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第9回 公開シンポジウム
デザイン・シンキング（Design Thinking）
― これからのファッション・ビジネスの価値創造に不可欠なアプローチ ―

一般社団法人 ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション
（プロジェクトWEF）

一般社団法人ウィメンズ･エンパワメント･イン･ファッション 代表理事 尾原 蓉子

　デザインとは何でしょうか？ デザインとは、本来は「設計」
を意味する言葉ですが、日本のファッション・ビジネスでは、 
これを、「服の絵型や生地の柄をデザインする」こととして、
長年扱ってきました。
　しかし消費者の意識が変わりファッションへの態度も変化
している今、私たちは改めて「デザイン」の原点に立ち戻り、
消費者あるいは顧客起点の「ビジネスのデザイン（＝設計）」

に取り組むことが不可欠になっています。つまり、デザインを、「ファッション製品の
衣装デザイン」の域を超えた、新たなビジネス・コンセプトや新製品開発、新しい
ビジネスモデルの設計、として取り組むこと。それによって、不振を続けるFBに新たな
発展の突破口を作ることです。
　そこで今回のWEFシンポジウムは、人々が求める「ありたい生活を実現する新たな
価値創造のビジネス」に進化するためのアプローチとして、「デザイン思考」（Design 
Thinking）と、その展開を学ぶ企画にしました。
　講師には、㈱良品計画  代表取締役会長の金井政明氏、IDEO Tokyoの石川俊祐氏、
Google社の福原志保氏、のこの道のリーダーお三方をお迎えします。
　金井氏はよく知られる通り、「無印良品」の理念である〝感じ良いくらし″を、同社の
〝生活美学″を実現するものとしてリードして来られた方です。いま「MUJI」が世界的
に高い評価を得るようになっている背景には、自然の中にある人々の暮らしに根付
いた「用の美」を、これまでの西洋にはない形で表現していることにあると思われます。
　ＩDEO社は米国カリフォルニア州 シリコンバレーに本社を置く開発・コンサルティ
ング会社で、「デザイン思考」の草分けともいえる会社。石川氏は英国のセント・マー
ティン大学で「デザイン」を学ばれ、現在は同社日本支社のリードデザイナーです。

福原氏は、同じくセント・マーティン修士課程修了のバイオ・アーティストで、Google社
のウェアラブル衣料開発プロジェクト、「ATAPプロジェクト・ジャカード」のリーダー
です。
　IDEO社は「デザイン思考」の要素を、「共感」、「実験」、「物語」、としています。生活者
に照準を当て、生活者が無意識にでも求めている潜在的ニーズや機能を見つけ、
共感すること。そして実験を重ねて、完成品にし、その物語を語る、ということです。
ここでは、これまで無かった視点のぶつかり合い、これまでとは異なる専門領域の
融合(例えばテクノロジーとアート)といったイノベーションが生まれます。これは
まさしくこれからのファッション･ビジネスが必要としているものだと考えます。
　自然との共生を重視する日本独自の「新しい生活の提案とそのためのビジネス
設計」で成功する「無印良品」。そして、イノベーションを実現する「デザイン思考」の
世界的企業のリーダーが語る、新しいビジネス・アプローチを、この機会にぜひ学んで
いただき、新しい価値創造に取り組んでいただきたいと願っています。
　年度末、ご多忙とは存じますが、企業幹部あるいはプロフェッショナルの方々の
ご参加をお待ちしています。

懇親会（別会場：アンカフェ） 21:00～22:30 希望者は、参加者と講師陣のネットワーキング懇親会へ（会費：3,000円）

WEF代表理事  尾原 蓉子
ご挨拶 18:30～18:35

基調講演 18:35～20:40  (19:20～19:30 休憩)

　無印良品のすごいところは、答えが無いところです。無印良品の思想や概念は
生まれて37年経ちますが、私達は未だに「無印って何だろう？」「良い品って何だろ
う？」という問いを重ねています。振り返ると、この問いを行わなかった時期には業績
も低迷し、社内風土も酷いものでした。1980年の日本でセゾングル―プの総帥で
あり、文化人でもあった堤清二氏と氏のブレーンであった日本を代表するクリエイ
ター達が目指した、より良い消費社会とより良い生活者の像を私達は継承、探究し
続けています。

　ところで最近裸足で土の上を歩いたのはいつですか？月をボ～っと眺めながら
時間を忘れたのはいつですか？何が正で、何が誤りでしょうか？何が豊かで何が
貧しいのでしょうか？様々な課題を作り出してしまった現代、経営もデザインも思考
の起点にどの様な芯や軸を置くかが重要だと思います。
　私たち人間のあるべき振る舞いや、心のあり方、そしてローカルへの眼差しなど、
無印良品は自然と人とモノのより良い関係を考えながら、高度成熟社会に向けた
「感じ良いくらし」について日本にとどまらず世界の人 と々市民の中から考え続けて
います。

株式会社 良品計画　代表取締役会長

金井 政明氏
「無印良品のデザイン哲学『感じ良いくらし』　
 ～グローバルブランドを育てた“生活美学”～」

　IDEO（アイディオ）は、グローバルに展開するデザイン
コンサルティングファームです。世界9ヶ所に点在するオフィス
がコラボレートし、医療、自動車、化粧品、教育、家電、行政、
ITなど、様々な分野の組織におけるクリエイティブな文化の
醸成、そしてイノベーションを生み出し続けるための仕組み
づくりを支えてきました。
　近年、ビジネスにおけるデザイン思考の重要性が高まり、
製品の外観的なデザインのみならず、製品を介したユーザー
体験から企業の経営戦略に至るまで、デザイナーが介入
する場面が増えてきました。しかし、「デザイン思考」という
言葉が普及する一方で、一般的にはそのアプローチ手法は
あまり知られていません。
　本セミナーでは、世界的なデザインコンサルティング会社
IDEOの「デザイン思考」のプロセスそのイノベーションを
うむアプローチを支える社風についてお話をします。

IDEO Tokyo　デザイン･ディレクター

石川 俊祐氏
「IDEOのイノベーションを生む
仕組みと文化」

　アートは、本来、私たちの日常を、異なる視点で既存の
問題を見つめ直すために存在します。アーティストが多様な
思考やアプローチで問題に取り組むことは、イノベーションの
可能性をより大きく生み出すことができます。
　異なる分野を「融合」させ、イノベーションを生み出すには、
必ず「衝突」がつきものです。その衝突を調停するためには、
アーティストのクリエイティブプロセスを通して、常に「現場」
で実践し、開発者や製造に関わる様々な人々との親密な
関係を築くことが有効であると言えるでしょう。
　本セミナーでは、私がテキスタル開発やクリエイティブ・
イノベーションで関わっているプロジェクトを通じて、どのよう
にして「デザイン思考」が異なる分野を接続し、イノベーション
のきっかけを創造することができるのかについてお話ししたい
と思います。そして、デザイン思考のみならず、「アーティスト」
が未来のファッション・ビジネスでどのように力を発揮できる
のかについてみなさんと共に考えたいと思います。

アーティスト／bcl／Poiesis Labs. CEO

福原 志保氏
「アーティストとクリエイティブ・
イノベーションの関係から
未来のファッションビジネスを考える」

2017年3月28日［火］
18：30～20：45

東京ウィメンズプラザ　B1「ホール」
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67　TEL：03-5467-1711（代）
http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp
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企業会員・個人会員のWEF規定内ご参加は無料
一般・企業会員・個人会員 3,000円 ／ 学生（先着30名） 1,000円

参
加
費
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シンポジウム参加申込方法

P R O F I L E

フリガナ
有料 （ 一般 ・ 企業会員 ・ 個人会員 ・ 学生 ）
無料 （ 企業会員 ・ 個人会員 ）

部署・役職

いずれかを
○で囲んでください

電話番号 ※携帯可

住　所 〒

企業名

お名前

メールアドレス 懇親会参加希望　□

w w w . w e f - j a p a n . o r gW E F への入 会につきましては、ホームページをご参照ください。

E-mail または FAX にてお申し込みください。 下記ホームページからも申し込み出来ます。
FAXの場合は、下の空欄のすべてにご記入いただき、
E-mailの場合は、同項目をすべて入力してお申し込みください。
折り返し、受付確認のご連絡をいたします。有料の方は振込先をご連絡いたします。

F A X 03-6730-1742
E-mail info@wef-japan.org

一般社団法人 ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション
（呼称：プロジェクトWEF）とは？

■発起人（敬称略、五十音順）　
青井 浩／青木拡憲／新井良亮／石川康晴／大西 洋／岡本 均／菊池眞澄／北村みどり／肥塚見春／佐々木進／重松 理／設楽 洋／高梨利雄／二橋千裕／林 恵子／廣内 武／
福田三千男／前澤友作／牧山浩三／松井忠三／三宅正彦／村田紀敏／森 英恵／森 文夫／柳井 正

■出捐企業・個人 ※企業名は出捐時名称（敬称略、五十音順）
青木拡憲／旭化成せんい㈱／㈱アダストリアホールディングス／㈱アトレ／伊藤忠商事㈱／㈱オンワードホールディングス／㈱クロスカンパニー／クロスプラス㈱／重松 理／
㈱ジュン／㈱スタートトゥデイ／㈱セブン＆アイ・ホールディングス／㈱大丸松坂屋百貨店／㈱高島屋／㈱TSIホールディングス／㈱東急百貨店／㈱東京ソワール／
㈱トゥモローランド／㈱DoCLASSE／東レ㈱／㈱パルコ／㈱ビームス／㈱ベイクルーズ／㈱丸井グループ／㈱三越伊勢丹ホールディングス／八木通商㈱／㈱ユニクロ／
㈱良品計画／㈱ルミネ／㈱ワールド／YKK(株)

■企業会員（敬称略：五十音順）
㈱AOKIホールディングス／旭化成㈱／㈱アダストリア／㈱アトレ／伊藤忠商事㈱／㈱エイ･ネット／㈱オンワードホールディングス／ギャップジャパン㈱／クロスプラス㈱／
㈱ケイト・スペード ジャパン／㈱シップス／㈱ジュン／㈱スタートトゥデイ／㈱ストライプインターナショナル／㈱セブン＆アイ・ホールディングス／㈱大丸松坂屋百貨店／㈱高島屋／
㈱TSIホールディングス／㈱東急百貨店／㈱東京ソワール／㈱トゥモローランド／東レ･ディプロモード㈱／㈱DoCLASSE／日華化学㈱／日鉄住金物産㈱／㈱阪急阪神百貨店／
㈱ピーチ･ジョン／㈱ビームス／㈱ファーストリテイリング／㈱ファミリア／㈱ベイクルーズ／㈱ポーラ／㈱丸井グループ／㈱三越伊勢丹ホールディングス／八木通商㈱／㈱やまと／
㈱ユナイテッドアローズ／㈱良品計画／㈱ルック／㈱ルミネ／YKK㈱

■設立委員会メンバー
尾原蓉子／堀田瑞枝／生駒芳子／堀井紀壬子／寺崎志野／松浦祥子／山田晶子／信田阿芸子／横森美奈子

ファッション関連分野で働く女性の活躍支援団体
です。設立の目的は、主要ポストおよび商品企画や
MD分野の女性リーダーを増やすとともに、女性
個人の成長・成功を助け、企業・産業の成長発展に
繋げる事にあります。女性が主体性を持ってキャリ
アすなわち人生を生きるパワーを醸成すること、
また、ロールモデルの開発と表出にも注力します。

ミッション・ステイトメント

女性が
子育てをしながらも、
活躍が出来る
社会をつくる

女性が
仕事を通じて
自己実現し、
幸せを追求する

女性の
エンパワメントで、
ファッションと社会を

変える

1957年生まれ。西友ストア（現合同会社西友）を経て1993年
良品計画入社。生活雑貨部長として長い間、売上の柱となる生活
雑貨を牽引し良品計画の成長を支える。その後、常務取締役 
営業本部長として良品計画の構造改革に取り組む。2008年2月
代表取締役社長、2015年5月代表取締役会長に就任、現在に
至る。
西友時代より「無印良品」に関わり、一貫して営業、商品分野を
歩む。月に一度、社内にてアドバイザリーボードミーティングを
開催。雑談と称して世界のクリエイターとともにデザインをはじめ
様々なテーマで「感じ良いくらし」について語り合う。最近では
日本の原風景ともいうべき里山の保全に関わり、地域の資源を
再認識し、生活の糧とするアイディアをつくり自然のなかで人と
人がつながりながら助け合う、本来の人間らしい未来を目指して
いる。

株式会社 良品計画　代表取締役会長
金井 政明氏

デザイン・ディレクターとして、クライアントの課題に取り組む
チームを導くだけでなく、国内のデザイン、ビジネス、および
教育業界の橋渡しも行う。
現在の関心事は商品とサービスの交差点で、日々使うもの、特に
テクノロジーに「思いやり」をさらに取り入れるにはどうすべき
かを常に考えている。パナソニック、イギリスの大手デザイン・
イノベーション・コンサルティング会社PDDで勤務経験があり、
家電から自動車、医療、パッケージ、サービス・デザインまで
幅広い分野のプロジェクトを担当してきた。
イギリス、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズで
文学士号を取得。
D&AD審査員。AnyTokyoパートナー。

IDEO Tokyo　デザイン･ディレクター
石川 俊祐氏

2001年ロンドンのセントラル・セント・マーチンズ卒業、2003年
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了。2004年ゲオアグ・トレメル
とアーティスティック・リサーチ・フレームワーク「bcl」を結成。
以後、特にバイオテクノロジーの発展が与える社会へのインパクト
や、水環境問題について焦点を当てている。また、それらにクリ
ティカルに介し、閉ざされたテクノロジーを人々に開いていくこと
をミッションとしている。早稲田大学理工学術院電気・情報生命
工学科岩崎秀雄研究室嘱託研究員。Google ATAP Project 
Jacquard テキスタイル開発兼クリエイティブイノベーションリード。

アーティスト／bcl／Poiesis Labs. CEO
福原 志保氏
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