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消費とは何か

日本デザイン機構では、デザインを今

日の社会テーマとリンクさせる「ソーシ

ャルデザイン」の視点からプロジェクト

を立ち上げて討議・提言などを重ねてき

た。ソーシャルデザインの基調にあるの

は、効率などの価値だけに導かれた近代

化の見直しと言える。

具体的なプロジェクトとしては、今日

のクルマ社会に対し33の提言にまとめた

「クルマ社会のリ・デザイン（2004年、鹿島

出版会）」などがある。その他、水問題に対

して、命の水から環境や景観の視点など

からの検討や、過剰なモノ社会などに対

するマイナスのデザインといったテーマ

を検討している。これらのテーマに大き

く関わっているのが消費の問題である。

消費に関しては、欲望や流行という視

点から多くの論が展開されてきている。

近代化によって拡大した産業社会と表裏

の関係で形づくられてきたのが消費社会

である。近代前期は産業（生産）が消費を

つくりだしてきた。産業の拡大によって

消費が大衆化した社会が築かれてきた。

この大衆化した消費の拡大によって、消

費が産業（生産）を規定するように見える

社会としての消費社会という認識が生ま

れ、消費の社会的なあり方がテーマとな

っている。

あらゆる事物が商品化されている商品

消費社会のデザイン 伊坂正人 日本デザイン機構専務理事

Design in the Consumption Society
* What is consumption?
Japan Institute of Design has been working on a project from the perspective of “Social
Design” to associate design with contemporary social problems, and JD members have been
discussing different subjects and proposing ideas for solving these problems based on their
findings.  What lies in the concept of social design is an attempt to review modernization led
by the values of efficiency.  
In the modernization process, a consumption society has developed in parallel to the
development of industrial society.  The expansion of industries has promoted the
development of a society in which consumption is popularized.  As consumption has
expanded, the perception of the consumption society that emerged was a society that leads
the industry (manufacturing).  Hence, the theme of “how the consumption society should be.”
In a merchandise consuming society, or the market economy, it is not too much to say that
selling and purchasing behavior is overly emphasized.  Consumption means to “consume or
exhaust things.”
Supermarkets brought about a revolution in the distribution and sales system, and became
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消費（市場経済）社会では、消費における

購買行動（商品の売り買い）の面が強調さ

れ過ぎている感を否めない。地域や国、そ

して世界の経済が消費によってつくりだ

されるという面を否定はできない。しか

し消費とは「事物を費やす」という意味を

もつ。そして今、「費やし方」が課題となっ

ているのである。

経済としての消費から文化としての消費へ

安くて良いものを合理的に選べ、手に

入れることのできるシステムとして登場

し、流通・販売の場面に革命をもたらした

のがスーパーマーケット（スーパースト

ア）と言われる。安くて良いものを消費者

に提供するために、多品種大量なものづ

くりを生産現場に促し、大規模な小売り

の場に大量な商品を陳列する「豊かな消

費社会」のイメージがつくられた。

そして商品購入の目的が使うことから

離れ、「ディスカウント」が商品購入のイ

ンセンティブになった。さらに商品を購

入するとポイントがつくというポイント

セールスによって、販売技術によるイン

センティブづくりが進行している。消費

行動の入口である購買行動の一人歩きと

いう現象が見られる消費社会になってい

るのである。

この流通・販売システムの延長にコンビ

ニエンスストアがある。今の日本社会の中

では「コンビニ」という言葉の方が通りが

いいほど定着している業態である。スーパ

ーマーケットと同様に輸入のシステムであ

るが、「死に筋管理（売れない商品を陳列
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から外す）」という商品管理法は本家のア

メリカへ逆輸出されている。消費者の購買

行動が多品種に向かうのでなく、ある商品

に特定化されていく結果行われている管

理手法である。消費者の商品購入が熟考

の上で集中するのか、流行に追われて集

中するのか、大量に商品が陳列される「豊

かな消費社会」とは異なる方向での購買行

動の一人歩き現象も見られる。

一方で「消費不況」ということが言われ

ている。商品を買わないから経済が停滞

するという。しかし生活が続けられてい

るということは、そこでは何らかのかた

ちでものが費やされている。その要因に

経済的な不安感などがあることは否めな

いが、ものの費やし方に変化が生じてい

るのである。

ソーシャルデザインとしての消費

日本の家具産業の衰退がいわれて久し

い。地域産業・地場産業の経営構造の問題

という面もあるが、家具の消費のあり方

にも問題を見て取ることができる。家具

を耐久消費財という。この耐久とはどの

くらいを指すのであろうか。10数年使え

ばいい方で、数年というのもある。数年し

か使わない家具の価格は数万円からあ

る。今は使われなくなった桐箪笥（一竿百

万円前後）では3世代使用された例も少な

くない。どちらの費やし方に社会的な利

があるかは明らかであろう。それをでき

なくしている住宅のあり方やライフスタ

イルなどの生活・社会システムに問題が

あるのである。

「クルマ社会のデザイン」を検討するな

かで「所有から使用へ」という自動車の費

やし方の提言を行っている。自動車の過

度な個人所有と個人使用がもたらす環境

への負荷や都市空間の過密化に対して、

「共有して使用する」という提言である。

ここからカーシェアリングやレンタサイ

クル、さらに近年注目されているLRTな

どのパブリックなモビリティといった自

動車以外の交通モードを含めた多様なモ

ビリティシステムのデザイン（ソーシャ

ルデザイン）というテーマの必要性がで

てくる。

こうしたモビリティの問題には、公共

の場や道具に対する消費意識すなわち使

い手の所有意識や利用意識などの問題が

潜んでいる。日本人の公共観には、上から

与えられるものという意識があり、我々

のものという意識が少ない。我々のもの

をどのように手に入れ、使うかが課題な

のである。

このように消費の問題は、私の領域か

ら公共の領域までの様々な有形無形のも

のの費やし方を、社会的な関係性の中で

とらえなければならないというソーシャ

ルデザインのテーマになっている。消費

問題を単に商品交換という経済的な側面

だけでなく、むしろ生活文化や社会シス

テム、さらには教育という多面的な視点

から検討し、提言活動に結びつけていく

ことが求められていよう。

The problem of consumption from private and public spheres has
become a theme for social design.  JD will consider consumption not
simply as trading merchandise but from the diverse perspectives of
life culture, social systems and education, and begin advocacy.
Masato ISAKA, JD Managing Director

one of the symbols of an “affluent society.”  Discounted prices
presented an incentive for purchasing behavior.  Convenience stores
have introduced the merchandise control system to remove not-
selling items from the shelves based on the sales data.  Through this
system, consumers’ likings are specified and narrowed.  It is not yet
clear whether consumers choose items after thorough consideration
or if they are just influenced by a fashion, yet, consumers seem to be
increasingly selective in their purchasing behavior.
The long lasting economic recession is often referred to as “recession
caused by reluctant consumption.”  They say that industries stagnate
because people do not buy products.  However, since people are
living, it suggests that things are consumed in some ways.  Changes
are occurring in the way people consume things.
Through studying “Design in the Motorized Society,” JD came to
advocate “from possession to shared use of vehicles” considering
environmental stress caused by excessive possession and use of cars.  
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対談 消費社会のリ・デザイン
水野誠一／谷口正和／佐野寛（司会）
2004年6月8日（火）会場　国際文化会館樺山ルーム　主催　日本デザイン機構

Special Issue

オリエンテーション

消費社会のリ・デザイン

「消費社会のリ・デザイン」は重要なテー

マだと思います。「クルマ社会のリ・デザイ

ン」が間もなく出版されますが、それに直

結しながら、商品の生産から流通、消費、そ

してリサイクルの問題まで、範囲が広がる

大テーマなのです。今日はその皮切りの対

談ですのでとても期待しています。

20世紀は大量生産・大量消費の世紀で

すが、21世紀に入った今でも、デフレ経済

に陥りながらそのシステムが続いていま

す。ものが安くなるのは消費者にとっては

いいことですが、地方の生産者にとっては、

中国などに生産移転をされてダメージを受

けることです。景気が回復してきたと言わ

れていますが、それはその生産移転の結果

であり、かつ大規模なリストラの結果です。

日本経済にとって回復はたいへん結構な

話ですが、日本人にとっては必ずしもいい

とはいえないと思います。

大量生産・大量消費の結果である大量

廃棄が地球環境汚染を巻き起こし、それ

が一向にとどまるところを知らない。例

えば地球温暖化防止の京都議定書です

ら、アメリカの反対でまだ発効すること

ができない。

日本では高齢化以上に少子化が問題に

なっていますが、世界レベルでは少子化

どころか、63億が70億，80億に向かってど

んどん進んでいく人口爆発が依然として

大問題です。そういうグローバル経済問

題、エネルギー問題、食糧問題のどれひと

つをとっても解決は全く容易ではないで

しょう。

一方、デフレ経済の中で生存競争を闘

う企業に未来のことを考えるゆとりはなく、

上期は乗り切ったが下期はどうだ、来年度

はどうだと非常に短期的なレベルで日々

戦っているわけですが、トヨタのようにゆ

とりのあるところが例外的に未来戦略を

立案して、着 と々進めているのが現実だと

思います。

にもかかわらず「消費社会のリ・デザイ

ン」を今考えないと取り返しがつかない。

取りかかるなら今しかない。その際、デザイ

ンの視点から考えるのは非常に重要なこ

とです。デザインは頭の中で思い描いたイ

メージをかたちに出す作業であり、またそ

の結果です。ですからまずデザインが「あ

るべき消費社会のカタチ」を描き出すこと

が有効なのです。

かねがね厳しい状況の中で明るい未来

を拓くための具体的な方策を考えてこら

れた、「消費社会のリ・デザイン」という大

テーマの取り組みを先導することになる

お2人に対談をお願いしたいと思います。

後で会場からのご発言、質問だけではな

くてご意見がでてもいいと思います。

消費からの転換
―所有から使用へ

消費構造の転換－価格破壊と価格革命

佐野さんから日本の消費がだいぶ変わ

り、生産が日本から中国に移った話があ

りました。そこで一番話題になり、またエ

ポックメーキングだった企業が「ユニク

ロ」です。私はユニクロが決して嫌いでは

なく、ちょっとわけあって一昨年の夏、ユ

ニクロのポロシャツを各色、合計20枚ほ

Orientation   Re-designing the Consumption Society
The 20th century was an age of mass production and consumption, and yet the same system
continues to operate in the new century under deflation. Small industries are badly suffering
from the recession and struggling for their survival. Large corporations are said to be
recovering from the recession as a result of relocating their production bases in neighboring
countries in Asia and of curtailing their employees. With the possible exception of Toyota
Motors, they are too deeply occupied with immediate need for survival, and have no room to
consider about their future.
While low fertility is an issue in Japan, population increase is a grave concern in the world.
Global issues in economy, energy, and food supply are all difficult to solve.
“Re-designing the Consumption Society” is an important theme for designers.  As design work
is to give shape to what one envisages in one’s mind, and the result of such a process, we
must really devote our energy to this theme.  Two speakers are leading JD in this effort with
their concrete proposals.
Hiroshi SANO, Creative Director, President, mosdesign laboratory Inc.

JD Dialogue
Design in the Consumption Society (1)
- Re-designing the Consumption Society

Period : June 8, 2004
Venue : International House of Japan (Tokyo)
Organized by : Japan Institute of Design
Program : Orientation
Program :   Hiroshi SANO
Program : Presentation
Program :   Seiichi MIZUNO
Program :   Masakazu TANIGUCHI
Program : Discussion

3

水野誠一
（株）インスティテュート・オブ・
マーケティング・アーキテクチ
ュア（IMA）
代表取締役

佐野　寛
クリエイティブディレクター
（株）モスデザイン研究所代表



Special Issue 消費社会のデザイン

ど買いました。このポロシャツはいくら

洗っても型くずれもしなければよれよれ

にもならない。ところがその値段よりも

おそらく10倍以上高いブランドもののポ

ロシャツは1回洗濯したらよれよれにな

ってしまうんです。ポロシャツをドライ

クリーニングというのも変な話ですか

ら、機能的なポロシャツを買うならユニ

クロで十分いいではないかという気もし

ます。

私は、ユニクロがやっていることは価

格破壊ではない、あれは価格革命だとい

ろいろなところで書きました。価格破壊

と価格革命は、ほとんどのジャーナリズ

ムで混同して使われていたのです。いっ

てみれば世の中で売るべき正当な値段で

売らないで、利益を極端に圧縮してめち

ゃくちゃな値段で売って競争相手を蹴落

とすやり方、これが価格破壊です。一種の

テロですから自分たちもヘタをすると自

爆してしまう危険性がある。それに対し

てユニクロは中国でともかく安く生産を

したフリースのジャケットを1900円で売

る。それが出たときにオンワード副社長

のＴさんが、「水野さん、うちがいかに日

本の量販店と組んでやろうとしても、あ

のフリースのジャケットをあの値段で

800万枚売ることはできない。やっぱりユ

ニクロはすごい。」という話をしていたん

です。したたかな計画と度胸とマーケテ

ィングであれだけの量の生産をすること

によって1900円でも利益が十分にとれる

構造をつくったんです。そこで私は「これ

は価格破壊ではなく、一種の価格革命だ」

といったのです。

では、ユニクロのフリースが毎年同じ

量だけ売れているかといえばNOです。

最初の年はフリースが必要だから買った

のではなく「なにしろユニクロの1900円

のフリースジャケットというのが話題ら

しいよ」というので、お祭り好きな日本人

がみんなで並んで買った。でも1年経って

みれば毎年何枚も消費するものではない

ので、売り上げは当然下がってしまう。

最近、ユニクロの社長の柳井正さんが

渋谷区の私の家から歩いてものの3分く

らいのところに豪邸を建てました。土地

にして約2000坪位。ちょっと刑務所みた

いに見えるくらいに高い石の塀を巡らし

た豪邸と、あのユニクロのコンセプトが

どうもそぐわないなと、ほとんどひがみ

ですけど（笑）、思いました。しかし、消費

と投資との違い、あるいはストックとフ

ローの違いで考えれば、本当に消耗品的

な洋服、つまり着て洗濯してよれよれに

なったら捨てればいいという、まさにフ

ローしていく必需的消費と、家という、5

年や10年ではない50年、100年という見方

で買うストックとの違いを柳井さんはわ

かっているのだと思えば、それはそれで

理解できなくもないなと思ったわけです。

消費パラダイムの転換

消費パラダイムは変わっていかざるを

得ないと考えます。大量生産・大量消費・

大量廃棄がもはや許されないこの時代

に、安い商品を安いからといって買い、飽

きたらすぐ捨てる20世紀の消費パターン

は必需的な消耗品以外では許されない

し、そういう時代でもない。それからする

と、一方にユニクロやホームセンターが

あり、どんどん消費される消耗品以外で

も、簡単に廃棄が許されない耐久消費財

でも安易な廉価商品がまだ大量に販売さ

れているところに矛盾が起きている。

私は1980年頃から消費の主流は量的消

費から質的消費に移り、さらに質から文

化的消費に変わっていくと盛んにいって

きました。さらにいえば、ないから買う時

代は終わり、質の問題よりむしろ自分で

使う満足、自己実現欲求を満たしてくれ

る消費に移っている。実際、先進国では洋

服を持っていない人はほとんどいない

し、飢えるからなんでも食べたいという

人も少ない。消費は完全に質の段階にあ

るにも関わらず、片方でなにがなんでも

安いもの、量を追い求めるのは、戦後、あ

るいは戦争中の危機感や飢餓感が人間の

DNAのどこかに残っているからとしか

思えない。しかし21世紀にはそのDNAは

相当薄れてきています。70年代、80年代と

いい続けてきたことだけど、今こそ「量か

ら質へ」「質から文化へ」という消費をド

ライブする要素が変わってきていると今

更ながらにいわなければならない。

また、私はライフスタイルという言葉を、

70年代から唱え続けてきました。しかし、

ライフスタイルという言葉も日本にはファッ

ションとしては存在しましたが本当の意味

での定着はなかった。つまりかつては、隣

の人がカローラを買ったからうちもカロー

ラを買う、隣がクラウンだからうちもクラウ

beyond necessity.  This may be because we remember the paucity
and hunger during World War II, but I hope this memory will be
gradually forgotten in the years to come.
I also have been using the term “lifestyle” since the 1970s.  Although
it became a fashionable term, but its real meaning is not well
understood.  Consumer behavior in the early 1970s was driven by
the perception pf “lifestyle” as ownership being the great
“equalizer.”  This perception was commonly shared not only among
the Japanese but probably also among Americans.  It is only in the
past 10 years that people have developed the confidence and
individuality to create their own lifestyles, and to live according to
their own values regardless of their economic status.  It seems fewer
people now feel ashamed or inferior simply because they live a life
different from their neighbors.

Presentation Shift from Consumption
- from Possession to Use

* Paradigm Shift in Consumption
A paradigm shift in consumption cannot be avoided.  In this age
when, except for daily supplies, mass production, mass consumption
and mass disposal cannot be tolerated, we are no longer allowed to
buy cheap things, except for daily supplies, and throw them away
when we are tired of them.  However, for durables that cannot be
easily disposed of, there are still many kinds of cheap merchandise in
the market.  This is a disturbing contradiction.  Since around 1980, I
have been saying that the main stream of consumer behavior would
shift from quantitative to qualitative, and from qualitative to
cultural consumption, and furthermore, that people will seek
satisfaction in using a product they buy, or that they will buy things
which would satisfy their desires for self-realization.  Even though
we seek quality in our purchases, we still want to buy cheap things
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で、かたちあるものを贈れば必ずそれは

無駄な消費になってしまう。そうではな

くて、消えるものを贈ることが消費の本

質になるのではないか、消費は消えて費

やすという字を書くようにどんどんそう

なってくる。ですから形あるものは持た

ずに必要な時にだけ利用するという価値

観につながるのです。消費が形のあるもの

は持たないことであるなら、それに対して

投資は形があり価値が不変なものにお金

を投じていく、つまり100年経っても価値

が変わらないものに対する投資と、所有

せず使用を楽しむ消費に二極化していく

という仮説を持っています。

20世紀型消費に対するデザインの反省

有名なレイモンド・ローウィを顕彰し

て設立されたレイモンド・ローウィ・ファ

ウンデーションという組織があります。

毎年暮れにデザインサミットをサンモリ

ッツで開催するのですが、昨年は私が参

加しました。そこで20世紀のものの氾濫、

あるいはデザインが変わることによって

商品がつくられ廃棄されていく現象に対

して、デザイナー、インダストリアルデザ

イナーはどれだけ問題意識を持っている

かという議論になりました。

すなわち経済セクターや、あるいはマ

ーケティングセクターがものを売るため

に目先のデザインを変えろ、という要求

を出すことに対して、デザイナーはただ

唯々諾々とそれを受け入れて目先のデザ

インだけを変える仕事をやってきたので

はないか。それによって確かにものは売
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ンという人並みあるいは横並びの消費が

主流でした。自分もそのステージに行きた

い、ステータスに行きたいという欲求が消

費への大きなドライビングフォースだった

わけで、これは日本だけでなくアメリカで

も恐らく戦後ずっとそういう力が働いてい

たと思います。

その中で、いや違う、隣とは違う価値観

で暮らしても全く恥ずかしくない、とい

うことがあらゆる消費の世界でなんとな

く出現し始めたのは、ここ10年位ではな

いでしょうか。それぞれの人たちが自分

のライフスタイルに対して自信を持ち始

めてきた。だからそんな格好をしたらち

ょっと貧乏に見えるんじゃないか、恥ず

かしくはないかということとは関係な

く、お金持ちでも革靴を履くべきじゃな

い時はスニーカーを履いて外出をする方

がカッコイイ、貧富の差とは一切関係な

くアウトドアライフを楽しむような趣味

や自分の価値観に忠実に生きていくこと

がここにきてようやく実現してきた。ラ

イフスタイルが初めて本物になってきた

のではないか。そう考えると、30年間いい

続けてきて良かったなと思います。

所有することから使用することへの欲

求の変化、これも重要です。私はクルマの

消費が所有価値から使用価値へと変わっ

ていく一番いい例だと思うのです。快適

なトランスポーテーションの手段として

考えた時に、その保有するための税金や

メンテナンスコストまで考えたら、一週

間に数時間しか乗らないクルマを所有し

続けていることの意味は本当にあるのか

と思うし、同様にクルマが古くなって新

しいものに乗り換えたいという欲求があ

ればあるほど、経済効率的ロスが大きい

ままに買い換えているわけです。それだ

ったら、タイムシェアをしてクルマをリ

ースやレンタルするという、その時の用

途によって好きなクルマを簡単に借りる

ことができる完璧なシステムができた時

には、クルマを所有する時代は終わるの

ではないでしょうか。もちろん財産価値

として美術品的な高級車を持ちたいとい

った欲求はあります。それはそれでいい。

だけど足として使うクルマはもっと合理

的な使い方、つまり使用価値を追求して

いく消費が必要になる。この辺りは「クル

マ社会のリ・デザイン」にも書きましたし、

複数の方々がいっていることです。消費

自体のリ・デザインは所有から使用に価

値観が転換していく。

また、私は人にものを差し上げる時に

はなるべく「消えもの」を贈るようにして

います。人の趣味とか好みがわからない

greater value gained from paying per use rather than paying to own
or possess a thing.  When I give a present, I usually buy something
that will be used up.  Consumption literally means to consume, while
investment will suggest that we invest our money into something
that has form and long-lasting value.  I have a hypothesis that we
will spend money in two ways, one to invest into something the
value of which will not change, and the other to enjoy using
something without owning it.

* Reflection of designers on the 20th-century type consumption
The Raymond Lowey Foundation holds the Design Summit at the end
of every year. I attended the Design Summit held last year. At the
conference, there was a discussion on what designers thought about
the phenomena of merchandise flooding in the marketplace. They
accepted instructions from the marketing people to change apparent
designs in order to attract consumers’ attention.  As a result,

* Shift from Possession to Use
The shift from a desire for possession to that for use is also an
important element.  The most typical value shift will be seen in the
consumption of vehicles. Seen purely as a means of transportation,
and taking into consideration the cost of maintenance, taxes and
other expenses, I wonder if it is really worthwhile to own a car if I
will use it only several hours in a week. When we want to buy a new
model car, we invest a great amount of money knowing an
economic loss will result from selling the car currently being used.
Therefore, if there is a perfect rental or lease system through which
we can rent or lease different models to suit our purposes or needs,
we would no longer need to possess a car. Of course, there may be
people who place value on motorcars as assets and who purchase a
high-class vehicle just like an artwork. Let them do as they like.  But
for every day use, there should be more rational ways of using cars.
As a consumer society, we need to learn consumer behavior that sees

5
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れ、経済は発展した。しかし、それによっ

てものが氾濫して環境問題や資源問題を

生みだしている。ということはインダス

トリアルデザイナーがもののデザインだ

けではなく、社会のデザインや消費のデ

ザインに対してもっと考えていかなけれ

ばいけないのではないか、ということが

ここ数年議論されてきたテーマだったの

です。

昨年はそれをひとつの宣言にしようと

6月21日を「デザイン・アクション・デー」

と制定しました。アクション・デーですが

アクションをしないで、インダストリア

ルデザイナーもグラフィックデザイナー

もその日はデザインを休んで、デザイン

の本質について考える日にしようという

提言をまとめたのです。これはたいへん

面白い提言で、日本デザイン機構がなぜ

「消費社会のリ・デザイン」を提案するか

ということに一脈通じると思います。つ

まり我々が発足以来ずっと、単なるグラ

フィックデザインとかインダストリアル

デザインという意匠としてのデザインだ

けではなくて、ソーシャルデザインを考

えよう、もっと広義にデザインを考えよ

うじゃないかと活動してきたことにとっ

て、世界の動きがますますその方向にな

ってきているからです。今回、消費という

立場からデザインをもう一度考えてみ

る、あるいはソーシャルデザインの立場

から消費社会をもう一度考えてみること

の意義は非常に大きいし、またタイミン

グとしてもグッドタイミングだと思って

います。

物理的充足を超え、感性
的充足・心理的充足を提供
する

新しい充足法－感性消費と心理消費

同質消費という意味合いのなかで、提

供者が確定したグッドデザインがある意

味では同質型の市場構造をつくって量を

獲得し、それが充足を終えてしまうと次

の問題解決に移るわけですが、その時に

同質からいえばもっと違いを生産し違い

を要求する次の要望軸、ここではそれを

物理的充足から感性的な充足と心理的な

充足へという2つのキーワードをだして

みました。

感性的な充足のひとつは、デザイン戦

略でいろいろな商品開発をしていると

か、扱う商品が優れたデザインの美学的

な問題解決を商品化しているとなると、

それを提供するチャネルやショップも変

らなければならない。ものだけ積み上げ

ていればこれは倉庫です。従来は倉庫だ

からそれに相応しい合理的な売り場であ

るとか、例えばちょっと店にくせをつけ

ておけばいいという話だった。これを越

えた現実でいえば、ひとつの体験を全体

像としテイストで売る。郊外になるとそ

ういうチャネルは鮮度を形成します。あ

るいは非常にメディア的な構造になって

いって、実店舗よりも機能を果たしたり、

ネットやTVショッピングの方が伸長率

が今は高いという。ものの充足が終わる

と次に情報の充足となり、そこでは情報

が消費されて、変化や鮮度、つまりニュー

スや今というライブなものに転換してい

く。ファッションとはまさにそこだった

と思います。

心理的な消費は、自分を大事にしたか

った、大事にされたかったといったサー

ビスのデザインです。現実はサービスが

上位概念になり、自分が求めたデザイン

を選べるようにしてくださいという、デ

ザインがつくられたものに添付されるも

のから、むしろサンプルを提示してユー

ザー自身がチョイスをする。デザイナー

はもののデザインをするのではなくてユ

ーザーがデザインを指名できるようにす

る、いわばオーダーデザインプロダクト、

頼まれたらつくるのです。できたものを

売ることによって溢れてしまった社会

を、確実に使う、つくってほしいという要

望のもとでやる。ここで初めて固有の違

いに対するセットアップが生まれてく

る。すでに投入されすぎたものをもう一

homogeneous market, and when these products saturate the market,
a new demand for differences emerges.  Here, two keywords,
emotional fulfillment and psychological fulfillment, are presented as
consumers’ desires that follow their desire for material fulfillment.
One way toward emotional fulfillment is to sell a new experience
that satisfies a customer’s taste.  When various products are
developed under a design strategy, or when aesthetically designed
products are put on sale, the shops and other sales channels should
be changed from conventional ones.  In suburban shopping centers,
new shops attract customers.  In the meantime, desires for
information are fulfilled as TV shopping and Internet shopping have
developed and have made greater turnovers than the sales at shops.
Through these media information is consumed.
Psychological fulfillment is obtained from the quality of services.
Therefore, it stresses the design of services.  Manufacturers show
only samples, and users choose designs and make orders.

products were sold well, and the economy developed, causing
environmental problems and resource problems.  The Design Summit
last year designated June 21 as “Design Action Day.”  It actually is
“Design Non-Action Day,” calling on designers to stop working and
consider what design really means. In JD, we have been discussing
“social design” and “re-designing the consumption society,” and now
it can be said that the world trend is moving toward the same
direction. It is significant to reconsider our consumption-oriented
society from the social design point of view.
Seiichi MIZUNO, President, Institute of Marketing Architecture Co., Ltd.

Presentation   Emotional and Psychological Fulfillment
beyond Material Fulfillment

* New Methods of Fulfillment - Emotional Consumption and
Psychological Consumption
Good design products provided by manufacturers fill the

谷口正和
（株）ジャパンライフデザイン
システムズ
代表取締役社長
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回使えないか、もう一回リ・デザインでき

ないか、という要望が新しい市場になり、

例えば一番高い商品を形成している住宅

はもうすでにオーバーに提供されてい

て、むしろそれをどうリフォームするか

という市場の方が大きくなっている。こ

こでも新しいデザインがメニューになる

構造で、今やっとインテリアが商売にな

ってきたのも、初めて次の新しい充足の

大きな担い手としてデザインがほとんど

のところで戦略課題になってきているか

らだと思います。その意味では、観光も含

めた商業空間が都市そのものをつくり替

えるときに、タウンデザイニングは従来

のタウンマネージメントを越えて、どの

ようなコミュニティ全体をデザインする

のかという認識論がないままやると、い

ろいろな問題を起こしてしまうと思うの

です。ここでは消費から投資へというい

い方をあえてしますが、20世紀は消費者

が中軸です。この背後にはマスプロ、マス

プロダクツ、マスコミュニケーションと

いったインフラ型でいう同質型の市場構

造、これは社会の基盤としては非常に重

要ですが、結果としてオーバープロダク

ツの構造をつくってしまった。ディスカ

ウントしてそれを広げても、全体では問

題しか起こさないところにきている。例

えばものを大事にしない風土だけができ

る。これに対して社会的なひとつの潮流

は、次なる共通認識の中にある。これはユ

ニバーサルデザインもそうだと思います

が、そこでは厳選圧縮し、頼まれたらつく

るという仕組みこそ重要です。そこはも

っとも地球社会的合理性を持った仕組み

が導入され、ローコストも重要な課題だ

ろうと思います。

消費から投資への価値変化

しかし、自己表現とか、自己実現という

問題がもう一方の生活者にとっての投資

項目、ここでは投資と呼んだわけです。コ

レクターになるとか、そういうものが好

きであるとか、料理研究家だから優れた

キッチンをホームリニューアルの時に使

いたいとか、非常に高い旅人経験を積ん

だ人があの国のあれと同じ浴槽をつくっ

てくれというようなことは、自己におけ

る未来生活快適化とか、より美しく存在

するとか、いつまでも若々しくとかとい

うものに対してお金を使うことは、自己

表現も含めて投資の項目です。投資と消

費は全く違うという認識でいうと、消費

はコストを形成するように見えるからコ

ストは削減しゼロにする方がいい、こう

いう流れの中にあるのでどうしてもデフ

レとは、いってみればローコストみたい

な論議ばかりになって、量の問題とぶつ

かる。そうではなく、無駄なものはいらな

い、今はものを持ち過ぎた社会だから、持

ち過ぎをどうやって整理するかの方が重

要になってくる。こういう時になにに投

資するか。例えばいつまでも健康でいる

ことに投資するのは、ものを買うことと

イコールではないのです。むしろ健康を

保つためにはどのような運動がいいの

か、どんな食事がいいのかと。これらは量

から言うとアンチテーゼでむしろ逆で、

消費社会は量が減る世界とイコールだと

思うのです。いろいろたくさんはいらな

いからもっといいものをちゃんとやれよ

と、これが質的転換だと思うのです。投資

の認識の中で現れてくるのは新しいサー

ビスも含めて、完全にその人一人ひとり

が要求する問題を解決することに対する

シナリオです。

ただし、これを共通項としてユニバー

サルデザイン一発で解決というようなの

はマス発想、工業社会のモデルのままで

す。その認識論をやるとすればガイドラ

インとしてエコロジーであったりバリア

フリーであったりすることを与件として

飲み込んでしまうという以上のことをな

products manufactured could be reduced to one tenth, and
manufacturers will not need to dispose of unsold products.  What is
important is to design a rational mechanism to lower costs.

* Value Shift from Consumption to Investment
The act of buying particular things as collectors, or as a means of
self-realization is not consumption but investment.  Since we have
too many things, it becomes important to control our over-
possession.  Investment does not imply buying things.  For example,
some people may invest on maintaining their health, and it is not
equal to buying things.  Investment would suggest that people want
to have only good quality products and services that will help solve
individual problems or meet their desires.  The concept of universal
design should not be considered as design for all, because such is a
typical style of production in the industrial society.  The most
important thing about universal design is that it will be approached

Manufacturers begin to produce a product upon receiving an order.
Instead of making products in mass and filling the market with
overproduced merchandise, only the number of products that are
certain to be sold is manufactured.  Here emerges a new system of
production and sales to meet actual rather than projected market
needs.  Re-designing the product is now coming as a new demand.
For example, houses, the greatest investment for consumers, are
over-supplied and the house reform market is rising.  When reform
designs are presented in this emerging market, interior designers
have become the key to consumers’ psychological fulfillment.
In the future, there will be fewer people who come to shops to bring
back items but people will come to shops to see samples, and make
detailed orders, as to colors, accessories and other parts.
Manufacturers will not need to conduct test marketing for a new
product, because they will make things to customers’ specifications.
If this way of production is put into practice, the amount of
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かなかできない。一人ひとりに対してセ

ミオーダー的にものごとを解決すること

こそがユニバーサルデザインでもっとも

重要だという気がします。

物所有価値から活用生活価値へのサービ

ス業化

コレクターといえば、興味アイテムに

対しては「自己表現」となりますから、自

宅を図書館やミュージアムにしたりする

人もでてくるし、ホームオフィスという

新しい働き方と概念がでてくる。それに

どうやって応えていくかということも、

新しい商品としてデザインされたものと

して全体像を形成することであり、こう

いう生活価値の流れでいえば、一人ひと

りが要望を持ってそれに対してどのよう

に相談・解決をしていくかという、デザイ

ンコンサルテーションサービスがもっと

表にでてくる。そこでどうしたらいいか

を教えてもらって解決する。できあがっ

た商品をそのままお持ち帰りいただく人

は今後激減するだろうと私は予測してい

ます。それをサンプルとして、もうちょっ

とこうならないのか、というような小さ

な注文をつける人が今後多々増えてく

る。「もうちょっとご飯を少なく盛って」

とか、「もう少し辛みを抑えてください」

とか、トッピングで変えるようなことは

すでにやっている。だから例えばこれが

赤色だったら「（この赤色とは違う）こう

いう赤に」ということは十分起こりうる

し、そういうサブメニュー化の流れの中

で、やはり今デザインは選択されるサー

ビスの方向を向いていると思うのです。

提供者が実際に使う一人ひとりに目を

向けてそこからものごとを発想し直す

と、ここに一番無駄がない構造があるわ

けです。つまりテストマーケットをしな

くてもお客が要望したものをつくるとい

う循環をすると、今つくられているもの

の少なくとも10分の1くらいの量で、的中

率の高いものがつくられ確実に使われ

る。不良債権もなくなる。さきほどのユニ

クロでは売れ残りをどうしているのか。

さらに値段を下げて最後まで売り切ると

いっても売れ残った色ばかり、先行顧客

が買ったあとの色が残っているんです

ね。それはもう他の人も選びにくい色で

す。いくら半値といっても売れない。結

果、処分するしかない。優れた循環のモ

デルになっているかというと、確かに最

初に利益をとってあとをコストにしてい

ることだから、ビジネスモデルになって

いるのだが、やはりそれは過渡期のモデ

ルだと思うのです。

生活者の現実問題解決を店頭化させる

話題のライフソリューションに目を向

けると、今、寝付かれない人が2人に一人

いる。するとベッドルームはナイススリ

ーピングルームとしてデザインされなけ

ればいけない。バスルームは癒しとビュ

ーティアップのためのソリューションル

ームだとすれば、ただ風呂があって綺麗

だというレベルではない。次の課題認識、

問題を解決する新たな認識論がでてく

る。枕もオーダーという段階にきていま

すが、現実にいうと眠りのプログラムを

どうするかです。伊勢丹の男の新館は売

り方を変えて、そこに新しいいい男をつ

くるというサービス全体を商品化して、

あそこに行ったらちょっといい男になれ

ると。だから今後は散髪屋とか、そういう

ものをいろいろ考える事もできるので

す。これは、次の感性型の要望に対する新

しい問題解決を全体でプログラムしたも

のを売り場につくることです。そうでな

いと、洋服だけ着ていればいいというわ

けにはいかないから、筋肉トレーニング

のようなものも含めて全体像をもっとや

っていこうということになると、興味の

ある人を集めてクラブ型でサービスして

いく、クラブデザイニングも非常に重要

な課題になってくる。この流れの中でい

うと、もののデザイン、情報のデザイン、

サービスのデザイン、このデザインの概

念は様々に広がりをもっているわけです

が、優れて美しく快適に問題を解決する

ナイスソリューションとしてのデザイン

メニューでサービス化しようと思うと、

レストランと同じようにメニューにして

頼まれたらつくるとなる。そしてどこで

つくっているのかわからないのではな

く、中国の奥地でつくっているのではな

くて目の前で見事にプロがつくる、ダイ

レクトキッチン方式みたいなものは化粧

品や薬でもそういう傾向になりつつあり

ます。このようなものも我々の新しいマ

ーケットに対する全体の社会構造のデザ

インとつながっている気がします。

task.  It is in this way that the sphere of design expands from
products, information and on to services.
Restaurants that serve food cooked right in front of customers are
favored, and this “directly from the kitchen” style is now spreading
into cosmetic shops and pharmacies.  I feel that this tendency is
linked to our attempt to design the structure of the whole society.
Masakazu TANIGUCHI, President, Japan Life Design Systems Inc.

Discussion
* Economy, politics and consumption patterns change a society
Hiroshi SANO (moderator): In the past, an automobile was very
expensive, so an owner used one’s car until the end of its life by
repairing it a number of times.  In other words, an automobile is an
object of possession.  But now, when a new model is introduced,
users trade their used cars in for new models.  In this way, “from
possession to use” seems to be occurring in actual life.

as semi-tailored design.

* Services to Enhance the Value of Use
Collectors of specific items may want to turn their houses into a
small museum, or some people may work at a home office.  They
may need some help designing the organization of these facilities.
Then design consultation to solve individual problems will become a
rising business.

* Merchandising Consumers Problems
Many people have trouble getting to sleep.  Now, a made-to-order
pillow has arrived.  Next, bedrooms should be redesigned.  With the
concept of “making cool guys,” the Men’s Department of Isetan
Department Store now has a barbershop, and other facilities such as
a gym.  It is intending to manage the department like a membership
club.  Then the designing of such a club will become an important
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討論 繋ぐデザインを考える

経済・政治・消費の3つファクターが一緒

になって社会を変える

佐野寛（司会）「所有から使用へ」につい

て、例えば自動車は昔はとても高価なも

のだったので、修理屋さんが修理をした

りして長年持つ、つまり所有だったわけで

すが、今は新車がでると買い換える。所

有から使用への流れがそういうかたちで

現れている。大量生産・大量消費という関

係でいうと、持っている時間を短くさせて

どんどん取り換えさせる。その過程で大

量廃棄も生じる。私が関わってきた広告

は、大量に売って大量に買い換えさせる

働きをしてきた。クルマ自体も容易に修理

ができないかたちになった。それをIT化

の流れが加速させてきた。だから現象的

にいうと共時的秩序化と通時的無秩序化

といいますか、そういうことが起こってき

たと思うんです。そういう面からいうと、

所有から使用へという考えも注釈つきで

ないといけないように思うんですが。

水野誠一 今は少なくともクルマは「買

う」ものです。そして買って一日乗っただ

けでも価格は半分になってしまう。です

からそもそも買うという約束事をやめな

ければだめなんです。これからの自動車

メーカーは、トヨタであろうが日産であ

ろうがサービスプロバイダー、つまり自

社でつくったクルマを全てレンタル、あ

るいはリースしかしない。それにはいろ

いろな形態があって時間でレンタルする

もの年間リースするものもある、けれど

所有権は自動車メーカーが持っている。

その代わりクルマの進化にしたがってエ

ンジンやサスペンションを変えたい時に

は、スクラップしてつくり直すのではな

くてバージョンアップをしていく。今の

自動車はボディでもシャーシーでも非常

に耐久力があります。ですから10年でも

もつものを3年ごとに買い換えているの

ではないだろうか。全ての領域でこの考

え方を変えていく。一番いい例が冷蔵庫

です。今、家電メーカーでは5年位経つと

部品がなくなってしまい修理ができない

から、結局はその冷蔵庫を捨てることに

なる。すると冷蔵庫に入っているフロン

ガス、最近は使わなくなっていますが、そ

れでも回収の問題が起きます。それでも

冷却装置に入っているフロンガスは回収

できますが、断熱材としてボディに入っ

ているフロンガスは壊す時に必ず大気中

にでてしまうんです。冷蔵庫のボディも

頑強にできていますからキチンとしたメ

ンテナンス、あるいは中の機能だけをバ

ージョンアップできるようなシステムを

つくれば買い換える必要はない。例えば

北欧の家電メーカーには洗濯機を時間貸

しするというシステムがあるんです。使

用時間に応じて支払いをする。それくら

いの考え方を社会が持つ必要がある。そ

れには経済、政治、それから消費の3つの

セクターが一緒になって変えていかない

限り変わらないと思うんです。

しかし人間には所有欲があります。私

も日常に乗るクルマはレンタカーサービ

スで全く問題ないのですが、クルマが好

きでクラシックカーを数台持っていま

す。コレクションしたい、所有したい、休

みの日にレースして楽しみたいというの

は人間の欲望の部分ですからあってい

This concept and practice should be introduced into Japan.  For this
to happen, political, economic and consumer communities must
work together.
Having said so, humans desire to possess things. I am fond of classic
cars and actually own several.  The desire to collect cars, and
participate in races on weekends, should be realized.  To me,
possessing classic cars is an investment on myself.  We should
consider a car for transportation and a car for personal pleasure
separately.
SANO: Manufacturers have their reasons for continuing mass
production.  A newspaper company, for example, has invested an
enormous amount of money in high-speed offset printing machines
that can print millions copies in minutes.  Before the ink settles,
about 5000 copies will be wasted.  If the operation rate of such a
machine is below 85 percent, the company will fall into the red. So
sales people are working hard to increase subscribers, and the

Manufacturers produce motorcars in mass and encourage customers
to replace them in mass with new models every few years.  As
vehicles become more complicated involving information
technologies, they are increasingly difficult to repair.  As a
phenomenon, synchronic orderliness and diachronic disorderliness
are occurring simultaneously.  From this point, the concept of “from
possession to use” must be accompanied by an explanation.
Seiichi MIZUNO: Currently at least, motorcars are intended to be
purchased. The price is halved once you ride on it.  Therefore, the act
of buying should be terminated.  Automobile manufacturers in the
future should become service providers to rent or lease what they
have manufactured.  The periods for rent or lease may vary, but the
right of possession belongs to the manufacturers.  When new
engines and suspensions are developed, they can upgrade the
existing motorcars before scrapping them.  In Scandinavia, electric
appliance manufacturers provide washing machines for hourly rent.
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い。ですから所有するものは自分に対す

る投資なのかもしれない。それと個人の

トランスポーテーションとして必要なク

ルマは完全に分けて考える時代にきてい

るんじゃないでしょうか。

佐野 所有から使用へという流れの「質」

をどんどん上げていくということです

ね。そこでの大問題として生産側の都合

というものがある。例えば印刷業界では、

新聞数百万部をあっという間に刷り上げ

る高速オフセット輪転機というすごいも

のがありますが、印刷のインクが馴染む

までに損紙が5000枚でます。高価な機械

なので、稼働率が85%を切ると償却費が

でず、赤字になる。機械を稼動させ続ける

ために営業は山ほどの注文をとってこな

いといけない。会社を存続させるために

大量生産を延々と続けるしかない。そう

いう構造が、印刷業界だけでなく、広く蔓

延しているわけです。その結果「なにから

なにまで過剰生産」という状態になりま

す。そこを変えないとどうにもならない

という現実がある。

谷口正和 今、現実にはトヨタでもセル

フ方式というプロジェクトファクトリー

で頼まれたものしかつくらない、しかも

少人数でつくると。いわゆる直列型のラ

イン生産というのはほとんどやっていな

んですね。そういう意味ではエンパワー

メントで最小単位で自立してネットでつ

ないでいる。だから、総量前提型のマスプ

ロ方式からいかにするかが大切です。転

換期ですから。

プロのモデルやあるバーを越えたテレ

ビの天気のお姉さんでも洋服をほとんど

買わないでスタイリストサービスを受け

ています。買えば同じ服を着てでなけれ

ばいけないから。今、すごいところはやは

り頼まれてからつくる生産体制にどんど

ん変わっています。

水野 百貨店の店頭にあれほど同じ色と

かたちの洋服を並べておく無駄はすごい

ですね。店頭で採寸して工場にインター

ネットで情報を送って縫製をすれば、で

きあがっているものをほどいて丈つめを

する時間といくらも変わらないんです

よ。そういうつくり方に発想を変えなき

ゃいけない。自動車メーカーは新車をど

んどんつくらなければ儲からないと言い

ますね。その代わりに無駄な生産をしな

くていいのですから無駄な廃棄にもコス

トがかからないわけです。そういうとこ

ろでコストを下げて、リース、レンタルで

やっていくから収入は減るけれども利益

は減らないという21世紀型の経済モデル

やビジネスモデルができる。

会場から
所有から使用へのプロセスは

栄久庵憲司（会場）所有から使用へのプ

ロセスはどうなりますか。

水野 今、世の中は規制緩和と言ってい

ますが環境問題やこうした問題に関して

は規制は強化しないとだめなんです。さ

きほども申し上げた産・官、まさに経済、

政治、消費の3つのセクションが一緒にな

って世の中を変えようとしない限り絶対

にできない。使用価値へとだんだんと価

値観は変わってきていると思うんです

が、弾みをつけ、そちらの方向に向かって

いくためには法律や税制上の優遇措置と

いったルールをつくっていくことが必要

だろうと思います。

栄久庵 所有から使用へとクラブデザイ

ンの両方がうまくいけば、クラブデザイ

ンというのがひとつの事業として成立す

るのではないかなと感じたのですが。

谷口 大正時代はほとんどが借家で自分

の家を持っている人が少なくて、借家ビ

ジネスに社会的ロマンを持っている人は

素晴らしい家を貸してあげています。そ

こに投資をしている人はかなりいいデザ

インのアパートメントを経営していて、

初めから冷蔵庫からなにから全部セット

されている。ずっと住むのではなくてあ

る期間住むということになると借りる人

がかなりでてきています。そこをプロが

メンテすることでホテル住まいに近いサ

ービスが事業となる。ホテルは全てプロ

がインテリアをやっていますよね。だか

ら変化もつけられるしそういうサービス

でより優れたものがでてくると借りた方

が賢いだけでなくセンスもいいとなる。

今後そういうメニューがでてくると個人

所有はだいぶ衰退する。

水野 ロンドンには個人所有はほとんど

ないんじゃないでしょうか。土地自体、だ

いたいが99年のロングタームリースで

す。ですから東京都内も本当はある時点

で個人所有ではなくて全部リースにして

disposal.  While the income of manufacturers may drop initially, the
costs will also decrease, and as a result, the profit will remain at the
same level as before.  I am certain that a new business model or an
economic model will be created.

From the Floor 
Kenji EKUAN: What will be the process to move from possession to
use?
MIZUNO: Legal as well as tax incentives will be required to give
impetus to establish systems to encourage use.
TANIGUCHI: At the beginning of the 20th century, most people in
Tokyo lived in apartment houses or rented houses.  Some landowners
invested a great deal of money into building good quality apartment
houses and provided good services, and those who rented could
enjoy hotel-class services.  If high quality services become available,
people’s desires for possessing lands and houses may be discouraged. 

company has no choice other than to go on printing numerous
copies.  Such a structure lies behind over production, so unless this
structure is addressed, we cannot stop mass production.
Masakazu TANIGUCHI: At Toyota Motors, project factories with a
small number of workers only produce motorcars upon receiving an
order. Small units are connected with the Intra-net.  And this
production method is replacing the former style of assembly lines. 
MIZUNO: It is indeed wasteful to hang so many clothes of the same
style and colors with different sizes on the floors of department
stores.  If the size of a customer is measured at the shop front and
sent to the factory, a dress can be sewn in a few days to fit to the
customer. It does not require much longer time than to undo the
seam of a readymade dress to shorten the length.  Automobile
makers say that they cannot make business unless they put forward
new cars one after another.  But since they do not have to produce
an extra number of cars, they do not have to spend extra money for
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も良かったのか

もしれない。

栄久庵 どのく

らい良くなりま

すか。

水野 少なくと

もペンシルビル

が乱立するよう

なめちゃくちゃ

な状況はおきなくなると思います。

佐野 そのことと「柱のキズはおととし

の五月五日の背比べ」のような家に愛着

を持つということとの摺り合わせは。

水野 50年借りる人も2世代に渡って借

りる人もいてもいいんです。ただ、それを

所有するとなると逆に規制される。

階段をつくるために建てたのかという

ようなペンシルビルがありますが、それ

でも自分の土地の所有を主張するあま

り、隣と一緒の共有ビルはつくらない。日

本はビルといえども20年位で建て替えて

いく、安っぽい建物を建てて20年しかも

たないで建て直していくというやり方が

問題なんだと思うんです。

佐野 そこに壁材とか床材とか材料の新

製品の大量生産が加わるわけです。新製

品をどんどん出して前の製品を「旧製品」

にし、建て直しにつなげていくというこ

ともある。

栄久庵 衣と住がでて、食べ物はどうですか。

佐野 食についても同じ現象がありま

す。ただし、食に関しては食糧問題、食糧

危機が遠からずやってきますから今と様

相が自動的に変わっていくと思います。

ポストモダン研究と結びつけて

中野恭子（会場）私は私学女子高校の家

庭科の教師でした。5年位前からポストモ

ダンを研究したくてイタリアのファッシ

ョンブランドを調べています。

私はもともと教育者ですからデザイン

よりもシステムに興味があります。日本

が明治期に近代国家とするために教育

的・思想的に日本人のライフスタイルや

考え方を変えるという時、舞台装置や舞

台衣装としてファッションやデザインを

取り入れた。その方が早いのです。戦後に

なると民主化があり、民主的な家庭とい

われて戸惑うんですが、家庭にメディア

やダイニングテーブルや冷蔵庫などを取

り入れると本当に民主的になったかどう

かはわからないけれど変わるんです。そ

ういう大きなモダンという意識の中で日

本人がデザインを使って受容してきた、

というのはわかるんですが、ポストモダ

ンになってからわからないんです。

私の考えですが、フランス革命はブル

ジョア革命、第一次と第二次大戦間は労

働者革命だった。欧米の人はものを持ち

たいだけでな

く、ブルジョア

としての美、労

働者としての美

を持ちたいと思

った。機能性か

ら機能美の間に

は文化の力がい

ると思うんで

す。そして、ポストモダンは消費者革命だ

と思います。それは戦争とか暴力ではな

くて日本の場合は女性が消費のほとんど

を握っていますのでブランドです。企業

が消費者情報と違うものを売った。情報

とお金を持っている消費者がブランドと

しての企業の商品を子どもに与えている

のに違う情報を流したことに怒る。鳥イ

ンフルエンザもすぐに対処して保険でも

国でも援助する、消費者も改善を見極め

てまた買いましょうと思う。そういう消

費者の意識があり、消費者がどのような

社会を望んでいるのかです。ポストモダ

ンの特徴として多元世界がありますが、

そのとき地域とデザインはどうなってい

* Postmodernism
Kyoko NAKANO: I have been researching Italian fashion brands for
the past several years to study postmodernism.  In the modernization
process of Japan, western fashion and other designs were
introduced.  It was quicker to implant the new ideas and lifestyles to
people’s life than any other things.  Post-war democracy was
accepted through dining tables and electric refrigerators.  But it is
hardly understood how Japanese people react to postmodernism.  I
personally consider that postmodernism is a consumer revolution,
and that the main actors in the revolution are women who are
controlling household consumption.  What do you think about
postmodernism? 
MIZUNO: I think there are two values, cultural values and civilization
values.  The modernization process after the Meiji Restoration meant
the introduction of the western civilization departing away from
long-cherished Japanese culture.  But now people realize that even

MIZUNO: In London, people lease the land for 99 years.  The Tokyo
Metropolitan government should have put the land for lease at one
point instead of allowing people to buy land.  Then, at least, the
forest of so-called pencil buildings could have been avoided.
SANO: Can people develop an attachment to a house? 
MIZUNO: The terms of lease could be 50 years or longer.   Land
possession will be restricted.  As people’s demand for the right to
own the land is too strong, they can hardly negotiate with a
neighbor to build a building together with a neighbor.  They build a
cheapish building and knock it down and rebuild it in 20 years or so.
That is a problem.
SANO: It is supported by manufacturers mass-producing wall and
floor materials.
A similar phenomenon is occurring with food, but people ’s
consumption will soon change as a global food crisis will occur
sooner or later.
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くのかをこの「消費社会のリ・デザイン」

でお聞きしたい。

それぞれの国の文化の再発見がポストモ

ダン

水野 ものの価値には文化的価値と文明

的価値の2つがあると思います。日本の一

番の問題は文明革命ともいえる明治維新

以降の西洋文明の導入によって日本文化

を断ち切ってしまった。文化と文明は織

物の縦糸と横糸だと思います。文化は

脈々と歴史と時間とともに繋がってくる

縦糸。それに対してその時々に文明とい

う横糸がでてくる。その横糸がバッとで

てきた途端に文化という縦糸を切ってし

まった。明治維新以降、文明という横糸だ

けで織物が織れていると錯覚しているま

まにきてしまったのではないかと感じま

す。ところが21世紀になり文明だけが絶

対的という時代は終わって、文明で暮ら

しがどんなに便利に豊かになったところ

で人間は幸せにならないのではないか、

人間のDNAは縦糸ですからその縦糸が

分断されていると人間は行き詰まってし

まう、特にこうした矛盾だらけの時代に

なってそのことに気づいて、もう一度そ

れぞれの国の文化を再発見しようという

のがポストモダンだと思うのです。

イタリアが素晴らしいのは偉大なる中

小企業が未だにそれぞれの生業を保って

いる国なんです。日本の経営者団体など

が行って一番困るのは、国の規模という

か企業の考え方がまるで違うのでトヨタ

に対してフィアットがあるじゃないかと

いうレベルはいいんですが、その他のメ

ーカーは日本のメーカーに対応するもの

がなかなかない。ほとんどが中小企業に

なってしまうのだけどそれがイタリアの

文化を保っている。暮らしの豊かさを論

じたら日本人はあっという間にイタリア

人に言い負かされてしまうくらい文化の

成熟度が違う。

今やろうとしている消費社会の再構築

は、文明を否定するのではなくて日本が

持っていた文化、江戸時代からきている

消費の知恵や環境に対する配慮とかいろ

いろな知恵をもう一度復活させていくこ

とによって、見事な縦糸と横糸のあるタ

ペストリーを織り上げていくことが21世

紀の我々のテーマなのではないか、そう

いう考え方なのです。ですから、さきほど

の輪転機はまさに文明の愚行そのものな

んですね。それを本当に考えた時に、オン

デマンドで一枚でも印刷ができる、例え

ばコンピュータのデスクトッププリンテ

ィングの世界の方がむしろ現代的なニー

ズに合うものだと思うんです。そういう

ことをいろいろ縦横で考えていく中に今

のご質問に対する答えはでてくるのでは

ないかと思います。

佐野 ポストモダンでは、イタリア発の

ソットサスやメンディーニたちのデザイ

ンが有名ですが、あれは実は、ポストモダ

ンの試みにしか過ぎなかった。まだ本当

のポストモダンはできていないと思いま

す。ポストモダニズムが本物になるのは、

これからだと思います。

残念ながら時間がきましたが、非常に

面白くなりそうな予感がしてきました。

今後、どんどん論議に発言参加をしてい

ただいて、「消費社会のリ・デザイン」とし

て世間に提言できるものにしていきたい

と思います。有難うございました。

水野誠一
慶応義塾大学経済学部卒業。西武百貨店代表取締役社長、慶
応義塾大学総合政策学部特別招聘教授を経て、1995年参議院
選挙に比例代表で当選。同年、株式会社インスティテュート・
オブ・マーケティング・アーキテクチュア（略称：IMA）設立、代
表取締役就任。2002年株式会社リプロジェクト・パートナー
ズ設立、代表取締役C.E.O.就任。現在、海外企業の日本進出や、
国内企業の再生に取り組んでいる。
団体役員　NPO法人「日本ケアフィットサービス協会」理事
長、他。著書 「知恵のマーケティング」（同文書院インターナ
ショナル）他多数。監訳 「起業家 ジム・クラーク」（日経BP
社）。

谷口正和
武蔵野美術大学造形学部産業デザイン科卒業。生命、生活、人
生の在り方を問う「ライフデザイン」を企業理念そのものと
し、地球と個人の時代を見据えて常に次なる価値観のニュー
モデルを提示し続ける。コンセプト・プロデュースから経営
コンサルテーション、企業戦略立案、地域活性計画まで幅広
く活動。時代を週単位で分析し続けている週刊｢MAIL&FAX
Nexthink」はウィークリー情報分析誌の草分け的存在。会員制
ワークショップとして、21世紀の新マーケット･パラダイム
『文化経済』市場の商業、観光、産業の経営を学ぶ「文化経済研
究会」を主宰。
著書 「企業経営とデザイン」（ダイヤモンド社）「ライフソリ
ューション」（繊研新聞社）「五〇歳からの自己投資」（東洋経
済新報社）他多数。

佐野寛
（株）モスデザイン研究所代表。1935年東京生まれ。東京芸術
大学卒。目白大学特任教授。元東京学芸大学教授。
著書「21世紀的生活」（三五館）「現代公告の読み方」佐野山寛
太（文春新書）他多数。

Comments from participants
We must ask ourselves what were the results of modernization.
What concerns me most about recent consumption trends is that the
division between rich and poor people is progressing quickly.
Certainly, big businesses have been regaining their strength in the
past few years.  But that is a result of management efforts which
directly affect their employees.  Even though the company is
profitable, general workers are not seeing the benefits.  The number
of employees who hitherto had been guaranteed the security of
lifetime employment was reduced, the salary scale was lowered and
full-time employees were replaced with contract workers and part-
time workers.  On the other hand, elderly people living on their
pensions are on the rise.  It can no longer be expected that spending
by the general public would push total consumption upward.  What
we need to do is to re-start the process of modernization.  We need
to mobilize all our senses to seek our own lifestyles.  Is intended to

though they enjoy the advantages of civilized life, they do not feel
contented with it, and that the society they live in is full of
contradictions.  And now people in many countries are trying to
rediscover the value of the culture of their own countries.  This is
what I define as postmodernism.  The restructuring of the consumer
society is not to deny the civilization, but to incorporate more
positively the wisdom and environmental considerations that
Japanese people have practiced since the Edo era.
SANO: Postmodernism in design was spearheaded by Alessandro
Mendini and his colleagues in Italy some years ago, but it has not
been established.
I feel that our study on “Re-designing the Consumption Society” will
become exciting, and I look forward to the future development.
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Special Issue

参加者アンケート
安部雍子 （株）くれいん館・人間行動研究所代表

「消費社会のリ・デザイン」を考えるとき、私

たちがこれまで「これで良いのだ、これが近

代化だ」と思い込み、その情報過多の中で、

社会全体がゆがみ、その結果が生み出し

たものは何だったのか？　からスタートす

る必要があると思います。どれほど歪んで

いるか、それは最近の子供達の犯罪などを

見れば良く解ります。

そうでなければ「リ・デザイン」自体の意

味が無いはずです。そういう意味で、この歪

んだ消費の先頭を切って進めていらした

方々からの、反省の言葉から始めるべきだ

ったと思います。それが伺えなかったのが

残念です。

最近の消費で一番気に掛かるのは、生

活者の貧富二極化が猛スピードで進捗して

いることです。他国に比べ我が国の特長は、

消費の平準化、大金持ちもいないかわりに、

極貧者も少なく、その殆どを自ら「中間層」

と位置づけていたことだったのは、皆さん

ご存じの通りです。しかし、この10年に亘る

景気後退の中でその中間層が二分し、一部

に新しい富裕層の出現が見られると同時

に、新たな多数の貧者の出現も見られるよ

うになりました。

確かに、企業の業績回復の情報はあち

こちにニュースとして流れていますが、例え

ば今期1兆円の利益をあげたトヨタ自動車

についてみると、会社は利益を上げていま

すが、従業員の給与は切り下げられたまま

一向に上がらず、増えたのはボーナスだけ、

という状況です。つまり、会社と株主は儲か

っても、一般消費者にはそれが廻ってこな

いということであり、それは消費自体の低

迷、同時に階層分離を意味します。

これまで、企業がその身分を一生保証し

ていた「社員」自体の数を減らすこと（リス

トラ）や、給与の減額、或いは会社に負担の

かからぬ「契約社員」や「バイト」への切り換

えで黒字転換を図る企業群の業績がどれ

だけ上がろうと、これは単なるつじつま合わ

せということであり、一方には年金暮らしの

高齢者の増加という問題もあり、これまで

のように一般大衆が押し上げる消費支出

自体は見る影も無くなっているというのが

現状でしょう。

こうした中で、消費の問題は、この貧富二

極化がどんなふうに展開していくか、その見

通しをどう立てるか？　にかかわってくるの

だろうと、私は考えています。冒頭、「私たちが

これまで『これで良いのだ、これが近代化だ』

と思い込み、その情報過多の中で、社会全

体が歪み、その結果生み出したものは何だ

ったのか？　からスタートする必要がある」

と書きました。つまり、これから私たちに求め

られているのは「近代化のやり直し」です。

欧米一辺倒ではなく、しかし古い日本一

辺倒でもなく、私たちの五感を回復して、生

きていることの実感を噛みしめられる生き

方、今求められているのはそういうことなの

だろうと考えます。消費は、そのためのもの、

そういう時代に入ってきているのだろう、と

考えます。企業は結果として儲かれば良い

のだと。

森口将之　自動車ジャーナリスト

モノが売れないと言いつつ、高級ブランド

は売上げをのばし、海外旅行へ行く人は増

えている。つまり、量から質への消費の移行

は進んでいるのであって、それに生産者側

がついていけないことが問題。例えば、ト

ヨタはバブル景気のときに北米で「レクサ

ス」ブランドを立ち上げたが、日本では安い

モノを多く売るかたちを変えなかった。この

ときにある程度、量から質へ移行していれ

ばもっと楽になっていたと思う。今ごろ日本

で「レクサス」を立ち上げても遅い感じがす

る。このままでは「質の消費」の受け皿はほ

とんど輸入品になってしまう。

日本は立派な先進国なのだから、自らの

モノづくりに自信を持つべき。価格競争は

中国などに任せ、例えばクルマではハイブ

リッドなど、世界の先頭に立つ技術を生か

し（セルシオなど高級車にのせるなど）、プ

レミアムなイメージをつくることが大切。こう

した消費の変化は、例えばゴミの分別が

厳しいのでゴミを捨てない→モノを買わな

いというように、環境問題ともリンクしている。

生産者側も早く量から質へスイッチすべき。

でないと、本当に欧米とアジアの狭間で産

業が空洞化してしまう。

小林治人 （株）東京ランドスケープ研究所

たいへん素晴らしい内容で勉強になりま

した。せっかくの催し、もっと大勢の方 に々

参加していただく工夫、例えば、関連団体

のメンバーをお誘いするなど、、、。今後の機

会を楽しみにしています。

I am inspired by the speeches.  I wish there were more people in the
audience.  I look forward to upcoming opportunities for discussions
and dialogue.
Haruto KOBAYASHI, landscape designer, Tokyo Landscape Architects
Inc.

help people live in such a way, and manufacturers will profit
eventually.
Yohko ABE, CRANE HOUSE Company Limited (Human Behavior Research
Institute)

Domestic manufacturers say that their products do not sell well.  But
the sales of famous foreign brand products are increasing.  It implies
that consumer attitudes are shifting from quantity to quality, a
trend to which manufacturers are not responsive enough.  If the
situation continues as it is, people’s desires for quality products
would be accommodated exclusively by imported brands.
Japanese manufacturers should be more confident about their
technical competence and should specialize in making advanced,
high-quality products.  Otherwise, Japanese industries will be
hollowed out between western countries and other Asian countries.
Masayuki MORIGUCHI, motorcar journalist
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Contribution

デザインはグローバルな現象になって

きたが、そもそも消費社会は30年毎の景

気循環説で、アール・ヌーボー（1890年代）、

第一次世界大戦、アール・デコ（1920年代）、

第二次世界大戦、グッドデザイン（1950年

代）、ベトナム戦争、ブランド時代（1980年

代）、湾岸・イラク戦争とバブル景気と戦

争を繰り返し、その時代に応じてリ・デザ

インしてきた。これをガイ・ジュリアー著

『デザインの文化』（2002年）を参考に再考

し、今後の方向性を展望する。

19世紀後半のアメリカのヌーボーリッ

チを観察したヴェブレンの『有閑階級の

理論』（1899年）は、消費社会に関する最初

の著述であり、有閑階級は、まったく実用

性のない商品で、富の見せびらかしをす

るとした。パリの消費社会を観察したボ

ーデューも、消費者文化とは、差別化とア

イデンティティに関する概念であり、文

化資本が、教養のある洗練された人と庶

民を区別し、支配者階級のテイストとし

てカントの美学を引用した。そしてマル

クスも、商品の物神崇拝が、人間関係を具

現化すると考えていたが、社会関係は、経

済より文化つまり所有するオブジェやレ

ジャーが、仕事より、もっと正確に階級を

限定していた。

しかし、大戦間に、ファシズム、ナチズ

ム、コミュニズム、ソーシャリズムそしてデ

モクラシーがせめぎあい、ついに機能性

を機能美に昇華したグッドデザインが、大

衆のスタイルを確立した。さらに、パイオ

ニアとなったモダンデザインのヒーローに

ステイタスを与えたペブスナーが、デザイン

の神格化としてモダニズムに聖典を与え、

その物語の結論を、アートとインダストリー

の対立が解けたバウハウスとしたので、そ

の後のモダンデザイン史も、バッドデザイン

やキッチュに対してグッドデザインをアイデ

ンティファイしてきたが、デモクラシーはプ

ルーラリズムの温床となり、1966年にヴェ

ンチューリが『建築の多様性と対立性』を

著し、プレモダン、アンチモダンとして現れ

ていた古典主義は、ポストモダンのハイデ

ザインに「デザインクラシック」という新た

なステイタスを付け加えた。

19世紀に登場したデパートや20世紀の

スーパーマーケットに育成された消費社

会も、画一性を離れ、多様性を求めるよう

になり、物性消費から感性消費へ、後期資

本主義社会は、余剰製品処理の廃棄戦略

として、デザイナーに必要を創造するこ

とを要求したが、ごまかし理論の対極に

消費者主権があり、大量廃棄、自然破壊、

工業食品による健康被害を経験した消費

者は、もはやモダンを超克し、ポストモダ

ンの消費者意識に目覚めていた。アンド

レア・ブランジは、イデオロギー、テクノ

ロジー、美学を一体化したシステムとし

てのモダニズムの時代の終わりを認めて

いるが、モダニティの考えを完全に放棄

したわけではなく、むしろ、人工的な物か

らエコロジーへの転換期とみなし、この

モダニズムの後退による空白を「第二の

モダニティ」と呼んだが、リオタールは、

ポストモダンとは、大きな物語すなわち

啓蒙の物語の衰退とした。

つまりモダンは、主体が客体としての

消費者を啓蒙するために、国民国家の環

境デザインをした主客分離の時代で、現

代は主体と主体の共感関係による新たな

同族意識、言語上の集団を作る時代とい

えるが、それは、face to faceではなく、デ

ジタルインターフェイスのコミュニケー

ションによって形成される。このグロー

バル世代は、自らの文化や芸術を創造す

る環境に適したプロダクト・グラフィッ

ク・インテリア・タイプフェイスを水平統

合する首尾一貫したブランド・システム

を求めているが、ポストモダンの多文化

世界において、日本独自の消費者観や自

然観によるソーシャルデザインのシナリ

オを提案するデザイナーや建築家には、

視覚消費だけでなく、製品の意味論や場

所の神話の創造など、文化的プロデュー

サーとして、各地のオブジェ、スペース、

イメージを、情報化するグローバルパタ

ーンの文脈で読み直し、潜在していた日

本の詩情性をブランディングするソフト

パワーが期待される。

奈良教育大学卒業論文「皮膚温検査による衣服内気候の研
究」、大阪市立大学生活科学研究科修士論文「着衣モデルによ
る布の熱的特性の研究」、家庭科教諭として大阪府下の私立
高校に勤務し、平成3年近畿高等学校教育研究大会「家庭一般
食物領域における機能性食品（特定保健用食品）の指導」を発
表、武庫川女子大学生活環境学研究科後期博士課程「イタリ
ア・ファッション産業のブランド戦略－その社会的・文化的
意味論」において、1976-1996年のイタリア・ブームの日本市
場における広告戦略からグローバルなブランドシステム等
を研究中。

enhanced functionality to functional beauty became established as
the style of common people.  N.Pevsner, who gave status to pione-
ering modern design heroes, privileged modernism as the apotheosis
of design.  The narrative built toward its conclusion at Bauhaus
where the conflict between art and industry was resolved.  Modern
design history identified good design as against bad design and
kitsch.  Democracy became a hotbed of pluralism.  R.Venturi's
Complexity and Contradiction in Architecture, first published in
1966, and a cult of the classical emerged as pre-modern design and
anti-modern design added new status to post modern high design
called Design Classic.
Consumption behavior, driven by the progress of department stores
that appeared in the 19th century and supermarkets in the 20th
century, has passed the time of uniformity and has come to seek
diversity.  People changed their orientation from material
consumption to emotional consumption.  Late capitalist society

Contribution   Re-designing in a Global Consumption Society
Design has become a global phenomenon.  With reference to the
Culture of Design by Guy Julier published in 2002, the above periods
will be reviewed.
Based on observations of the nouveau riche of the late-19th century
in the US, Veblenx wrote Theory of Leisure Class (1899).  He
discussed that people in this class displayed their wealth with non-
utilitarian goods.  Bourdieu, upon observing Parisian consumers,
defined that the culture of consumption concerned itself with
differentiation and identity, and considering that cultural assets
distinguished intelligent and sophisticated people from common
people. Social relations first and foremost were cultural rather than
economic, and what people had and did in their leisure defined them
in class terms more accurately than the job they were employed in.
During the two World Wars, fascism, Nazism, communism, socialism
and democracy competed for supremacy.  Good design that
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Information

海外情報
デザインの休日

2000年より毎年12月にレイモンド･ロ

ーウィ･ファウンデーション主催のサン

モリッツ･デザイン･サミットがスイスの

サンモリッツで開催されている。これま

でに「世界のグローバル化とデザイン」

「デザインは幸福をもたらすか？」などが

討議されてきた。その討議は2000年には

「社会的差異と人々の生活の質を無視す

るような､一面的なグローバリゼーショ

ンへのデザインの荷担を拒否する」とい

う宣言に結びついた。そして2003年の討

議から「飽和状

態にある市場

経済の中でデ

ザインの地位

が低下してい

ることに警鐘

を鳴らし、加速

する仕事のペ

ースを見直す

ため、毎年6月21日を世界共通のデザイン

の休日とする国際デザイン･アクション･

デーと定める」という宣言が生まれた。こ

の宣言では、デザインに関わる人たちに

対し、考える時間が長い一日である夏至

（北半球の）の日を「仕事の手を休めてデ

ザインの現状と社会的責任を見直す日」

として呼びかけている。

デザインの現状と社会的責任を見直す

ことは、日本デザイン機構の設立の主旨

にも重なる。この一日に限らずデザイン

自身とデザインから見た社会を考える気

運が高まることを期待する。また日本デ

ザイン機構の新たなテーマである「マイ

ナスのデザイン」の検討内容にもこの宣

言は関係をもってくる。

Design Holiday
The Raymond Lowey Foundation has been
organizing the St. Moritz Design Summit since
December 2000 in St. Moritz, Switzerland.
Themes discussed so far were “Globalization
and Design,” “Will design bring happiness to
people?”  In 2000, the Summit declared that
designers would refuse to assist uniform
globalization that will ignore the social
differences among peoples and the QOL of
people in different countries.”  From the
discussion in 2003, it was resolved that June
21 would be designated as the International
Design Action Day, actually a design holiday,
every year, to give warning to about what
designers are doing in and for the already
saturated market economy and to encourage
them to stop and review their ever-
accelerated work pace.  June 21 was chosen
because it is the summer solstice in the
northern hemisphere.  Using the longest
daytime, designers are called on to stop their
work and consider the current situation of
design and the social responsibilities of
designers.
The purposes of the Design Action Day are
common to the prospectus of JD and they are
related with the “Design of Subtraction” that
JD is going to study as a new theme.  It is
expected that designers all over the world will
consider design and society from a designer’s
point of view.

レイモンド･ローウィ･ファウンデーション
1991年にドイツで設立。その後アメリカに統括組
織、日本、スイス、イタリアに各国事務所を創設する。

世界のデザインに貢献した人を顕彰するラッキー･
ストライク･デザイナー･アワード（第13回アワード
を栄久庵憲司当会会長が受賞）、ドイツ、日本、スイス、
イタリアでの卒業制作に対して与えるラッキー･ス
トライク･ジュニア･デザイナー･アワードなどの事
業を行っている。日本委員会の委員長にJD理事の水
野誠一氏、委員に栄久庵憲司JD会長、向井周太郎（JD
会員）、石井幹子氏が参画している。

2004年秋に英国デザインキャンペーン

”DesignUK”が開催される

本年10月に英国大使館とブリティッシュ･

カウンシルがDesignUKを展開する。この

キャンペーンでは6月時点で25以上のイ

ベントが予定されており、インテリア、家

具、照明、テキスタイルから半導体まで、

幅広いデザイン分野が取り上げられる。

またロンドンでは、第二回ロンドン･デ

ザイン･フェスティバルが9月20～30日に

開催される。デザイン･ミュージアムやデ

ザイン･カウンシルでのイベントやワー

ルド･クリエイティブ･フォーラムなども

開催される。

“Design UK,” a British Design Campaign in
autumn 2004 
The British Embassy and the British Council in
Japan will hold “Design UK” in Japan in
October 2004.  As of June, more than 25
events in interior, furniture, lighting, textile,
and semiconductor designs are planned.
In London, the 2nd London Design Festival will
be held from September 20th through the
30th.  During the festival, various events at
the Design Museum and Design Council, and
the World Creative Form will be organized.

the object player.  The present time is an era when a new tribalism or
an ensemble of linguistic families, is to be created based on a
sympathetic relation between one subject and another subject.  Such
a relation can be developed through digital communications.  A new
global generation seeks a brand system that horizontally integrates
products, graphics, interiors and typefaces suitable to the
environment in which they create their culture and art.
However, in the postmodern multi-cultural world, it is hoped that
Japanese designers and architects who will propose social design
scenarios on the bases of the consumer perspectives and views on
nature of Japanese should act as producers of artifacts and events,
and understand the objects, spaces and images of different localities
in a global context and make the latent poetical sentiment of the
Japanese into a brand.
Kyoko NAKANO, Researcher

demanded that designers create (even false) needs as a strategy to
dispose of surplus products.  At the opposite end of the scale to this
manipulation was the concept of consumer sovereignty.  Having
experienced mass disposal, environmental destruction, and health
hazards from industrially produced foods, consumers began to
depart from modernism and adopt a postmodern consumer
consciousness.  A.Branzi  acknowledged the end of the era of moder-
nism as a unifying system of ideology, technology and aesthetics,
however, he did not abandon the concept of modernity totally.  He
saw the era of modernism as a transitional period from the artificial
to ecological, and called the void left by the retreat of modernism a
“second modernity.”  J.F. Lyotard defined postmodernism as a decline
of a grand story, or the story of enlig-htenment.
In other words, the era of modernism is an era when the subject and
object are separated, and the subject player has provided the nation
state with environmental design in order to enlighten consumers as
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going to take part in a pre-event of “Oedo Watering the Road
Operation” due to be held a month later.  According to the
organizer, the rising air temperature of Tokyo caused by the “heat
island” phenomenon can be lowered by reviving the rivers.  There
used to be many more rivers in Tokyo, which have been covered to
construct roads during periods of economic growth.   The Watering
Operation is to create, even momentarily, rivers by our hands.
At the symposium on the renovation of cities by rehabilitating
riversides, a Korean speaker presented the project in Seoul to remove
the cover together with the express highway on the river running
through the city.  Now, people in Seoul are regaining pride and the
sense of connection with the city.
Values are changing certainly across the world.  We are aware now
that while manufacturing products for consumption, we have
forgotten more important things.  Can “consumption” provide me
with a new theme for consideration? (Keiko Torigoe)

JD Annual Assembly for 2004
JD annual assembly was held on June 8, 2004 at the International
House and approved the reports of 2003 and program of action for
2004.
“Who’s Who” in JD Website
New pages were added to the JD website, “Who’s Who” introducing
JD members and Members’ Site.  It will become a useful tool for
communication among the members.
“Re-designing the Motorized Society - Mobility in the
near future” published
The book “Re-designing of the Motorized Society” that had been
reported in Voice of Design has been launched.

Editor’s Note
On July 18, students of Sacred Heart University went out to the
shopping street nearby, each with a pail and a ladle.  They were

は、次のようなことが特に印象的だった ─

高速道路を撤去し、道路を川に戻すことに

反対する人々は数多くいました。私たちは、

根気よく話し合いました。そして、高速道路

を取り払ったとき、彼等がまず言ったこと。

それは、陽の光が入って明るくなった。南山

が見えるようになった、ということでした、

ソウルの母なる川の復元と共に、ソウル市

民は自らのまちとの繋がり、自らのまちへ

の誇りをも取り戻しつつあるのです。

日々の生活における価値観が、世界の

国々において今、確実に変わりつつある。

消費社会の対象となるモノをひたすら生

産しているうちに、大切なコトを忘れていた

ことを、私たちは今、はっきりと自覚してい

る。そうした事柄を、「消費」というコンセプ

トは、自らの新たなテーマとして取り込む

ことができるのだろうか？そんなことが気

になるこの頃である。 （鳥越けい子）
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From the Secretariat

2004年度通常総会報告

2004年6月8日（火）15:00より国際文化会

館樺山ルームにて2004年度通常総会を開

催し、2003年度報告および2004年度計画

案が承認されました。同日総会終了後、

対談「消費社会のリ・デザイン」を開催し、

その後、懇親会を開きました。

JDホームページに新サイト登場

JDホームページにJD会員を紹介する

「who’s who」と会員専用サイトを設置し

ました。会員専用サイトでは、会員限定情

報の掲載や会員同士の交流などに役立て

たいと思っています。閲覧方法や掲載情

報の提供など事務局までお気軽にお問い

合せください。

『クルマ社会のリ・デザイン

近未来モビリティへの提言』ついに刊行

書籍『クルマ社会のリ・デザイン』がつい

に発売になりました。お近くの書店にない

場合は下記、鹿島出版会営業部までお問

い合せください。

日本デザイン機構編　鹿島出版会発行

定価：2310円（税込）

鹿島出版会営業部03-5561-2551

７月１８日、私の勤務する聖心女子大学の

学生たちが、桶や柄杓をもって、広尾の商

店街に繰り出した。ちょうど一ヵ月後に予

定されている「2004年大江戸打ち水大作

戦」のプレイベントである。

第一回目（昨年）のスローガンは、江戸庶

民の生活の知恵「打ち水」を、同じ日の同じ

時刻に数十万の人々で決行して「都心の気

温を２℃下げよう」。それに今回、新たに加

えられたのは、「真夏の東京に『春の小川

の風』をふかせよう」という合言葉だった。

「打ち水大作戦公式ホームページ」には、

次のようにある ─ 都会に「川」が復活す

れば、それがヒートアイランド対策のいちば

んの解決になると言われています。恒常的

に風の抜ける道ができるからです。昔は、

日本の都市の至る所に小さな川が流れて

いました。戦後、ほとんどの川は道路で蓋

をされて姿を消し、川の記憶も蓋をされて

しまいました。唱歌「春の小川」の舞台が東

京の渋谷だったという事実は象徴的です。

ある意味で、打ち水大作戦とは、束の間み

んなの手で川の道をつくりだそうという試

みでもあります。

その３日前、銀座の旧中央会館で「水辺

からの都市再生：取り戻そう川沿いの環境

と賑わい」と題したシンポジウムが開催さ

れ、私もパネルの一人として参加した。そこ

で報告されたのは、長年暗渠となっていた

ソウルの川、チョンゲチョン（清渓川）の蓋

が、川の上を走る高速道路と共に、今まさ

に取り外されつつある情況だった。

報告者、ソウル大学校環境大学院教授

（ソウル特別市副市長）梁 在氏の話しで允�
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