
が[135]、実務的には近年多くの日本企業が B to C の市場から撤退しており、そ
の強みのみでは市場では生き残れないことが明らかであろう。しかし、学術的
にはこれらの日本企業が撤退をするほど市場競争で負けてしまった原因は明ら
かでない。テクノロジーマネジメントの視点では、従来は技術と市場の関係で
その原因を明らかにしようとすることが多いが、近年のようにインタンジブル
な価値が消費者行動に大きな影響を与える状況では[104]、技術と市場の関係だ
けでは十分ではないだろう。そこで、本フレームワークは今後、技術と市場に
消費者の感情等の非合理的な購買行動を考慮した分析の発展に貢献することが
出来るであろう。
	
  以上の実務的・学術的インプリケーションを表 7-1 にまとめる。

101

表 7-1	
  インプリケーション
インプリケ

分類

内容

企業の戦略分析

企業が自社の技術開発戦略がテクノロジー

ーション
実務的

リサーチであったかデザインリサーチであ
ったかを分析できる
実務的

資源の有効利用

デザイナーを製品開発プロセスのどの段階
で利用すれば効果的・効率的になるかがわ
かる

学術的

意味の理論的分析

意味の革新のための製品開発プロセスや戦
略の理論的分析が可能となる

学術的

企業の戦略分析

企業の強みの分析として、技術やマーケテ
ィング力に加え意味の次元で分析が可能と
なる

7-3.本研究の限界と将来の研究
7-3-1.研究と開発の区別
	
  本研究ではテクノロジーリサーチとデザインリサーチを R&D のうち、研究と
して定義した。しかし、ケーススタディや特許分析において製品開発と研究の
段階の区別を明確に行わずに分析を行った。企業が意味の革新を意図した技術
開発であったかどうかを分析するという観点では、R&D を分割する必要は無く、
すべての技術を対象にした方が企業全体の動向を確認するためには適している
と考える。しかし、研究としての動向を明確にするためには、製品開発と区別
した上で分析することが必要となる。Verganti[19]が述べたように、テクノロジ
ーリサーチとデザインリサーチは研究であるため、コンセプト作成や製品開発
の前のプロセスである。そのため、将来の研究として両リサーチのための技術
がコンセプト作成にどのような影響を及ぼしたかを明らかにする必要がある。
	
  そこで、ここでフロントエンド[138][139]に言及しておく。フロントエンドは、
四つの段階、アイデア創出、初期のスクリーニング、予備評価、コンセプト評
価からなり、マーケットに関する活動と、技術に関する活動の両者が重要であ
る。フロントエンドにおいては、製品に関する不確実性を減少させることが非
常に重要となる。そのため、デザインという観点では図 7-1 にも示すように消
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費者のニーズを明確化できるユーザーセンタードデザインの手法が有用である。
しかし、デザインリサーチやテクノロジーリサーチはその前の段階であり、フ
ロントエンドでアイデア創出の資源となる企業としてのヴィジョンや技術を創
出する。そこで、それらの関係を示した新たなフレームワークを図 7-2 に示す。
本フレームワークは、デザインリサーチ、もしくはテクノロジーリサーチ単独
でフロントエンドに資源を供給する場合とデザインリサーチとテクノロジーリ
サーチが逐次的、もしくは同時並行的に統合された状態でフロントエンドに資
源を供給する場合を示している。Verganti[17]はデザインリサーチによって、企
業の新しい意味の創出した結果として革新的な製品が生まれることを指摘した。
本研究の結果と、ここで提案したフレームワークを組み合わせることで、企業
がテクノロジーリサーチとデザインリサーチを用いて、企業の意味と技術の創
450

出をどのように行っているかをより詳細に明らかにできるであろう。
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図 7-1	
  研究と製品開発[17]

While user-centered design has the merit of moving
the attention of design management scholars and
practitioners upstream from product development to
concept generation, the investigation of design-driven
innovation calls for moving the focus even earlier in
the innovation process, where firms sense the dynamics of sociocultural models and think of new languages and visions with an exploratory aim. This
process resembles a typical process of technological
research, aimed at untargeted exploration of new
technical possibilities. Different from concept generation, this process is more knowledge based than creativity based. Gismondi’s previous quote also
emphasizes that the discussion here is not of research
on sociological and sociocultural trends. Like technological research, design research is applied: It is the
real exploration of new languages embedded into artifacts and, indeed, also implies playing with new
technologies and new materials.
Theories on technology management may provide
useful models to study design as a knowledge-intensive research process in firms. In particular, this paper

that takes places outside the boundaries of the firm.
How may companies develop strategies and routines
to effectively interact with the design discourse? Studies on technology management again could provide
significant insights in this regard. Indeed, they have
recently witnessed a significant growth of attention to
how firms may manage research processes that cross
the firms’ boundaries (Soh and Roberts, 2003; Sorenson and Waguespack, 2005). They have shown how
firms should manage research and development in a
systemic perspective, where their research and development (R&D) lab—albeit large—is only a small part
of a huge network of researchers, institutions, and
firms (Huston and Sakkab, 2006; Rigby and Zook,
2002; Wolpert, 2002). Scholars in this perspective talk
of business ecosystems (Iansiti and Levien, 2004) or
open innovation (Chesbrough, 2003; Christensen et al.,
2005).
103 Von Hippel (2005) further investigated the crucial role of users in these networks of innovators. When
considering innovation of languages, this phenomenon
is even more relevant. Whereas technologies may be
developed by an internal R&D department with con-
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図 7-2	
  フロントエンドを含んだフレームワーク
7-3-2.フレームワークの一般化
	
  本研究では分析対象として薄型テレビ市場の中でもパナソニック 1 社に焦点
を当てた。その結果、パナソニックの戦略は明らかになったが、その他の企業、
もしくはその他の市場において同様に戦略が明らかになるかどうかはわからな
い。そのため、更に多くのケーススタディや特許分析を行うことが将来的に必
要となる。
	
  将来的に研究すべきケースとして、薄型テレビ市場ではサムスンが注目され
るべきであろう。なぜなら、薄型テレビがインテリアとしての意味の確立に、
サムスンの高い審美性を持った製品(特にボルドーTV)が大きく貢献していると
考えられるからである。実際にパナソニックのインタビューの中でも、薄型・
狭額縁化による審美性の向上の内容の中で、サムスンが話題に上がり、その審
美性の高さを認めていた。また、スマート TV の概念を最初に出したのもサムス
ンや LG の韓国メーカーであるため、薄型テレビ市場での意味研究を行うには
サムスンのケースを分析することは非常に重要であると考える。
	
  薄型テレビ市場以外では、上述したデジタルカメラが注目すべき市場であろ
う。写真は銀塩カメラからデジタルカメラへの移行後に急速に消費者にとって
身近な存在となっており、デジタルカメラに関しては男性、女性関わらず広く
普及している。また、前章の価格.com のユーザーレビュー分析の結果は、デジ
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タルカメラの外観のデザインが、薄型テレビより購買行動に影響を与えている
ことを示唆している。つまり、本研究で焦点を当てた薄型テレビ以上に意味が
変化している可能性があるだろう。また、薄型テレビと同様に普及率が高く、
技術黎明期から現在まで一貫して市場に参入し続けている企業が多数存在し、
スペックやコスト面での市場競争も激しく、技術開発が引き続き行われている
製品分野である。
	
  以上より、フレームワークの一般化に関する本研究の限界を克服するために、
薄型テレビ市場の更なる分析とデジタルカメラ市場をはじめとする他市場の分
析が将来的な研究として必要となる。
7-3-3.技術の評価方法と製品毎の評価
	
  本研究では技術の動向を確認するために特許分析を行った。しかし、企業の
技術動向を更に詳細に明らかにするためには、特許以外にも多方面から分析を
行うことが必要となる。特に、すべての技術が特許として公開される訳ではな
く、あえて特許にしない技術も存在すること、また特許になっていても製品に
実際に実装されない技術も存在することなど、特許分析の限界が存在する。
	
  また、同時に本研究の定量分析は製造者側、消費者側共に特定の製品に焦点
を当てず、全ての製品を対象に技術とレビューの調査を行った。本研究のよう
に包括的な戦略を検討する上では本手法が有用であると考えられるが、実際に
どの段階で意味が変化しているか、またその意味の変化が企業の意図通りに変
化しているか等の意味の変化に焦点を当てる場合は、製品毎の調査が必要とな
る。
	
  よって、将来的な研究として、特許分析の限界も考慮して、ある特定の製品
に絞って使用された技術を詳細に多方面から分析することで、製造者側の意味
の革新の意図を分析することと、その製品の価格.com のレビュー結果や、アン
ケート調査によって実際に意味が革新されていたかどうかを分析することが必
要となる。
7-4.最後に
	
  本研究は実務的、また学術的に大きな貢献があるが、同時に研究としての限
界も存在する。しかし、Verganti[17]が指摘するように、デザインドリブンな開
発に関する研究は始まったばかりであり、今後多くの研究者によって深く議論
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されることが必要となる。
	
  そして、文献レビューで指摘したが、シンボルのデザインやサービスデザイ
ン等のデザイン研究はまだ多くの理論的ギャップが存在する。本研究は技術と
意味に焦点を当てたが、今後は製品開発プロセスの中で、他のデザインをどの
ように巻き込めば効果的、または効率的に意味を革新できるかという視点での
研究も必要となるだろう。
	
  本研究の最も大きな貢献は、意味と技術を関連づけフレームワークを提案し
たことにより、今後テクノロジーマネジメントの分野でも意味の研究が盛んに
行われるきっかけを作ったことである。スペックの改善を行うことで市場での
競争優位性を得てきた日本企業にとって、今後は意味の創出を行っていくこと
が非常に重要となると考える。しかし、意味の創出だけが全てではない。スペ
ックの改善と意味の創出を同時に行うことで、更なる競争優位性をもたらすだ
ろう。そのため、今後は更なる日本企業の分析を行うとともに、他国の企業と
も比較することで、日本型の新しい製品開発戦略を見出すことが重要となる。
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