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デザインの役割 価値とは何か
全 国のクリエイティブを活用した産業 創出に関わる方々をゲスト
に迎 え、 定 期 的 に 開 催 するトーク＆ 交 流 イベント『CREATIVE
PLATFORM CAFÉ 』。本年度最後となる今回は、グラフィックデ
ザイナーの佐藤 卓さん（ 株式会社 TSDO 代表 ）をお迎えし、
「デ
ザインの役割 価値とは何か」をテーマにお話しいただきます。
佐 藤さんは株 式会 社 電通を経て、1984 年に佐 藤卓デザイン事
務所（ 現・株式会社 TSDO）
を設立。本質的な世界観を伝えるの
が本来の広告のあり方であると考え、
『ニッカ・ピュアモルト』の
ネーミングやボトルの形状、値段、広告宣伝の方法までをデザイ
ン。コンビニやスーパーで毎日のように目にする『ロッテ キシリトー
ルガム 『
』 明治おいしい牛乳 』など、長く愛される商品デザインを
数 多く手がけ、商品本来の価値を見出しデザインすることを実践
されてきました。さらに、デザインに対する認識を変えようと、教
育の分野にも活動を広げ、NHK 教育テレビ『にほんごであそぼ 』
のアートディレクションや『デザインあ 』の 総合指導など、その活
躍は多岐にわたります。
今回は、佐藤さんがこれまでに携わった事例を具体的にご紹介い
ただきながら、デザインの役割や企業がいかにデザインと向き合
うべきかについてお伺いします。
［ イベント 詳細 ］ ゲスト = 佐藤 卓（株式会社 TSDO 代表 ）

モデレーター = 山出淳也（CREATIVE PLATFORM OITA 編集長 ）
開催日 = 2 019年 2月22日
（金）
時 間 = 16 :00 - 17: 00（受付開始 15: 30）
会 場 = iichiko 総 合文化センター アトリウムプラザ（大分県大分市高砂町 2 - 33）
参加費 = 無料
定 員 = 50名程度
主 催 = CREATIVE PLATFORM OITA

こに、牛乳の搾りたての味を実現する新し
い技術が加わっているという方向性が一致
して、ああいうデザインが浮かび上がって
きたんです。
それを形にしたときに、当時現場を取り仕
切っておられた社員の方が「なぜこのデザ
インなのか」ということを丁寧に質問してく
れたんですね。私は常に言葉化してデザイ
ンをしていますから、それをお伝えしました。
すると「デザインがこんなにわかったことは
今までなかった」と言ってくれました。そう
やって方向性や気配を言葉として共有した
うえで、マーケティング調査にかけました。
その共有がないまま調査にかけて、人気の
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佐藤 卓
株式会社 TSDO
今回は、コンビニやスーパーで毎日のように目にする
『ロッテ キシリトールガム 『
』 明治おいしい 牛乳 』などの商品デザインや、
NHK 教育テレビ『デザインあ』の 総合指導など、
多岐にわたってご活躍されている佐藤 卓さんをご紹介します。
著書『 塑する思考』で語られた、
『付加価値 』撲滅運動という言葉の裏側にある、
デザインに対するお考えを伺いました。

高かったものを世の中に出しても、上手く
いくことなんてないんですよね。

聞き手：山出淳也

山出：佐藤さんが企業と協働する際に、ど
のように向き合っていらっしゃるのかお聞
かせください。
佐藤：予算規模や生 産 能力、流 通のあり
方、今後のビジョンなど、あらゆる角度か
らお話をお聞きします。企業にどれくらい
の体力があるのかを把握することは重要で
す。それから現場を拝見して、無理なく進
めた方がいいのか、一時的に無理をしてで
も力を入れて世の中に送り出した方がいい
のか、そういったことを話し合いながら探っ
ていきます。
山出：その商品や企業が、これからどこに、
どのように向かっていくのかをしっかり見極
めながら進めていらっしゃるんですね。
佐藤：そうです。コミュニケーションのあり
方が大きく変わり、パッケージやネーミン
グにこだわれば売れる時代ではなくなりま
した。必要最低限の情報を貼り付けるだけ
でも、コミュニケーションがうまくいけば爆
発的に売れることもあり得るわけです。だ
から、できるだけ無駄な予算をかけずに、
商品を消費者や社会へきちんと届けること
ができる手法を考えています。社会的に必
要不可欠な存在にするために、どこに力を
入れるべきか。そういった見直しができな
ければ、その商品はいずれなくなってしま
うでしょう。

トにどんどん問いを投げかけます。本当に
いいものって、どれだけ問いを投げかけて
もちゃんと答えが準備できているので、そ
こからいろんなことが見えてきます。
時間をかけてものづくりをし、商売を続け
てきたところには、必ず独自の良さがあり
ます。現場の方々にとっては当たり前のこ
とでも、私にとっては新鮮で、その素晴ら
しさに感動したりします。だから、それを
そのまま伝える方法や、物語と商品をセッ
トにして発 信する方法を提案し、クライア
ントの反応を見ながら何をすべきか考えて
いきます。
山出：佐藤さんの仕事の流儀は、どんな案
件にも好奇心をお持ちになり、依頼された
ものと社会を繋ぐものをしっかり見極める
ということなんですね。
佐藤：その通りです。一見知っているように
感じることも、その背景や歴史、どこで作っ
ているか、どういう知恵や技術がそこに蓄
積されているかなど、私たちは全然知らな
いんです。それを時間の許す限り紐解いて
いくことが大事です。
高い志を持っている企業やメーカーは、見
えないところでもたゆまず努力し、素晴ら
しいものを作っている。日本って素晴らし
い国だなって思えてきますよ。志のない企
業の商品は、いつか世の中から消えていく。
デザイナーとしてはそういうもののお手伝
いはしたくないですね。

山出：デザイナーにとって、商品の良し悪し
を判断できる能力は必要なのでしょうか ?

山出：なるほど、志の違いですね。

佐藤：ある程 度は必 要でしょうね。でも、
私は自分の目利きに頼らずに、クライアン

佐藤：重要なのは、クライアントがやって
いることに対して、どこまでリスペクトがで

きるかということです。
「デザインで手伝っ
てやろう」という態度は本当に失礼です。
クライアントが 新しく立ちあがったベン
チャー企業であっても、数百年の歴史があ
る老舗企業であっても同じで、まずデザイ
ナーはその企業の素晴らしいものづくりに
感動するべきですよね。そのためには好奇
心が必要です。
山出：好奇心がないと、そこから先へ行く
こともないし、そもそも見ることもしようと
しないのでしょうね。
佐藤：クライアントから与えられた情 報や
条 件だけでデザインすることもできます。
でも、もっと知りたいという強い気持ちが
あれば、新たな可能性や展開が見えてくる
こともある。
今我々が置かれている状況って、実はもの
すごく奇跡的なことなんですよね。当たり
前なことなんて何１つない。クライアントが
いて、仕事があって、その奥に面白い世界
が広がっている。好 奇心をもって臨めば、
面白くない仕事は何１つありません。
山出：具体的な企業との協働についてお聞
かせください。
佐藤：
『明治おいしい牛乳 』の例をご紹介
します。明治が『ナチュラルテイスト製法』
という、牛乳で初めて使用される画期的な
製法で新商品を開発するということで、お
話をいただきました。
揺るぎないコンセプトとして「牛乳は普通で
あってほしい」という一生活者としての思い
があり、できるだけ人の手が加わっていな
いデザインであるべきだと思いました。そ

山出：責任の所在を不明確にするための言
い訳みたいなものですよね。
佐藤：まったくその通りです。
『おいしい牛
乳 』の場 合、そのキーマンの方が「社内の
ことは私が 説得するから」と責任を持って
進めてくれたので、頼りがいがありました。
外部デザイナーとして協力したというより
も、一緒に生み出したのだと感じています。
山出：デザインにとって大事なのは、お互
いの価値観や得意分野を持ち寄りながら、
一緒に目的地はどこなのかを考えながら、
並走していくことなんですね。お話しをお
伺いして、改めてそう感じました。

好奇心もないのに価値をくっつけてしまう
のが『付加価値』です。昨今は、すでにあ
る価値を確認もせずに足してしまうケース
が非常に多い。それは本来の問題を見よう
ともせず、逆に覆い隠してしまうがゆえに、
ゆくゆくもっと大きな問題になっていく可能
性すらあるわけです。
山出：適切な表現かどうかわからないので
すが、佐藤さんはお医者さんのような立場
に近いのでしょうね。

き出てくるのかを考えるのがデザインの役
割だと思います。
山出：佐藤さんはご著書に『付加価値』撲
滅運動という考え方について書かれていま
すが、これは価値とは何かということです
よね。
佐藤：そう。価値って何だろうと問いかける
ことなんですよ。
山出：つまり質問力、コミュニケーション力
なんですね。
佐藤：そうです。価 値にたどり着くために
は 好 奇 心が必要です。
「価値はすでにある」
ということを前提に、今までの経験も全部
捨てて裸一貫の状態でお話を聞き始めるん
です。問いを投げかけながら深く掘り下げ
ていくうちに、価値にたどり着くんです。

佐藤：自分がそうなれているかはわかりませ
んが、企業に対してもデザイナーを目指す
若い人に対しても、対処 療法の西洋医学
ではなく、できるだけ東洋医学的でありた
いと思っています。モチベーションが上がる
と、免疫力も上がるし、体質改善のために
何がしてあげられるのではないかと思ってい
ます。
山出：最後に、県内の若いデザイナーやク
リエイターに対して、何かエールをいただけ
れば嬉しいです。
佐藤：私は、デザインは気遣いだと思って
います。これから先のためになることを考
えて、実行することがデザインです。クラ
イアントから言われた通りにやることが、必
ずしも社会のためになることとは限らない。
それを考え抜くことも、気を遣うことです。
そういう気遣いを心にとめていれば、必ず
デザインの扉は開いていくと思います。

佐藤：私はデザイナーとして、ずっと共創、
共に創るというやり方を貫いています。デ
ザイナーはメーカーのお手伝いをしている
わけだから、一緒に作るのは当たり前。自
分の作品を作っているわけではないという
意識なんです。
共創、共鳴、共振……クライアントと共に
いい波動を見つけられると、大きな力にな
ると思います。
デザインが持つ力は、たかが知れていると
思っています。デザインは、そのもの本来
の力を引き出すことに活かされるべきです。
その過程でデザインが社会に対して影響力
を持つことはあるかもしれないけれど、デ
ザイン自体にパワーがあるわけではない。
その環境に潜んでいる力が、どうしたら湧

佐藤 卓 グラフィックデザイナー（ 株式会社 TSDO 代表 ）
197 9 年東京藝術大学デザイン科卒業、19 81年同大学院修了。株式会社電通を経て、1984年 佐藤卓デザイン事務所（ 現・株式会社 TSDO ）設立 。『ニッカ・ピュアモルト 』の
商品開発 から始 まり、
『 ロッテ キシリトールガム 『
』 明 治 おいしい 牛 乳 』等 の商品デザイン、
『 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 』のグラフィックデザイン、
『金沢 21 世紀美術館 』
『 国立科学博物館 』
『 全国高校野球選手権大会 』等のシンボルマークを手がける。また、NH K Eテレ『 にほんご であそぼ 』アートディレクター、『 デザインあ 』総合指導、21_ 21
DESIGN SIGHT 館長およびディレクターを務めるなど多岐 にわたって活動。著書に『クジラは潮を吹いていた。』
（ DNP アートコミュニケーションズ ）、
『 塑する思考 』
（ 新潮社 ）、
『 大量生産品のデザイン 論 ー経済と文化を分けない思考ー （
』 PHP 新書）等。
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1月 24日に、大分市のアートプラザで『 CREATIVE PLATF

じまりはたった１人の情熱でも、それに気付いた人々がア

ORM CAFÉ vol.11』
を開催しました。ブランドディレクター

クションを起こすことでブランドになっていくのだと思いま

として、地方のものづくり企業の技術を活かした商品のブラ

す」と 語りました。

ンディングに携わってきた鶴本晶子さんをお迎えし、商品企

イベント後半は、会場から募った質問にお答えいただきな

画から販売まで幅広くお話を伺いました。

がら進行しました。

鶴本さんは、新潟県燕市の企業で魔法瓶の製造技術を活かし

「店舗で意識していることは ?」という質問に対して「販売

た商品を企画開発しヒットに導き、現在は富山県高岡市の金

員にはお客様に物を売るのではなく、価値を伝えるよう指

属加工会社で『ナガエプリュス』というブランドを立ち上げ、

導しています。販売員自身が商品のファンになり、自分の

世界に向けて発信しています。

言葉で価値を伝えられることが大切だと思います。そのた

『ナガエプリュス』で 鶴本さんが企画から関わった錫製のブ

めに製造現場の視察やワークショップも実施しています」

レスレットは、メディア等でも紹介され、売上が伸びていま

と回答。

す。鶴本さんはこの状況を「偶然ではなく、しっかりブラン

また、海外の商談でのコツについては「可能な限りその場

ディングしたからこそ出た結果」と断言します。

で契約するようにしています。現地 の代理店など、パート

「大 切なのは、揺るがないビジョンを持ち、作り手や関係者

ナーの存在も重要です」と話しました。そのほか、職人と

に共有することです。そうすることで、商品や販路、PR の

のコミュニケーションの取り方や人材育成についてなど、多

手法など、消費者の目に触れるアクションの質が大きく変わ

岐にわたる質問に回答し、参加者も熱心に聞き入っていま

ります」とブランドビジョンの大切さを訴えました。また、
「は

した。

CREATIVE PLATFORM NEWS とは
大分県ではクリエイティブな手法による新たな
産業創出を目指し「クリエイティブ・ プラット

エイティビティを活用した事業に取り組む方々
へのスペシャルインタビューをお届けいたしま

EAT I VE PLATFORM OITA 』および Fa c e b
o ok 、tw i tter からもご 覧いただけます。

フォーム構築事業」を実施しています。本事業
は、大分県内の企業が有する技術やノウハウ
に 、クリエイティブな発想や考え方を組み入れ
ることによって、競争力の高い商品・サービス

す。また、本 紙でご紹 介する方々をゲストに
迎えるトークイベントや交 流会『 CREATIVE
PLATFORM CAFÉ 』
も定期 的に開 催してい
ます。大 分のクリエイティブを刺激する情報の

また 、メールマガジンにご 登 録 いただくと 、イ
ベント 情 報 の先行告知 や 先行予約 などの特
典のほか、事業の最新情報や会員だけが読め
るスペシャルコラムなどを無料でお届けいたし

の開発や、新規マーケットの創出に繋げること
を目的としています。
本 紙『 C REATIVE PLATFORM NE WS 』で
は、本事業の最新の情報と、全国各地でクリ

発信・共有の場となるよう、毎回異なるテーマ
や演出を予定しております。ぜひお誘い合わせ
のうえご参加ください 。
本 事 業 の 最 新 情 報は、公 式 We b サイト
『CR

ます。
※本紙は、交 流イベント『C REAT I VE PLAT FORM C
AFÉ 』開催時 に参加者に 配布しています。

メールマガジンへのご登録は公式 Web サイトから http://creativeoita. jp

本紙掲載情報およびイベント参加のお申し込み・お問い合わせ
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