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確かなことが一つある。

世界で売れているものはデザインが良いものであるということ。

技術力が拮抗し、情報は即時ネットを通じて拡散する。

デザインでしか差がつけられない。

デザインとビジネスは今や表裏一体。

デザイン思考が流行っている。

しかし、それはあくまでも進め方の話。

デザインを知らずして新たなビジネスは生まれない。

デザイナーもビジネスマンもデザインの実態をまずは押さえたい。

必要なのは上辺のデザインではなく、デザインの本質である。

では、デザインとは何か。

デザインとは、

【デザインは武器である】

— 戦略的に使えば不可能を可能にするもの。

【デザインは価値である】

— デザインによって利益が生まれるもの。

【デザインは感動である】

— デザインによって人が笑顏になるもの。

デザインで売る時代 はじめに −デザインの誕生
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　デザインを知るにはまず、デザインが
なぜ誕生しなければならなかったのか
を知ることだ。人類がデザインを必要と
した理由こそが本質の核となっている
からだ。宇宙の誕生がなぜ起こったの
か、それは現状の宇宙を紐解くための
ものになるのと同じである。
　デザインは人類がこの地球に足跡を
刻んだときに生まれた。たぶん、人類
の脳は他の動物たちよりも発達してい
た。それにより「考える」ことができた
のである。
　人類はこの脳で「目的」を考えた。「あ
の獲物を獲りたい」という気持ちを表
す言葉はまだ生まれてはいなかったが、
そのイメージは脳裏にあったはずであ
る。そのイメージこそが、デザインに深
く結びついている。
　地球上に初めて生命が宿ったのはバ
クテリアのようなものだったと言われてい
る。そこから植物や動物に進化してい
くことになる。生物の宿命は、栄養をと
らなければ死ぬ、ということである。植
物は根から栄養をとれば済むので、脳
の発達はなかったが、動物はそうはい

かない。
　動物は、生きるには食料をどう確保
するかという問題がある。答えを出す
には頭を使わなければならない。また、
いつでも自分が食料とされる危険な関
係でもあった。つまり、逃げるという全
く逆の行為を実行することも必須なので
あった。
　人類は誕生と同時に生きるために行
動した。この行動がなければ人類は絶
滅していたはずである。死活問題はあ
らゆることから生きるための道具を生み
出した。人類は生きるためという目的を
持ったのである。目的達成のために脳
を使う。ここからデザインは誕生した。
　狩猟時代が始まった。動物をどう捕
らえるか、動物からどう身を守るか、こ
の２つは生きるための問題であった。脳
は激しく活動した。敵か味方か、この
判断は生死に関わる。必死だったはず
である。
　その問題解決のために戦略と道具が
発明された。問題解決のための手段、
それがデザインである。デザインは生き
るために必然的に誕生したのである。
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必要から生まれたデザイン 神とのコミュニケーション
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　しばらくデザインの定義をせずに記述
を進めたい。定義は第１章に委ねる。
　私は、デザイナーとして 40 数年を過
ごしてきた。私の考え方の多くは、大
学時代に講義を受けた複数の恩師か
ら学んだものである。由良滋先生をは
じめ、柳宗理先生や大智浩先生、平
野拓男先生から、デザインは事物の本
質に関わるものであることを教えられた。
表層的なものでないことを口を酸っぱく
教えられ、特にデザインのあるべき姿、
デザイナーの使命について深く脳裏に
刻み込まれた。
　今私の中にあるのは、必要でないデ
ザインはないという信念である。もし、

必要でないデザインが存在するなら、
たぶん悪意そのものだと思う。必要で
ないものを人に売りつける過剰広告のよ
うなものは、デザインではなく詐欺かペ
テンであるからだ。
　その信念はデザインの基本でもあり、
ビジネスの基本でもある。人類は過酷な
自然と立ち向かい、生きるための必需
品を生み出した。それがデザインであり、
必需品を届けるのがビジネスである。
　極寒の氷河期を乗り越えるために衣
類が工夫され、減少する動物を的確に
捕える道具が発達した。それらはすべ
て生きるために必要だから生まれたの
である。

　人類は誕生してから順調に進化して
きたわけではない。自分よりも強い動物
と戦い、氷河期というとてつもない環境
の中を工夫しながら生き抜いてきた。
　今から４万年前、人類の祖先から枝
分かれしたネアンデルタール人が絶滅し
た。私たちの祖先のホモサピエンスが
生き残れたのは、道具の発明によって
である。このとき人類は宗教というもう
一つの発明をした。狩猟生活を支えた
のはまさに祈ることであった。
　狩猟時代、万物は大地より生まれ、
大地に還ると考えられていた。それが
大地信仰であり、太陽を崇めるのは農

耕が始まってからだ。狩りの成果は、
そのまま生死につながる。たぶん必死
な思いで母なる大地に祈ったであろうと
思う。
　洞窟は母の胎内だった。その一番
奥へ行き絵を描いた。４万年前のこと
である。描かれたのは食料である動物
とそれを追う人。まさに、母なる神への
祈りであっただろう。文字がない時代の
コミュニケーションとして絵が描かれた
のである。
　絵は飾りではなく、コミュニケーション
のツールとして誕生した。それこそデザ
インの機能そのものであったのだ。

石器　矢尻

アルタミラ洞窟画 ヴェルサイユ宮殿の天井画

今から８千年前のサハラ砂漠は湿地帯であった。新
石器時代に属する狩猟生活が展開され、そこでは各
種の石器が作られ使用されていた。獲る動物によって
サイズや形を変えていた。この事実に驚かされる。

1889 年に発見された北スペインのアルタミラ洞窟画
は当初１万２千年前とされていた。1940 年発見の西
南フランスのラスコー洞窟画が１万８千年前、さらに
1994年発見の南フランスのショーベ洞窟画が３万２千
年前とされた。しかし、2012 年にはアルタミラ洞窟画
の一部が４万年前のものであることがわかった。

石器時代、最も恐れられていたのは「悪魔」。目に見
えない悪魔によって人が死ぬと思われていた。悪魔か
ら身を守るため、魔よけの入れ墨やお守りが作られた。
アタヤル族は最近まで種々の魔よけを受け継いできた。

台湾のアタヤル族
17 世紀後半にヴェルサイユ宮殿はルイ14 世によって
建造された。王政の確立を目的として建造されたが、神
とコミュニケーションできたことを誇示している。
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生きるためのツール デザインビジネスの始まり
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　現代デザインは、原点を忘れ迷走し
たことがある。２０世紀末はまさにそん
な時代であった。デザインをあたかもアー
トのように思い込んだ時代といえよう。
デザインはアートでもないし流行でもな
い。ではデザインの原点とは何なのか？
　デザインの原点とは、デザインが誕生
したときのものである。必然的に必要か
ら生まれたデザイン。多様化する現代
でも、そのシンプルなデザインモデルを
基準に観察すれば、何が不必要で何
が必要かが見えてくる。
　デザインは人類が本能的に「生きる」

ことを意識したときから始まった。簡単
に言ってしまえば生きるためのツールとし
て生み出されたのである。
　今のデザインに決定的に不足してい
るのは「生きる」という意識である。
何のために人は産まれるのだろうか。
その答えが「生きる」ためと言えない
だろうか。死ぬまで生きるために私たち
は努力し続ける。生きることを止めた時
点で、すべては無になる。どのように生
きるか、そのためのツールが次々に考え
られた。それがデザインなのである。

　狩猟時代は獲物の捕獲は天気任
せ。獲物を求めて移動する生活は不
安定なものであった。この不安定さから
の脱皮は農耕への転換で解決へと向
かう。人々は定住し季節による生産を
行うようになった。
　農業の収穫には、計画的に大地を耕
し、時期をみて種を蒔き、肥料を施し、
雑草を刈り取り、実りを収穫する。収穫
したものを仲間に配分する。これによって
安定した生活が保障されるようになった。
　こうした計画がデザインであることに
人類は早くから気がついていた。
　農業をデザインに置き換えればこうな

る。市場を開拓し、ニーズを知り、より
良い商品を作り出し、出荷し、拡販の
ための努力をし、売り上げを上げる。
　農耕はデザインの方法論を数多く提
示してくれた。特に、計画的に作業を
しなければ確実な成果は得られないと
いうことを学んだのである。
　定住すると自分たちでまかなえない
農耕器具や毛皮などは遠方から求めな
ければならない。自分たちが生産したも
のとの物々交換が始まる。ビジネスの原
点はここにある。より多くのものと交換す
るには良いデザインにする必要があった。

国宝「縄文のビーナス」
長野県茅野市 尖石縄文考古館所蔵

縄文中期の今から5 千年前に作
られた。妊婦を思わせる造形であ
り子孫繁栄の祈願と考えられる。

６世紀の古墳時代に権力
者の古墳を護り悪霊や災い
を防ぐためのものと言われ
ている。

エジプトの壁画に描かれた農耕図マヤ暦

武人の埴輪（複製品）

古代マヤでは農耕を重視し、天体観測による精密
な暦を作っていた。１年を 365 日として、儀式や農
耕に関する行事を行っていた。

古代エジプトでは紀元前 9 千年前から農耕が始まった
と言われている。麦や大豆などの穀物類は重要なタン
パク質源であった。どのように種を植え、育て、収穫
するかは計画的に行われた。

※漢字の「藝」は人
が体を丸めて耕し種
を発芽させるという意
味の文字である。つ
まり創造であり、その
意味は農耕時代に獲
得されたことを示して
いる。そこから芸術と
いう熟語が生まれた。
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デザインとは何か
第 1 章

「デザイン」という言葉の意味を
まず正確に知っておくことは、
デザインの本質を理解するのに役立つ。
同時にプロとして仕事をしていくための
基本となるものである。
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hat is design?

「LIFE」ポスター
THE MUSEUM OF MODERN ART,TOYAMA
永井一正

グラフィックデザインはメッセージを送るためのものであ
る。動物との共生とその人自身の人生をこの４つの作品
は問いかけてくる。手描きの線によるインパクトのある表
現である。白く抜かれた目と向き合わなければならない。
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