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コンテンツに気付く

瞬やそのきっかけになれ

ば、その後は無意識の中に消えていくぐらいでい
い

出：『CREATIVE PLATFORM OITA』で、

分県内の中

企業とやり取りをしていると「パッケージを変

えれば売れる」というように「デザイン＝装飾」と捉えていらっしゃる
インとはそのような対処療法的な

がとても多いです。しかし、デザ

法ではなくて、ヒアリングを通じてそもそもの課題を抽出し、解決して

いく、いわば体質改善のようなことができるものではないかと私たちは考えています。その点に関して佐藤
さんはいかがお考えでしょうか?

佐藤：デザインに対して企業側が、最後にかっこよくしてくれればいいっていう認識や発注の仕
ザイナーがいくら開発の根本的なところから協

したいと思っていても、深く

だと、デ

っていくことはできません

よね。
ですから、メーカーや企業側のデザインに対する意識が

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh01

きく変わっていかないといけないと思っていま
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す。そうした考えから、
どもの頃からデザインについて学ぶ 切さを痛感し、NHK教育テレビの番組にも
す。そうした考えから、子どもの頃からデザインについて学ぶ大切さを痛感し、NHK教育テレビの番組にも
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おおいたクリエイティブ実践カレッジ
今年５
に、経済産業省が『デザイン経営』という宣 を出しました。この宣
は、経営とデザインはメルマガ登録
体
今年５月に、経済産業省が「デザイン経営」という宣言を出しました。この宣言は、経営とデザインは一体

であることを表しています。どんな経営にも最初の段階からデザインが組み込まれるべきで、後から
のではない。この宣

が具体的なものとなっていくためには、企業側の認識を

ん。また、いち早く変えた企業がこれからも

き残り、ブランドとしても

すも

きく変えないといけませ

をつけていくだろうと思いま

す。

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh01
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出：とはいえ、企業側にデザイン本来の役割を理解していただくのはなかなか難しいですよね。

佐藤： 21世紀に
インという考え
動を多く

ってから、デザインに対する認識は

気に広がりましたよね。モノだけでなくコトのデザ

が浸透し、仕組みを考えたり、いい関係を繋いだりすることもデザインであると捉えた活

にするようになりました。

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh01
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で、まだまだスタイリッシュな形を作るとか、おしゃれにかっこよくするというようなこと
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がデザインだと思われている方も多くいらっしゃいます。この思い込みを除くのは結構大変なことです。
がデザインだと思われている も多くいらっしゃいます。この思い込みを除くのは結構 変なことです。
おおいたクリエイティブ実践カレッジ
メルマガ登録
だから、私はできるだけ現場に
り、なぜ現状がこうなっているのか、本来の問題はどこにあるのかをリ
だから、私はできるだけ現場に入り、なぜ現状がこうなっているのか、本来の問題はどこにあるのかをリ

サーチして、

緒に考えていきます。それは短期間でできることではありませんし、現場に何度も

を運ば

ないといけませんから、デザイナー側にもそれなりの覚悟が必要です。

出：ヒアリングを重ねたり現場に通ったり、リサーチに時間をかけることで、そのもの

体の価値を知る

ことが、デザインのうえで重要だとお考えなんですね。

佐藤：そう、価値はそこに潜んでいるんです。

出すということがすごく重要です。

デザインするときは常に、間と間をお繋ぎするという気持ちでやっています。繋いであげる対象と
活や社会をうまく繋いであげればいい。コンテンツに気付く

々や

瞬やそのきっかけになれば、その後は無意識

の中に消えていくぐらいでいいんです。リサーチでやるべきことを

極めたうえで、今まで繋がっていな

かったところを繋ぐことができるかどうかが、重要だと思うんです。そこがしっかりしていれば、あとは必
要最低限のことをすればいいんです。ついデザイナーは頑張ってそれ以上のことをやってしまうし、それを
デザインだと思っている節もあると感じています。

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：今どのような状況なのか、できるだけお話をお聞きします。予算規模や
後のビジョンなど、あらゆる

産能

度からお話をお聞きします。企業にどれくらいの体

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh01

や流通のあり

、今

があるのかを把握する
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ことは重要です。それから現場を拝

して、無理なく進めた

がいいのか、

時的に無理をしてでも

を

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
HOME 事例紹介 データベース インタビュー 相談室 おしらせ ABOUT お問い合わせ

れて世の中に送り出した

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。

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。

おおいたクリエイティブ実践カレッジ

メルマガ登録

極めながら進めてい

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
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

が

きく変わり、パッケージやネーミングを頑張って作れば

売れる時代ではなくなりました。必要最低限の情報が張り付けられただけでも、SNSなどで情報が勝

に拡

散されたり、コミュニケーションがうまくいけば、それが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

法を考えるよ

うにしています。
あと、やはり重要なのは、商品そのもののクオリティです。私

がその商品を素晴らしいと感じたなら

ば、それを前提に進めばいいし、疑問に思うことがあれば、率直に意
ずかな差異しかないのであれば、社会的に必要不可
いった

な存在にするために、どこに

を

れるべきか。そう

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。

出：ある種の
る能

を投げかけてみます。競合他社とわ

利きと

っていいのかもしれませんね。デザイナーにとって、商品の良し悪しを判断でき

は必要なのでしょうか?

佐藤：ある程度は必要でしょうね。でも、基本的にはすべてにおいて素
どんどん問いを投げかけながら、深く

ですから、むしろクライアントに

り込んでいきます。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んです。いまいちのものや他社を真似したものは、そこまで奥には
ていけません。

っ

番煎じがいくら頑張っても、オリジナルには勝てませんからね。

そういうふうに深く深く

っていくと、いろんなことが

えてきます。それを率直にお話しできる関係性が

理想的ですね。そういった関係を築いたうえで、デザイナーは謙虚に勉強しなきゃいけません。
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

の良さがあります。現場の

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

法や、物語と商品をセットにして発信する

返ってきます。いい反応がある場合もあるし、余

法を提案するんです。すると、いろんな反応が

がなくて取り組めないという場合もある。そのなかで何

ができるだろう、というふうに考えていきます。

次のページへ

Facebookでシェア

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh01

Twitterでシェア
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前のページへ

もっと知りたいという好奇
奥へ

があれば、おのずと

っていける

出：佐藤さんの仕事の流儀は、どんな案件にも好奇
社会を繋ぐものをしっかり

をお持ちになり、時間をかけて、依頼されたものと

極めるということなんだと感じました。

佐藤：その通りです。まず、

分は何も知らないということに気付くべきです。

に困ることがよくあるでしょう? それと同じなんですよ。

どもに質問されて、答え

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。それをまず時間の許す限り紐解いていくことが
私はすべてにおいてド素
る企業やメーカーは

事です。

なので、わからないことのなかにどんどん

えないところで本当に努

っていきます。志を持ってやってい

されているし、素晴らしいものを作っている。

本って素

晴らしい国だなって思えてきますよ。
ものづくりの現場でいまいちなところは、

儲けを

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh02

的にスタートしているというケースが多いです。たと
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えば、
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儲けをしてやろうと思って作っている饅頭は、どこかの真似なわけですから、いつか世の中から消

えば、金儲けをしてやろうと思って作っている饅頭は、どこかの真似なわけですから、いつか世の中から消
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えていく。デザイナーとしてはそういうもののお

伝いはしたくない。

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。

おおいたクリエイティブ実践カレッジ

メルマガ登録

出：なるほど、志の違いですね。

佐藤：私が素

としてお話を聞いて、第三者として現場を

じはずです。だから

分が翻訳者になって、デザインを利

て新鮮に感じることは、多くの

にとっても同

して翻訳する。その環境に眠っている魅

を

つけて、引き出してあげるんです。場合によっては余計なデザインを加えないという選択肢も残しながら。
重要なのは、クライアントがすでに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

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

チャー企業であっても、数百年の歴史がある

ちあがったベン

舗企業であっても、まずデザイナーは本当に素晴らしいもの

づくりに感動するべきですよね。そのためには好奇

が必要です。

※写真は発売当初のもので、現在発売されているものとは異なります

出：ニッカの『ピュアモルト』も、同じように好奇

からスタートしたんですか?

佐藤：ニッカの『ピュアモルト』は、私にとってほぼ最初の仕事だったのですが、ウイスキーの世界に

っ

てみたら「なんて素晴らしいんだ」と感動してしまったんです。これは広告をどうするかという問題ではな
いと感じ、中

も価格設定も、全部組み

て直しました。それってデザインなんですよね。

してみると、ウイスキーそのものはすでにあったものなのに、
イナーのコミュニケーション能

や問い詰めていく

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh02

への届き

に重要なのは、好奇

本を

詰め直

はまったく変わりました。デザ
です。
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好奇心がないと、そこから先へ行くこともないし、そもそもみることもしようとしないのでしょう
がないと、そこから先へ くこともないし、そもそも ることもしようとしないのでしょう
出：好奇
ね。

おおいたクリエイティブ実践カレッジ

メルマガ登録

佐藤：そうです。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、「な
ぜその瓶じゃないといけないんですか」という質問を１つ投げかけることから、新たな可能性や展開が
てくることもある。その問いは、好奇

から

え

まれてくるんです。

だから、もっと知りたいという強い気持ちがあれば、おのずと奥へ

っていけるし、勉強させていただける

んですよ。
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
なくて、

に

て、その奥に

えるメディアはすべて素晴らしい世界の
い世界が広がっている。

り戻すことができれば、

り

なんです。クライアントがいて、仕事があっ

になるとどんどん好奇

はなくなっていきますが、それを取

くない仕事は何１つありません。

これは仕事を越えたことなんですが、私は今、

本の８割以上を占める

し芋の産地である茨城県のひたち

なか・東海地域で『ほしいも学校』というプロジェクトを展開しています。これは、
し、未来へといかに繋げていくかを考えるプロジェクトです。
ちょっとでも
お

本の

し芋を分析・研究

化に対して、デザイナーとして

になれたら嬉しいっていう気持ちでやっています。

のためでも何でもなくて、社会の役に

ちたいって思ってやっているし、好奇

があるので知らないこ

とは知りたくなりますね。

次のページへ

Facebookでシェア

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh02

Twitterでシェア
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ずキーマンがいる

page3

前のページへ

クライアントの誰を

て仕事をするかということ

が重要です

出：企業との取組が上

くいかない場合というのは、どういう理由が

きいでしょうか?

佐藤：いろんなケースがあります。初めてのクライアントの場合は、お互いにわからない部分が多いです
し。仕事を始めてみたら、デザインに対して誤解や疑いを持っていたり、デザインを尊重してくれないとい
うこともあります。我々はこれまでの経験のすべてを活かして提案しますから、それを前向きに
けないクライアントとはコミュニケーションが成

しないんですよね。

それに、企業の体質もあります。ワンマン経営の企業の場合、社
その下の

とやるとなるとすごく難しい。コミュニケーションが成

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh03

ていただ

と直接やり取りできればいいんですが、
しないことは

常茶飯事ですよ。
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出：担当者に決裁を通す覚悟が伴わないとプロジェクトを進めづらいこともありますか?

佐藤：そうですね。デザイナーは、クライアントの誰を
ワンマン社

がいて、窓

て仕事をするかということが重要です。たとえば

はその下の担当者だとします。そうすると、私が

にいる担当者ではなく、その奥にいる会ったこともない社

るべきクライアントは

だったりする。だって社

の前

がすべてを決めるん

ですから。そうなっちゃうとうまくいかない。
だけど、窓

である担当者が「

分が何とかする」という覚悟や責任感を持っていれば、私はその担当者を

て仕事をすることができますよね。
それなりの成果を出している仕事には「この
ずいます。そういう

がいたからこの仕事はうまくいった」と

えるキーマンが必

がいない仕事っていうのは、うまくいかない。

出：キーマンがいた仕事について、具体的な例をお伺いできますか?

佐藤：私が初めてお受けした

乳パッケージのお仕事でもある、『明治おいしい

す。明治が『ナチュラルテイスト製法』という、

乳で初めて使

乳』の例をご紹介しま

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。
乳は普通であってほしいという
の

活者としての思いが、揺るぎないコンセプトとしてあり、できるだけ

が加わっていないデザインであるべきだと思いました。そこに、

い技術が加わっているという

向性が

乳の搾りたての味を実現する新し

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
とを丁寧に質問してくれたんですね。私は常に

が、なぜこのデザインなのかっていうこ

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

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh03

ってくれました。そうやって

向性
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や気配を
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。
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出：責任の所在を不明確にするための

おしらせ

ABOUT

かったものを世の中に出しても、上

お問い合わせ

くいくことなんてないん

おおいたクリエイティブ実践カレッジ

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

乳』の場合、そのキーマンの

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
りも、

緒に

メルマガ登録

したというよ

み出したのだと感じています。

出：今のお話は現場の頑張っている
しれないけれど、その

に対するエールにも感じました。歴史に残るようなことはないかも

がしっかり覚悟と責任を持ってくれたから、いろんなことが前に進んだというの

は、素晴らしいことですね。

佐藤：そうですね。企業からご依頼を受けると、私も何かお答えしたいと思うんですよ。
だから、最初はご依頼いただいた範囲のなかでゆっくり進めていきます。そのうちに担当者の意識が変わ
り、プロジェクトを牽引するキーマンになっていくこともあります。そうして信頼を得た頃に、ふと申しあ
げた

が、CIのリニューアルに繋がったこともあります。

すぐに進む場合もあれば、のらりくらり10年ぐらいやっていくうちに、急にいい
ることもあります。だから、「これはだめだ」とすぐに諦めてしまわずに、相

向にグググっと動き始め

の体質やペースに合わせて

ゆっくり時間をかけてお付き合いしながら、淡々とチャンスを伺う。そういう忍耐強さや度量みたいなものが
デザイナーには必要だと思っています。
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価値はすでにある

page4
前のページへ

今までの経験も全部捨てて裸

貫の状態で、お話

を聞き始める

出：お話をお伺いして、デザインは魔法ではなく、企業側がスペシャルな何かを持っているわけではな
く、お互いの価値観や得意分野を持ち寄りながら、
ことが

緒に

的地はどこなのかを考えながら、並

していく

切なんだと改めて感じました。

佐藤：私は35、6年前の『ニッカ ピュアモルト』のときからずっと共創、共に創るというやり
イナーはメーカーのお

伝いをしているわけだから、

緒に作るのは当たり前。

です。デザ

分の作品を作っているわ

けではないという意識だったんですが、当時はそれが当たり前ではなかったんですね。
共創、共鳴、共振……クライアントと共にいい波動を
デザインが持っている

つけられると、

きな

になると思います。

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

ことに活かされるべきです。その過程でデザインが活かされたときに、社会に対して影響
るかもしれないけれど、デザイン

体にパワーがあるわけではない。その環境に潜んでいる

を引き出す

を持つことはあ
が、どうした

ら湧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。
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出：佐藤さんはご著書に『付加価値』撲滅運動という考え

メルマガ登録

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。

出：つまり、質問

、コミュニケーション

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

が必要です。好奇

もないのに価値をくっつけちゃうの

が付加価値です。好奇

というのは、相

に意識が向いていて、

我が消えている状態ですよね。そうする

と相

っていけて「これはすごいぞ」「この鉱

を磨いてあげればいいんじゃないか」と

の中にどんどん

価値にたどり着けるんです。
だから「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

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。
昨今は、そういう過程がないがしろにされて、すでにある価値を確認もせずに
多い。それは対処療法どころか、本来の問題を
もっと

常に

ようともせず、逆に覆い隠してしまうがゆえに、ゆくゆく

きな問題になっていく可能性すらあるわけです。

出：ご著書には「弾
かに受け

してしまうケースが

性」が重要だとも書かれていらっしゃいましたね。対抗する

ではなくて、しなや

めたままでいいんじゃないかということに感銘を受けました。この辺りの思考についても伺いた

いです。
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分ではないということですよね。環境や相 をまず先に考える。 分の形なんて持たずに、
佐藤：主体は
主体は自分ではないということですよね。環境や相手をまず先に考える。自分の形なんて持たずに、その都度、
HOME
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その都度、環境に合わせていくほうがストレスもなく、向かうべき

ABOUT

向に進んで

お問い合わせ

けるんじゃないかってい

環境に合わせていくほうがストレスもなく、向かうべき方向に進んで行けるんじゃないかってことですね。
うことですね。

おおいたクリエイティブ実践カレッジ

出：読んでいて、若い

メルマガ登録

に対するエールのようにも聞こえました。

佐藤：そうですね、それはちょっとあります。
教育の現場では、

い

は違うにしても、

いなことを平気で

う。それで、若い

よ。そのよくわからない圧

いる

たちは「

たちに、「あなたらしさを早く

つけなさい」みた

分のスタイルって何だろう」と悩んでしまうわけです

から解放してあげたいですね。

はなくて、何をすれば世の中の役に
そうすると、嫌でもそのうち

が若い

分なんて意識はなくていいんですよ。そうで

てるかということを、徹底的に考えることが必要なんだと思います。

分なんて出てくるんです。そこから解放してあげると、本来その

が持って

が湧き出てくるんじゃないかと思っています。

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

場に近いのかなという気

もしますね。

佐藤：

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

できるだけ東洋医学的でありたいと思っています。
ね。モチベーションが上がると、免疫

指す若い

出さんも仰っていた、対処療法の

に対しても、

洋医学ではなくて

も上がるし、体質改善のために何がしてあげられるかなって思って

います。
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出：最後に、県内の若いデザイナーさんたちに対して、何かエールをいただければ嬉しいです。
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メルマガ登録
これから先のためになることを考えて実行することが
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

デザインです。クライアントから

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

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。

(完)

BEPPU PROJECT
編集

山出代表

雑感
佐藤さんは、さまざまなご経験がありながら、ご
」と称し、クライアントの話や現場にどんどん深く
でいきます。

我を忘れ、相

に

を「素
り込ん

を委ねる柔軟さと忍耐強さ

で時間をかけて向き合い、当事者は気付かない「当たり前」の
なかから本質を

出していく。それができるのは、もっと深く

知りたいと思う好奇
このように好奇

を佐藤さんが強くお持ちだからです。

を発揮できる背景には、

を尊敬する姿勢があります。誰もが
ば国

的とも

の前の商品や企業

にしたことのある、いわ

えるデザインの実績を数多くお持ちであるにも

関わらず、謙虚さを忘れない佐藤さんの姿勢には、感銘を受け
ました。こうして信念を持ってものづくりを続けている企業と
出会い、共鳴・共振できる波動をともに探っていくことで、私
たちの

Facebookでシェア

http://creativeoita.jp/interview/taku-satoh04

常に

かせない商品が

みだされていくのです。

Twitterでシェア
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