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フォーカス・イシューはデザインと社会課題との関わりに目を向け、
デザインが持つ可能性を掘り下げる、グッドデザイン賞の取り組み
です。日本はいま課題先進国と称されるほど、社会にさまざまな
課題（イシュー）が顕在しています。それらの中からフォーカスした
複数の課題をテーマに、デザインがその解決に向けて、どのような
提案を試みているかを「解読」するとともに、これからデザインに
よって為しうると考えられることを「描写」します。「解読」はデザ
インの担い手の意志や想いの解釈を意味します。デザイナーが何を
課題と捉えて、デザインによって何を果たそうとしたのか、具体的に
どういったデザインのアプローチを試みているのか、第三者の眼を
通じて掘り下げられます。そして「描写」は、デザインに内在・潜在
する要素を引き出して、課題の解決につながる筋道を明らかにします。
これはある意味で、デザインの当事者の意図や思惑を超えるかたち
で、デザインによりもたらされうるものを拡張する試みといえます。

こうしたデザインの解読と描写を担うのがフォーカス・イシュー・
ディレクターです。ディレクターはグッドデザイン賞の審査委員を
兼任しており、審査の過程を通じて、所与のテーマをふかんする観点
に立ちながら、応募されたデザインに着目してきました。2019年度
は、一つのテーマに対して2名のディレクターが着任しましたが、
その目的は、異なった立場から共通のテーマに向き合い、互いに
対話を重ねることで、多元的な視野を伴った「解読」と「描写」が
生まれることを期待したからです。それとともに、デザインがその
専門性に依拠することにとどまらず、多様な分野との協業・異なる
領域に対して開かれた姿勢が必要であることを示唆しています。
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Focused Issues is a Good Design Award initiative for which we 
turn our attention to the interplay of design and social issues and 
delve into the potential of good design. Many of these challenges 
are apparent in Japan, now at the vanguard of facing a variety of 
social issues, and in this initiative, several provide the context 
for us to reveal the approaches taken in solution-oriented design 
and to project what design might one day be capable of. 
The first task is a matter of interpreting the hopes and 
intentions behind the design. From an impartial perspective, 
we can go beyond the surface and into the issues targeted 
by the designers, the goals pursued through design, and the 
specific design approaches employed. In the second task of 
tracing out possibilities, we extrapolate from inherent and 
potential elements of the design to elucidate how solutions 
can be reached. This can be viewed as an exploration beyond 
the original aim or agenda of those involved in the design, in a 
sense building on its potential.
Those we have appointed to take on these tasks of 
interpretation and projection are our focused issue directors. 
The directors also serve as GDA jury members. They maintain 
a broad view of their assigned theme, which they apply in 
their observations. In fiscal 2019 two directors headed each 
theme to address a shared topic from different viewpoints and, 
through constant dialogue, offer interpretation and projection 
from pluralistic perspectives. This arrangement also suggests 
that design is not the exclusive domain of experts in a certain 
field but instead requires an interdisciplinary, collaborative, 
and open approach to appreciate.
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デザインの手法や効果が活かされた魅力的なビジネス、
「デザインする」姿勢に基づいて生み出された新しいビジネスモデルなど、
これまでの着眼やアプローチを超えて社会を推進させる力に注目したい。

視覚的・物理的デザインには意味がある
既成の枠にとらわれないデザインという方法論は、ビジネスのビジョンや戦略をイノ
ベーティブに構築する上で有利に働くだろう。デザインの領域は、事業企画のプロセ
スへと拡張していく。このデザインが一般的なビジネスソリューションと違うのは、
視覚的、物理的な美しさがビジネスの成功と結びついていることで、そのことには
こだわりたい。

建築、都市プロデューサー ／ 株式会社スピーク共同代表、東京R不動産ディレクター
Producer / SPEAC, inc. & RealTokyoEstate

林 厚見 Atsumi Hayashi
不動産サイト「東京R不動産」および空間づくりのウェブショップ「toolbox」のマネジメントの他、建築・
不動産の再生事業企画プロデュース、地域経営戦略立案、イベントスペース・宿泊施設・飲食店舗の企画
運営などを行う。東京大学工学部建築学科、コロンビア大学建築大学院不動産開発科修了。McKinsey 
& Companyおよび国内ディベロッパーを経て現職。株式会社TOOLBOX代表取締役、株式会社セミ
コロン取締役を兼任。

Manages RealTokyoEstate and Toolbox real estate and interior design websites, and conducts 
business revitalization planning and production through architecture and real estate, strategic 
planning for community management, and venue, accommodation, and restaurant project 
management. Graduate of the Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of 
Tokyo. MS.RED, Columbia University. Worked at McKinsey & Company and real estate developers 
in Japan before appointment as president of Toolbox and director of Semicolon.

ビジネスデザインが目指すのは、新しいイノベーションモデルであり、新しいビジネ
スプラットフォーム。そこにあるデザインは、関係性をつくり上げたり、コミュニケー
ションを促したり、行動のモチベーションを高めたり、サステナビリティを高めるよ
うな、ビジネスの実効性を高める働きをする。

ビジネスのデザインとは何か？

教育イノベータ ／ 東京大学生産技術研究所デザイン先導イノベーション研究室教授
Educational Innovator / Professor

ペニントン・マイルス Miles Pennington

独創的かつ国際的なイノベーション研究所であるDLX-Design Labの運営に携わる。ロンドンのロイ
ヤル・カレッジ・オブ・アートに勤務後、インペリアル・カレッジ・ロンドンとの共同ダブルマスタープログラ
ムであるイノベーション・デザイン・エンジニアリング（IDE）プログラムのプログラム長を務めた。また、
国際交流プログラムであるグローバル・イノベーション・デザイン（GID）プログラムの創設者の一人で
あり、そのプログラム長を務めた。イノベーション・コンサルタント会社Takramの元ロンドン事務所長。

Professor of Design-Led Innovation and involved in direction of the DLX-Design Lab, a unique 
international innovation lab. Previously head of the Innovation Design Engineering double masters 
program of the Royal College of Art and Imperial College, after teaching at the former university. 
Served as a founder and the program head of the Global Innovation Design program, an international 
exchange program. Also headed the London office of innovation consulting firm Takram.

New Business Design新ビジネスのデザイン1
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林  今回、審査委員を務めることで「ビジネスのデザイン」と
いう問いに向き合う機会になりました。つまり「素晴らしくデ
ザインされたビジネス」とは、もうかるビジネスをデザインした
ことなのか、いや、それは置いても社会的意義があるビジネス
を生み出したことなのか、それともビジネスモデルにおける
美しいストラクチャーを組み立てたことなのか、という問いで
すね。そこでは、美しいけれどもうからないというビジネスは
評価されるのか？ という問いも含め、整理しなくてはなりませ
んでした。

ペニントン  私は、審査の前には、新しいビジネスデザインと
はイノベーションのデザインだと考えていました。そこには、
新しいアプローチ、新しいプラットフォーム、あるいはビジネス
モデルの構造の中にある新しい手法、システムを含んだもの
になるのだろうと想像していたのです。ところが実際に審査に
入ると、純粋に新しいビジネスモデルがあるのではなく、そして
どこにデザインがあるのか、これは“デザイン”と呼べるのか
という作品に出会うこととなりました。具体的な“モノ”を見て
審査をするよりも難しい作業でした。

林  ビジネスモデルのデザイン、組織のデザイン、そして、モノ
のデザインと、デザインの作業にはいくつかタイプがあるんだ
と思います。そしてそれぞれの場面で、違うプレーヤーが違う
役割を果たすわけです。シリコンバレーなどで言われる整理
でいうと、起業家でありビジネスのストラテジーをリードする
「ハスラー（アントレプレナー）」、テクノロジーのリーダーである
「ハッカー」、クリエイティブリーダーとしての「ヒップスター」と
いう3人のメンバーがいると言われます。視覚的に捉えられる、
 “ビジブルな”対象を中心にモノの審美性を評価してきたグッ
ドデザイン賞（以下GDA）は、言うなればヒップスターのコミュ
ニティなのでしょう。
　しかし、GDAがビジネスデザインを扱うとなれば、ビジネス
モデルや組織のデザインを担う人たちもこのコミュニティに
包含することとなります。それは従来のコミュニティとは別種の
ものになってくるのではないでしょうか。なぜなら、同じデザイ
ンだとしても、そもそもの頭の使い方、感性、相性が違うから
です。ミュージシャンと彫刻家は共にアーティストですが、違う
種類であることは明らかですね。同じように、右脳的な統合の
スタイルや考え方の要素に共通する指向はあるだろうけれど、
ヒップスターとハスラーは本質的に異なるものだからです。
　デザイン・シンキングのような統合的、創造的思考は、あらゆる
分野に求められる素養であり、それは広げるべきです。他方で、
“スマートなもうかる”アイデアをデザインするといったことで

はない、いわば高い審美性を目指すデザインという世界の存在
にはやはり意味があり、だから私は対象がビジネスだろうと、
GDAはその価値観を貫くべきというスタンスで作品を見てい
ました。
　そういう視点で今年の作品を見たとき、印象に残ったのは
［MITOSAYA薬草園蒸溜所］と［能作 新社屋・新工場］です。
私は建築の出身なのでどうしても建築も見てしまいますが、この
作品に共通するのは、建築空間や環境デザインが全体の事業
の価値、地域への波及など、統合的にシナジーを持って機能
していることです。

ペニントン  私はデザイナーの立場で今回臨んだわけですが、
GDA全体で建築に関わるエントリーがこれだけ多いことに驚
きましたね。既存の建物をリノベーションして、そこから地域の
コミュニティに発信し、コミュニティづくりに寄与しているとい
う事例が多くあったと記憶しています。私自身は建築の専門家
ではないのですが、だからこそ建築が、単に空間のスパイスで
はなく、それ以上の機能を示すようになっていることが印象的
でした。

林  この2つの事例がまさにそれですね。MITOSAYAの建築

MITOSAYA薬草園蒸溜所

能作 新社屋・新工場

「ビジネスをデザインする」とは
何をすることなのか？
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るということに驚きました。しかもとても美しい。他方で、数あ
る定規に新しいデザインが加わったところで、大勢に影響は
ない、と考えることもできます。

林  この定規は、確かに美しいデザインで、今後スタンダード
になりうる可能性はあるけれど、世界を塗り替える力としての
インパクトが大きいとは言えないかもしれません。

は、もともとあった建造物をマイナーリノベーションし、でしゃ ば
らず自然と融合したフォルムに仕立てた。それとともに、薬草
園だったこの場所で、新たにフルーツブランデーを生産して、
日本にはなかった新しい市場を生み出すというストーリーも卓
越しています。プロジェクト全体の着地のさせ方が美しく「訪
れたい」という誘引性を感じさせる点で高く評価しています。
　能作は、伝統技術を新しいタイプの事業として見せていま
す。この場所に人々を集め、関係性をつくり、顧客のロイヤリ
ティを引き出す。環境だけでなく、地域の産業という経済的な
持続性のありようにも美しさを感じます。
　いま、地域に残れるビジネスがどんどん少なくなっている中
で、マスにはならないけれど、しっかりと差別化しているという
点でこの 2作品は、ビジネスソリューションとして「解けてる！」
と感じました。

ペニントン  私は、富士フイルムによる創薬支援サービス 
［drug2drugs］がデザインの賞にエントリーしていることに
強い関心を持ちました。このプロジェクトは、対象とする、リア
ルな“モノ”がないわけで、これまでデザインと呼ばれていた
境界線を外へと広げるものです。デザインが主導したイノベー
ションであることには間違いなく、デザイナーと呼ばれる人が、
こうした分野にどんどん参入するべき、と考えている私にとっ
て、この作品がエントリーされたこと、さらにはデザイン賞に
選ばれたことは、素晴らしい一歩だと思います。これからのデザ
インを議論する上で新たな見方を提供している先駆的なエン
トリーですね。

林  同じ文脈で、［願いのくるま］は、発想はとてもロマンティッ
クで、心を打ちました。ただ、ではデザインとしての解が素晴
らしいかというと疑問符がついてしまった。

ペニントン  そうですね。確かにビジネスモデルとして興味深
いのですが、インターフェースやプロダクトデザインという、具
体的なタッチポイントに関して美しくデザインされているとは
言い難いわけです。
　私自身、まだ答えが出ていないのですが、言ってみれば技巧
が核となった「デザイン」というものがあり、それはビジブルな
形を作るというだけでなくクリエイティビティを用いるという意
味で広がりつつあります。しかしそうした概念が広がっていくに
つれ、純粋な意味での「デザイン」の意味が薄まってしまうの
ではないか、とも懸念しています。イノベーションをもたらすも
のとしてのデザインと、技巧としてのデザインとが私の頭の中
で拮抗しているのですが、願いのくるまは、分断された私の頭
の中をよく象徴している例ですね。
　昨年の審査会以来、ずっと考えているのが［ノンスリップア
ルミ定規］のエントリーです。何百年も前からずっとある定規
という道具を、この時代に改めてデザインしようという人がい

drug2drugs

願いのくるま

ノンスリップアルミ定規

New Business Design新ビジネスのデザイン1
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ハスラーやハッカーの領土を侵略していきたいと思います（笑）。
本来、3つの領域が重なる部分でデザインが誕生し、周りの
分野に影響を与えるべきです。
　デザイナーは素晴らしいビジョンを持っているにもかかわら
ず、CEOになるのは、起業家やエンジニアであって、デザイ
ナーがCEOになった歴史はほとんどありません。優れたビジョ
ネアーはデザイナーの領分と融合しています。デザイナーは
将来、ビジョンをデザインする立場になるかもしれません。
　30年前、タッチパネルの画像をデザイナーが担当するとは
誰も想像していません。20年もすれば、科学的な発明をすると
か、それを社会に実装する原動力になる人がデザイナーと呼ば
れるようになるかもしれません。むしろ、いま、デザイナーの役
割がきっちりと定義されていないのは、喜ばしいことで、これか
ら拡大していく様を想像すると心が躍ります。

林  確かに、ストラテジストやCEOは、デザインの領域、デザ
イナーの仕事をより理解するようになるでしょう。しかしビジョ
ネアーとスーパーテクノロジスト、そしてデザイナーと呼ばれる
人々がそれぞれ存在する未来も悪くない気がしています。そし
て相互の“領域侵犯”も頻繁に起こる。今、それぞれが理解を
深め、より深いリンケージが起こっていくというベクトルには
絶対にあって、そうでなければ価値が生まれないのは明らかです。

ペニントン  少なくともデザインは社会や経済にインパクトを
もたらしてそれを支援するということを一般の人に理解される
ように、説明していかなくてはなりませんね。

林  デザインが包括する、できる範囲には、さまざまあります。
デザイナーは、いわゆるヒップスター的立場であって、従来的
な「デザイン」の分野を担う人たちですね。彼らは本質的にロ
ジックや枠組を離れようという指向性を持っているわけですか
ら、ハスラーの領域にもっと寄り添うべきでしょう。しかし「デ
ザイン」という定義を広くすることで何が起こるだろうか、とも
考えています。「美しいデザイン」は、ビジネスの価値や社会的
意義、持続性に大きく寄与します。そうだとすれば、デザイン
という言葉を従来的な範囲に留まらせることにも意味があるの
ではないでしょうか。ヒップスターとして影響力を発揮した人
が、ハスラーの領域を評価しても、必ずしも成功するとは限ら
ない。なぜなら両者は違うものだからです。

ペニントン  私はデザイナーなので、希望的にはデザイナーは、

デザイナーがビジョンを描き、
事業を組み立てる

Hustler

Business Model  Design
Philosophy Model Design

Organizational Design

Community Design

Physical, Visible Design

Strategist

Designer

Designer

Aesthetic

Interface Design
Technology

Technologist

Invention

Experience Design
Graphic

Form

Beauty

Strategy Concept

Vision

Hacker Hipster
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Hayashi    As a jury member in this year's program, I had the 
opportunity to confront the question of designing business. 
Is a well-designed business one designed to make money? 
Or, putting this aside, does it involve creating business that 
is socially relevant? Or perhaps the question is whether it 
represents a compelling business model. In thinking through 
the meaning of business design, among other things I had 
to consider whether business that was admirable but not 
necessarily profitable deserved recognition.

Pennington    Before evaluation, I believed that new business 
design was a matter of innovation design. I imagined that 
it included new approaches, new platforms, or the new 
methods or systems in the framework of business models. 
But once the actual screenings began, it was not simply 
a matter of evaluating new business models, and some 
entries challenged us to find what had been designed, or 
whether entries could be described as "design." This was 
more difficult than evaluating concrete things that can be 
examined.

Hayashi   I think there are a few types of design work, such 
as business model design, organizational design, and design 

A regard for visual, physical design
Atsumi Hayashi
Taking an approach of design not bound by preconception is probably an advantage 
in innovative planning of business vision or strategy. The realm of design will extend 
to business planning processes. What sets this design apart from typical business 
solutions is that business success is linked to visual, physical beauty, which 
becomes a priority.

What is business design?
Miles Pennington
What business design seeks are new innovation models, new business platforms. 
The design in these applications serves to make business more effective, as 
by creating relationships, encouraging communication, enhancing behavioral 
motivation, or improving sustainability.

What does it mean to design business? of concrete things. In each situation, various participants 
fulfill various roles. As Silicon Valley and other areas see it, 
innovative businesses need three kinds of members: hustlers, 
hackers, and hipsters. The first people are entrepreneurs 
who lead in business strategies, the second are leaders in 
technology, and the third are creative leaders. If we ventured 
to say it, those in the Good Design Award (GDA) program who 
have mainly evaluated the aesthetic appeal of tangible things, 
presented as entries we can see, might belong to the hipster 
community.
When the program evaluates business design, however, this 
community expands to include those involved in design of 
business models and organizations. This will probably alter 
the original community, because even if we are all evaluating 
the same design, we will bring different mental attitudes, 
sensibilities, and chemistry to the program. Musicians and 
sculptors are both artists, but they are clearly different 
types. Similarly, although hipsters and hustlers may share a 
right-brain orientation toward thinking holistically, they are 
fundamentally different.
Design thinking and other integrative, creative thinking 
is a quality sought in a variety of fields, and it should be 
expanded. On the other hand, I think it is significant that there 
is a world where design is directed toward high aesthetics, 
rather than applying it to profit in compelling ways. That 
is why my stance in evaluation reflected a belief that the 

New Business Design1

9

program should continue to appreciate this, whether entries 
are for business or not.
From this perspective, it was Mitosaya Botanical Distillery 
and Nousaku Office and Factory this year that impressed me. 
I inevitably gravitate toward architecture, which is my own 
background, but what unites these two award winners is an 
integrative synergy where the spatial or environmental design 
enhances the value of the project as a whole, makes waves in 
the community, and so on.

Pennington    In this year's program, I approached the entries 
from the perspective of a designer, but it was surprising 
how many entries out of the total had ties to architecture. 
It brings to mind the many cases where those behind the 
design renovated existing buildings, shared something with 
the community, and contributed to community-building. I 
myself do not specialize in architecture, but that is exactly 
why seeing how the buildings did much more than spice up an 
area was impressive.

Hayashi   The two I mentioned are good examples of this. With 
only minor renovation to the existing structures, Mitosaya 
architecture does not impinge on the surrounding nature. The 
story of this place – a former medicinal herb park that now 
makes fruit brandy, creating a new market in Japan – also 
stands out. It is beautiful how the project as a whole has 
taken shape on these grounds, and I found it quite admirable 
how the site entices us to visit.
Nousaku shows us traditional craftsmanship in the form 
of new business. It brings people together here, creates 
relationships, and inspires customer loyalty. I sense beauty 
not only in this environment but also in the economic 
sustainability of local industry.
With fewer and fewer local businesses left, these two award 
winners may not be geared to mass production, but by 
clearly setting themselves apart, they offer a viable business 
solution.

Pennington    To me, it was quite intriguing that Fujifilm's 
Drug2Drugs drug discovery support service was submitted for 
a design award. The project expands the boundaries of what 
we have recognized as design, because there is no concrete 
thing to evaluate. As someone who believes it is undoubtedly 
an example of design-driven innovation, and that people we 
identify as designers should get involved in these fields, I find 
it a sign of remarkable progress that the design was entered 
and even won an award. This is a pioneering entry that 
provides a new perspective in discussing future design.

Hayashi   Along the same lines, I was struck by Negai No 
Kuruma, with its vision of a better world. But I did question 
whether this effort represented an outstanding design 
solution.

Pennington    Well, it is certainly interesting as a business 
model, but it is hard to say that its specific touchpoints in 
interface or product design are beautifully designed.
I myself have not figured this out yet, but we might say that 
something perceived as "design" that is built on technical 
expertise has been growing, in the sense of being something 
that people express visually and apply creativity to. But I 
also fear that as this concept expands, the significance of 

"design" in a purer sense will fade. In my mind, design linked 
to innovation and design as technical expertise are at odds, 
and Negai No Kuruma shows me very well how my mind is 
divided about this.
Since the screenings last year, my thoughts have returned to 
one award-winning entry: the Midori nonslip aluminum ruler. 
It amazed me that some people are still trying to design the 
ruler, a tool that has existed for hundreds of years. And what a 
beautiful ruler it is. On the other hand, we might also say that 
introducing new design among the many rulers around us will 
not affect the vast majority.

Hayashi   The ruler certainly has beautiful design and holds 
the potential to set a standard in the future, but it is hard to 
say that its impact is great enough to change the world.

Pennington    Just to remind the general public, we should at 
least note that design has an impact on and supports society 
and the economy.

Hayashi   Design encompasses and can accomplish a wide 
range of things. Designers are in the hipster role and work in 
fields traditionally associated with design. But because they 
naturally stray from logic and frameworks, their work should 
probably take them further into hustler territory. Still, we 
should also consider the consequences of broader definitions 
of "design." "Beautiful design" can make business much more 
valuable, socially relevant, and sustainable. In this case, I think 
it also makes sense to keep using the word "design" within its 
traditional range of meaning. Evaluate the achievements of an 
influential hipster in hustler territory, and you will not always 
find success. That is because each is different.

Pennington    As a designer, I hope the designers invade the 
territory of hustlers and hackers. But in the first place, design 
should arise where these three territories overlap, and it 
should affect surrounding areas.
Despite the inspired vision of designers, it is entrepreneurs 
or engineers who tend to become CEOs. Designers have rarely 
assumed this role. The work of outstanding visioners extends 
into the realm of designers. Designers may one day be in a 
position to design their vision.
Thirty years ago, no one could have imagined that some 
designers would design the images on a touchscreen 
display. In 20 years, those who make scientific inventions or 
spearhead efforts to adopt them in society may be identified 
as designers. I find it preferable that currently, the role of 
designer is not clearly defined, and it excites me to imagine 
how it will expand in the future.

Hayashi   Over time, strategists and CEOs will surely gain a 
better understanding of the world of design and the work 
of designers. But a future with separate roles for visioners, 
supertechnologists, and designers may not be that bad. And 
people will often invade each other's territory. There are 
certainly vectors leading to deeper mutual understanding and 
linkage, and clearly, without this, no value can be created.

Designers tracing out a vision, 
building business
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空間・環境をベースとする統合型シナジーの機能

MITOSAYA 薬草園蒸溜所
千葉県大多喜町の閉園した公営野草園を改修し生まれた蒸溜所。役目を終えた園に残る世界中の
多種多様な薬草を活かし蒸留酒づくりを行う、新たな文化とプロダクトを生み出し発信する場所。

MITOSAYA BOTANICAL DISTILLERY
This distillery in the town of Otaki, Chiba Prefecture, was established in what was formerly a 
municipal herb garden. The diverse array of medicinal herbs from across the globe that remained 
in the garden after it closed is used to produce a range of botanical spirits, making the distillery a 
center for creating and disseminating both a new culture and new products.

能作 新社屋・新工場　
鋳物メーカーの地域貢献型の社屋・工場一体施設。生産・物流の機能に加え、鋳造という伝統
産業や富山の魅力を伝える産業観光拠点となることを目指し、カフェやショップ、鋳物体験工房
などを備えた。

NOUSAKU Office & Factory
This integrated office and factory facility belonging to a company specializing in metal casting 
is designed to give something back to the community. Equipped with not only production and 
distribution functions, but also a café, shop, and workshop where visitors can try their hand at 
metal casting, it is designed to serve as a center for promoting industrial tourism by highlighting the 
traditional industry of metal casting and the appeal of Toyama Prefecture.

drug2drugs
独自のAIを活用して新たな医薬品候補化合物をデザインする創薬支援サービス。医薬品候補化合
物の実用化率は約2万～3万分の1と極めて低いので、試作の化合物をより多くつくる必要がある。
既存の化合物ライブラリーからの探索と新規化合物の設計を行うことで、開発期間の短縮やコスト
ダウン、成功率向上に大きく貢献する。

drug2drugs
This drug discovery support service uses a unique AI to design new candidate drug compounds. The 
commercialization rate of candidate drug compounds is a tiny 1 in 20,000-30,000, necessitating the 
creation of a huge number of prototype compounds. By searching existing compound libraries and 
designing novel compounds, this system helps to substantially shorten development times, reduce 
costs, and increase success rates.

デザインの境界を広げ、
新しいデザインの見方を提供する

願いのくるま
外出困難な終末期医療患者を本人の希望する場所へと無料で送迎するボランティア活動。ヨー
ロッパで広がる同様の取り組みを知った日本の自動車輸出企業による、国内初の取り組み。車椅子
のまま乗れる車両や介護スタッフを手配し、出かけた先での入園料などの経費も運営側が負担する。

NEGAI NO KURUMA
This service provides terminally ill patients who cannot easily get out and about on their own with 
rides free of charge to places that they want to visit. The first endeavor of its kind in Japan, it was 
set up as a voluntary activity by a Japanese automobile export company that had learned about the 
growing popularity of such initiatives in Europe. The organization provides vehicles able to transport 
people in their wheelchairs and arranges nursing care staff to escort them, as well as covering costs 
such as entrance fees at the destination.

創造力でイノベーションを導くビジネスモデル

New Business Design新ビジネスのデザイン1
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ノンスリップアルミ定規
カッター作業に最適な滑り止め機能がついたアルミ定規。定規の中心を押さえると背面につけた
滑り止めでしっかり止まる。同時に、裏面の一部を斜めにカットすることで紙の上でのスムーズな
動かしやすさも両立した。

MIDORI Nonslip Aluminum Ruler
This aluminum ruler has an anti-slip feature that makes it ideal for tasks involving precision cutting. 
Holding down the center of the ruler engages the anti-slip feature, anchoring the ruler firmly in place. 
At the same time, the back of the ruler has been partly cut on the diagonal, to ensure that it moves 
smoothly over the paper when required.

スタンダードの更新に挑む
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日々めまぐるしく進歩し、発展し続ける新しいテクノロジーと、
暮らしの中で長らく伝わり、脈 と々受け継がれてきた匠。
デザインはそれぞれにどのように関わり、その新たな価値を築いていくのか。

残すところと新しくするところを見極める
製品における行動、習慣、所作といった人のエモーショナルな部分を残すことには
意義がある。近年はITが援用され、既存のデザインが一掃されることがあるが、
インターフェースやアフォーダンスを残し継承する製品が登場しはじめた。守るべ
きもの、革新すべきものは何かを判断するのがデザイナーの仕事である。

クリエイティブディレクター ／ 株式会社電通
Creative director / Dentsu

佐々木康晴 Yasuharu Sasaki
電通入社後、コピーライター、インタラクティブ・ディレクター、電通アメリカECD等を経験し現職に至る。
デジタルの知識とクリエイティブの知見をハイブリッドに活用して新領域クリエイティブのリーダーを務め
るかたわら、海外グループ拠点と協業しグローバルクライアント対応任務も担う。カンヌ、One Show、
D&ADなど国内外の広告賞を数多く受賞し、2019年カンヌライオンズ・クリエイティブデータ部門審査
委員長など国内外でのアワード審査員や国際キーノート講演経験も多い。

Served as copywriter and interactive director at Dentsu and ECD at Dentsu America before his 
current post. Applies a combination of digital knowledge and creative insight both in leading 
creative work in new areas and in global client relations with overseas group sites. A frequent 
award winner, jury member, and keynote speaker at international advertising award programs 
such as Cannes Lions, One Show, and D&AD. Served as Cannes Lions Creative Data jury president 
in 2019.

好奇心にかられ挑戦する「ものづくりの信念」が、長く愛され、伝承されるデザインを
生む。その根底にはモノに対する感動があり、それがつくり手から使い手につながり、
それがまた別のつくり手へと渡って世代交代を繰り返していく。 

ものづくりの信念が、伝承につながる

クリエイティブディレクター、デザイナー ／ SOMA DESIGN
Creative director and designer / Soma Design

廣川玉枝 Tamae Hirokawa
2006年「SOMA DESIGN」を設立。同時にブランド「SOMARTA」を立ち上げ東京コレクションに参加。
第25回毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞受賞。単独個展「廣川玉枝展 身体の系譜」の他
Canon[NEOREAL]展 / TOYOTA [ iQ×SOMARTA MICROCOSMOS]展 / YAMAHA MOTOR DESIGN 
[02Gen -Taurs]など企業コラボレーション作品を多数手がける。2017年SOMARTAのシグニチャーアイテム
“Skin Series”がMoMAに収蔵され話題を呼ぶ。2018年WIRED Audi INNOVATION AWARD を受賞。 

Established Soma Design in 2006, when the Somarta brand was launched and shown at Tokyo Collection. 
Received a New Designer Award and Shiseido Sponsorship Award at the 25th Mainichi Fashion Grand 
Prix. Has produced the solo exhibition Tamae Hirokawa – Body Genealogy and many collaborative 
projects, including the Canon Neoreal exhibition, Toyota iQ×Somarta Microcosmos exhibition, and 
Yamaha Motor Design 02Gen Taurs concept. Made waves with Skin Series signature work from Somarta 
in 2017, which was added to the MoMA collection. Winner of the 2018 Wired Audi Innovation Award.

Design of Technique & Tradition技術・伝承のデザイン2
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タルの分野だと「気分に合わせてボタン1つで10種類のアロ
マが自動で楽しめます」といったアプローチになりがちです。
しかし、hibiはお香とマッチのハイブリッドという形によって、
時間、マッチを擦る動作、火薬の匂い、しみじみ香りを楽しむと
いう体験まで、アナログの良さをいいバランスで残すイノベー
ションがなされている。
　デジタルやテクノロジーの進化により、現代では非連続の
変化が生み出しやすくなっています。メーカーはその魅力に飛
びつきやすいのですが、「残す」「加える」のバランスが本質的
には重要だと思っています。そのバランスがいいと思ったのは、
スマートコーヒーメーカー［ジーナ］。クラシカルなデザイン で
ありながら、スマホ連動で美味しいレシピが再現できたり、そ
のレシピをシェアできたり。これも「ボタン1つで世界のおい
しいコーヒーを」ではなく、コーヒーを淹れる時間や所作の楽
しみを残しつつ、テクノロジーを加えるバランスが絶妙です。
　所作の楽しみを残す事例では Electronic Piggy Bank 
［Little Can］という、電子マネーが主流の中国で子どもへの
お小遣いを送金するシステムですが、このプロダクトのかわいい
ところは、振ると「チャリンチャリン」と音がするのです。電子
マネーの便利さを取り入れつつ、貯金箱への触れ合い方や楽
しみ方はアナログで残しています。

佐々木  デジタル領域ではAIや情報通信、5Gなどのさまざま
な「技術」が駆使され、とにかく「いままでのものをリセットし、
新しさを詰め込んで『新製品』をつくる」という流れが強い。
しかし、「どの技術を捨て、どの技術を残すか」を見極めること
が、伝統の分野でもデジタルの分野でも求められているように
思います。スマホの中にいろいろな機能やデザインをただ詰
め込んでも、アイデンティティや軸のないものが出来上がって
しまう。それは、一瞬は楽しく感じても、ずっと愛されるような
ものにはなりません。薄っぺらな使い捨ての体験を繰り返すの
ではなく、「残して守るもの」「新しく加えるもの」を見極めるこ
とが大切だなと思っています。自分への反省も込めて。

廣川  私はデザインというのは物事を前進させる力だと思って
います。それを今回、広い視野で「技術・伝承」として捉えた時
に何が見えてくるか楽しみでした。建築や、目に見えないものの
デザインもある中で、私は主にプロダクトをデザインしている
ので、元々のイメージは「伝承」＝「伝統産業」でした。しかし、
審査を進める中で「伝承とは？」と深く考える機会になり、その
結果、いま目の前に並んでいる全てのものは、何かしらの既存
の技術が伝承された結果だという気付きにつながりました。
伝統産業に限らず、あらゆるものは既存のデザインへのリス
ペクトから新しいものが見出される。デザインとは、伝統に限
らず技術を伝承していく一種の現象なのではないかと思って
います。
　有田焼や京織物など、プロダクトとして伝統産業の息吹
を感じるものも多々ありましたが、着火機能付きお香［h ib i 
10MINUTES AROMA］は発想のジャンプがある素敵な商品
だと思いました。通常、器などであればテクスチャーやフォルム
などの要素などから検討しますが、この商品は「マッチ」から
「お香」にいきなりジャンプしているところが面白い。昨今は
マッチを日常で使うシーンが失われつつあるため、マッチの
技術をいかに現代に落とし込めるかが課題だったと思います。
同じ兵庫県にある播磨のマッチと淡路のお香、隣接した2つ
の伝統産業が融合して新たなプロダクトを生み出しました。
伝統的な技術は、その継承が危機に追い詰められたとき、何か
大きな変化を遂げなければ生き続けられないため、進化した
デザインが生み出されることがあります。伝統産業の大きな
課題のひとつは、「伝統」であるが故に、長年培われた生産工程
のフォーマットを壊すことが難しくなることです。ですから、こう
いった全く新しい発想のプロダクトの開発は革新的なものだ
と思います。

佐々木  「伝統」という視点では私もhibiに注目しました。デジ

「楽しみ」に表象されるバランス

hibi 10MINUTES AROMA

ジーナ 
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廣川  使い手であるファンのため、そして、つくり手自身もまた
そのかつてのデザインを愛するが故に、伝承という現象が起き
るのだと思います。何十年とプロダクトが生き続けるためには、
使い手の存在はもちろん必要ですが、常に同じように売れ続
けるわけではない時代の波の中で、メーカーにも「つくり続け
たい」という熱意がなければ成り立ちません。つくり手の想い
もまた、伝承に欠かせないものだと思います。

廣川  上手に「そぎ落とした」アイテムとして、消火器［＋  住宅用
消火器］があります。従来の真っ赤な消火器をモノトーンに変
えることで、いまのライフスタイルにマッチして、自宅に消火器
を置く人が増えるという着眼点を持った商品です。なぜいまま
で誰も思いつかなかったのか。「色を変えただけなのに」むしろ
「色を変えただけで」こんなに革新的なことが起こるのかとい
う驚きがありました。
　逆に、ゴミ収集車 ［プレス式塵芥収集車 プレスマスター 
PB7型］は「盛った」デザインです。幼少期、私にとって大きな
音を立てながら「ゴミを食べる」ように動くゴミ収集車は恐ろ
しい存在でした。しかし、この収集車はそれが化粧を盛って
出てきたという印象です。色は綺麗なメタリックブルーでフォ
ルムも若干丸くなって優しくなったようなデザイン。通常、この
ように化粧を盛ったようなデザインにすると、一般的な支持者
は減ります。みんな「普通」のものが好きなので。しかし、常に
ゴミを抱えて働く存在であるからには、化粧をすることでその
汚いイメージをカバーでき、小さな子ども達にもファンが増えて
好きになってもらえる可能性を秘めたデザインではないでしょ
うか。これらはユーザーを全ターゲットに広げるのではなく、
一部に絞り込むことで生まれる発想です。

廣川  工業製品としての伝承を象徴する、長く愛されているプロ
ダクトが 3つありました。レコードのターンテーブル［Technics 
SL-1200MK7］、システム収納家具［USMハラーE］、バイク
の［SR400 40周年アニバーサリーエディション］です。どれも
「なぜいまGマークに出品されたのだろう？」という誰もが知る
定番商品ですが、これまでユーザーに愛されてきたデザインは
そのままに、技術革新が加えられているものです。ターンテー
ブルは機能面で新しいデジタル技術を搭載。ハラーはディス
プレイ需要に応えるために加えられた内照式のライトがあり、表
面からは見えないようにうまくデザインされています。SR 400
は排ガス規制のために一度販売終了をしながらも、基準を満た
す機能を備えてリバイバルしました。これらは定番としてファ
ンのために同じデザインを継続する、そして「常に前へ」とブ
ラッシュアップし続ける探究心が素晴らしいと思いました。企
業としてひとつの製品に対するものづくりを、時代を超えて半
世紀以上続けるにはその「もの」に対する深い愛情と忍耐力が
必要です。定番の座にとどまらず、常に挑戦し、真摯に取り組
む姿勢に大変心動かされました。

佐々木  同じように定番的なリソースを使ったプロジェクトに、
デジタルコンテンツ［NHK回想法ライブラリー］がありました。
認知症には薬を使った対処法など、さまざまな療法がありま
すが、昔の映像を見て懐しんだり、昔の道具の使い方を思い
出してコミュニケーションを取ることが、脳の活性化に役立つ
といいます。それをVRで実現するものです。新しい技術であ
るVRの「没入感」を活かして、映像は昔のものを活用すると
いう、新旧のバランスが面白い。それが認知症予防という差し
迫った課題の解決につながるという点も素晴らしいものです。

Technics SL-1200MK7

プレス式塵芥収集車 プレスマスター PB7型

既存のリソースを生かす、
継承しながら前へ進む

デザイナーが志す「足すこと・引くこと」

Design of Technique & Tradition技術・伝承のデザイン2
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佐々木  少し違った視点から、Mobility as a Service (MaaS) 
Platform［Whim - All your Journeys］というスウェーデンの
モビリティアプリに注目しています。日本はまだ乗り物の種類
ごとに別のアプリを使いますが、これ1つであらゆる乗り物に
乗ることができます。既存の仕組みをつなぐ不便さはテクノロ
ジーで解決しつつ、「自分の意思で手段を選んで自由に移動す
る楽しさ」が継承されているシステムだと思います。
　利便性だけを追い求めていくのではなく、気持ちや所作、所有
する喜び、人間臭いエモーションを感じる部分に価値を見出し
ていく。そこにフォーカスし、デザインすることによって、伝承
されることもあると思います。

　テクノロジーの力であらゆるものに機能を追加できる時代
になったからこそ、デザイナーは「何を残し、何を残さないか」
「何を加え、何を加えないのか」を最終的に選定する重要な存在
といえます。色や造形の表面的なデザインだけでなく、これま
でと違った美意識、そして未来を見通す時間軸的な視点を持
つことが必要ですね。学び続けなければならない使命と共に、
なんでもできる時代だからこそ、そこを見極めていける点でおも
しろさがある。

廣川  デザイナーは常に過去を見て、現実を探り、未来を予知
する力が必要だと思っています。そして伝承には向上心、好奇心、
探究心、つくり続ける信念が必要だと思います。それにより長く
愛されるものがつくられ、その愛されるものが継承されていく。
自分が信じるものを常に磨き続ければ、それに感動した人が
伝え、「伝承」という現象は必然的に現れてくる。伝統産業には
「既定の型を変えられない」という課題もありますが、技術の
ためにものをつくるのではなく、現代のライフスタイルに必要な
もののために技術を伝承していくことで、新たな進化を遂げる
ことができるはずです。

Whim - All your Journeys
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Design of  Technique & Tradition2

Sasaki   In digital fields, various technologies such as AI, ICT, 
and 5G are employed, and there is a strong tendency to reset 
what has come before and inject novelty to create new products. 
But in digital and traditional fields alike, there seems to be a 
need to determine which technologies or techniques to abandon 
and which to preserve. Merely cramming a smartphone full 
of features or design elements of all kinds will not result in 
products with identity or a pivotal core. Even if it entertains us 
for a moment, it will lack lasting appeal. Instead of providing 
a series of insubstantial, forgettable experiences, I think it is 
essential to determine what to retain and preserve and what 
innovation to add. This also calls for some self-reflection.

Hirokawa   To me, design is the power to move things forward. 
In this year's program, I was eager to see what this belief would 
reveal from a broad perspective in our focused issue theme of 
"technique and tradition." Design includes architecture and 
intangible things, but because I myself mainly focus on product 
design, I associated tradition with traditional industries. I had 
the opportunity to consider the nature of tradition more deeply 
over the course of evaluation, and this led me to realize that 
everything in front of me now embodies some kind of technical 
heritage. Traditional industries are hardly the only area where 
a respect for existing design sets the scene for innovation; this 
is widely applicable. What people pass down through design is 
probably not only tradition but technique.
I sensed a breath of fresh air in Arita porcelain and many other 

Determining what to keep and what 
to update
Yasuharu Sasaki
There is a reason for retaining product elements with emotional resonance, linked 
to behavior, habits, or interaction. Existing design has been cleaned up under the 
influence of IT in recent years, but some traditional products have begun to appear that 
retain such interfaces and affordances. Deciding what to preserve and what to innovate 
is the job of designers.

Tradition stems from believing that 
things should be made
Tamae Hirokawa
Long-admired, traditional design comes from the conviction that it should be made, 
which is driven by curiosity and takes on challenges. Fundamentally, these things move 
people, and this admiration links producers to users and then other producers, as this 
cycle continues for generations.

Pleasant experiences, from striking 
the right balance

entries of products from traditional industries, but to me, Hibi 
10-minute incense sticks, which require no separate means 
of lighting, seemed like a wonderful product and a quantum 
leap in thinking. Intriguingly, unlike designing new pottery, for 
example, where one usually starts by exploring elements such 
as texture or shape, the planners of this product suddenly 
jumped from matches to incense. How to adapt matchmaking 
to current lifestyles – this was probably the challenge they 
faced, now that matches are used less often. By combining 
the two neighboring traditional industries of Harima matches 
and Awaji incense in Hyogo Prefecture, they devised a new 
product. Refined design may emerge under the threat of 
losing one's heritage unless radical changes are made to save 
traditional techniques. Passing down this heritage is one of the 
main challenges faced by traditional industries, which makes 
it difficult to reframe production processes perfected over 
many years. This is why developing such an utterly imaginative 
product is so groundbreaking.

Sasaki   I, too, considered Hibi from the standpoint of tradition. 
In the digital realm, the approach often taken is along the 
lines of giving users one of 10 aromas of their choice at the 
press of a button. In contrast, as a hybrid between incense and 
matches, Hibi has the innovation of retaining a nice balance 
of analog goodness: enjoying a moment, the act of striking a 
match, the initial gunpowdery scent, and the pervasive aroma 
of incense.
Digital and technological advances have paved the way for 
disruptive changes. Although this appeals to manufacturers, 
I think it is essential to find a balance between preserving 
and introducing. One entry that seemed to get the balance 
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right was the Gina smart coffee maker from Goat Story, which 
pairs classic coffee brewing with smartphone connectivity 
that enables users to reproduce and share delicious recipes. 
Again, instead of promising to brew fine coffee of the world 
at the touch of a button, it offers an excellent balance that 
keeps the pleasant indulgence of brewing coffee intact while 
augmenting it with technology.
Another entry that retains the fun of interaction is the 
Little Can electronic piggy bank, a system that transfers 
pocket money for children in China, where electronic money 
dominates. What makes the product especially cute is the 
sound of jingling change played when children shake it. 
Designers have incorporated the convenience of electronic 
money while retaining the analog aspects of interacting with 
and enjoying piggy banks.

Hirokawa   Three long-time favorites show how traditions 
have been passed down in industrial products: Technics 
SL-1200MK7 turntables, USM Haller E modular storage 
furniture, and Yamaha 40th anniversary edition SR400 
motorcycles. Each is a popular, well-known product, and 
we may wonder why they were submitted to the program at 
this time. In each, design that users have admired for years 
has been retained while introducing technical innovation. 
In the turntable, this means that functionality has been 
updated with new digital technology. The Haller furniture 
now features internal lighting – skillfully concealed behind 
exposed surfaces – which meets needs when the frames 
are used for display. And after a pause in production due to 
emission regulations, SR400 motorcycles have been revived 
with functionality to meet the standards. Each shows a 
wonderful spirit of inquiry, in how a regard for maintaining 
their definitive appearance for enthusiasts is paired with 
constant refinement. It takes profound affection and patience 
for company to keep making something from one era to the 
next, for more than half a century. Instead of being content 
with setting a standard in their industry, these companies 
quite impressively kept up the challenge and took their task 
seriously.

Sasaki   Similarly, NHK Reminiscence Library is a digital 
content project employing resources that have come to define 
the times. Along with medical treatment, reminiscing as one 
views images from the past is one of the therapies used to 
treat dementia. Other such treatment includes recalling how 
to use old home appliances or utensils, and talking about 
these memories. Here, this is done with VR. VR is a relatively 
new technology, and this immersive experience is combined 
with archival images of the past, making an intriguing balance 
of new and old. It is also wonderful how this addresses the 
pressing issue of curbing dementia.

Hirokawa   Tradition in this context is passed down both 
for the enthusiasts who are users and because the people 
behind it still appreciate the original design. To endure for 
decades, products obviously need users, but they also need 
producers who are committed to ongoing production in an era 
where the tide is against those who continue to sell the same 
thing. This sentiment on the part of the producer also seems 
indispensable to the tradition.

Hirokawa   An example of expertly paring something down 
to the essentials can be found in award-winning Maffs + 
home fire extinguishers. This product reflects the view that 
changing the traditional bright red of fire extinguishers to 
more subdued tones would encourage more people to keep 
an extinguisher in their home, because it blends in better 
with contemporary lifestyles. I wonder why no one thought of 
this before. All that is different is the color, one might say, but 
it amazed me how much innovation was possible simply by 
changing the color.
Conversely, Press Master PB7 garbage trucks show an additive 
approach to design. The trucks I recall seeing as a child used 
to scare me, working away so noisily as they seemed to devour 
the garbage. On this waste collection vehicle, though, these 
rough aspects seem to have been smoothed out, cosmetically. 
They are a beautiful metallic blue color, with a slightly rounded 
body that looks less imposing. In general, fewer people tend 
to like things with these kinds of cosmetic touches, because 
we often prefer what is familiar. But because the trucks are 
always working with garbage, the cosmetic touches can 
compensate for their dirty image, and the design probably 
holds the potential to earn more admirers, even among young 
children. This thinking comes from trying to please a narrower 
range of people, instead of everyone.

Sasaki   I looked at the Swedish mobility app Whim, part of a 
mobility as a service (MaaS) platform, from a slightly different 
perspective. Unlike the different apps used for each type of 
transportation in Japan, this single app can be used to ride 
any vehicle. I see it as a system that applies technology to 
solve the inconvenience of linking current transportation 
while remaining true to the tradition of allowing us to enjoy 
free mobility by choosing our own modes of transport.
In general, instead of pursuing only convenience, it is a matter 
of finding value in the elements where we feel something, 
enjoy interacting with and owning things, and sense emotions 
that smack of humanity. When people focus on and design 
these things, it may start a new tradition.
Which features should be kept, and which omitted? What 
should we add, and what should we refrain from adding? 
In this, designers have a key role to fulfill as the ultimate 
decision-makers, especially in an era where technology 
enables us to add functionality to everything. What is needed 
is not only the superficial design of colors and shapes 
but also a fresh aesthetic sensibility and foresight. Our 
imperative to keep learning, combined with our position of 
discerning needs in an era of boundless possibilities, makes 
these interesting times.

Hirokawa   Designers must always be able to examine the 
past, look for what is real, and foresee the future. And for 
traditions to endure, we must have ambition, curiosity, 
and inquisitiveness. We must also believe that things 
should continue to be made. Through this, things that are 
appreciated for a long time can be produced, and these 
admired things are passed down. Things that are constantly 
refined because people believe in them inevitably become 
traditional, as admirers share them with others. Traditional 
industries also face the challenge of being bound by tradition, 
but to move ahead, instead of production for the sake of 
techniques, techniques can be passed down to meet needs in 
modern lifestyles.

Taking advantage of existing resources, 
and moving ahead while honoring 
tradition

The addition and subtraction sought by 
designers
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hibi 10MINUTES  AROMA
兵庫の伝統産業である播磨のマッチと淡路島のお香が融合し生まれた、マッチのように擦って火
をつけるお香スティック。

hibi 10MINUTES AROMA
Strike these incense sticks to light them, like a match. This product brings together two of Hyogo 
Prefecture’s traditional industries: Harima matches and Awaji Island incense.

伝統に依拠しながらジャンプした発想

NHK回想法ライブラリー
懐かしいものを見て語り合う心理療法である「回想法」は認知症予防に効果があるとされる。この
回想法に寄与する、NHKが持つ膨大な歴史的映像資産を高齢者施設や家庭に無料で提供する試み。

NHK Reminiscence Library
Reminiscence therapy is a form of psychotherapy believed to be effective in preventing dementia, in 
which individuals are asked to discuss things they remember from their past. Launched by Japan’s 
national broadcaster in an effort to contribute to reminiscence therapy, this free service provides senior 
care facilities and the families of elderly people with access to NHK’s huge archive of historical footage.

VRといにしえの映像活用とのバランス

Whim-All your Journeys
スウェーデンで開発された、電車、タクシー、レンタサイクルなど異なる交通アプリを統合した
MaaSプラットフォーム。交通機関の公共・私営にかかわらず、ルートの検索や予約、料金の支払い
を一括して行える。

Whim-All your Journeys
This Mobility as a Service (MaaS) platform developed in Sweden is an integrated app that brings 
together different forms of transport, including trains, taxis, and bicycles. Its all-in-one service lets 
users search routes, book journeys, and make payments for both public and private modes of transport.

自分の意思で移動できる楽しさをキープ

Little Can
キャッシュレス化時代の子どもたちのための電子マネー貯金箱。保護者がお小遣いをアプリで送金
すると、貯金箱のボタンが飛び出し、入金を動きと音で知らせる。

Little Can
An electronic piggy bank for children growing up in a cashless society. When parents transfer pocket 
money using the app, a button on the piggy bank pops up and signals the money going in with 
movement and a sound.

便利さを取り入れつつ残された所作の楽しみ

ジーナ
手で淹れるハンドドリップの所作を残した IoTコーヒーメーカー。計量や抽出テクニックはアプリ
ケーションがエスコート。オンラインコミュニティでレシピを共有でき、好みの味を再現、共有、
参照することができる。

GOAT STORY GINA
This smart coffee brewing machine still provides all the satisfaction of brewing hand drip coffee. The 
app escorts you through the techniques for weighing and brewing your coffee. You can also share 
recipes via the online community, helping you to recreate, share, and save the data from your best brew.

残す／加えるのグッドバランス

Design of Technique & Tradition技術・伝承のデザイン2
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プレス式塵芥収集車 プレスマスター PB7型
ゴミ回収の効率と機能的造形を追求した圧縮式塵芥収集車。ランプやディスプレイを集約しより
広範囲に注意喚起できる後部パネルと、クラス最大の荷箱と高圧縮積み込みに耐える頑強なボディ
の2つの造形から独創的な新しいシルエットを生み出した。

Press Master PB7 Compacting Garbage Collector
This compacting garbage collector has been designed for greater efficiency in garbage collection 
and a more functional shape. It has been given a new, more creative silhouette thanks to the rear 
panel, which brings together the vehicles lamps and display to provide enhanced warning functions 
to a wider area, and a robust body offering both the highest payload in its class and the ability to 
withstand high-compression loading.

「盛る」ことで好きになってもらう

＋ 住宅用消火器
モノトーンカラーの消火器。非常用品故にアラート色の赤を使い、注意性を明示させるデザインが
定番だった消火器。その固定観念を破り、生活空間になじませるデザインに仕上げた。

+ Home Fire Extinguisher
The classic red fire extinguisher design is intended to draw attention to its presence, using the color 
associated with warning precisely because it is an item of emergency equipment. These new fire 
extinguishers in neutral shades overturn that stereotype with a design that blends into everyday 
living spaces.

色を変えたことでもたらされる革新

前へ進む探究心を持った定番たち

Technics SL-1200MK7
DJ文化を黎明期から支えてきた定番機の最新モデル。従来のイメージを保ちながらデジタル機
能を新たに搭載して性能を向上。生産コストを下げて価格も抑えた。

Technics SL -1200MK7
This is the latest model of the turntable that has been a mainstay of DJ culture since its early days. 
It offers new digital capabilities and enhanced performance, while retaining its original look and feel. 
The price also has been reduced to reflect lower production costs.

SR400 アニバーサリーエディション
40年の歴史を持つモーターサイクルを、歴代の個性を踏襲しながら、クラフトマンシップと最新
技術により繊細に仕上げた記念モデル。精緻な装飾や、企業のルーツである楽器製造由来の塗装
や金属加工を施した。

SR400 Anniversary  Edition
This 40th anniversary model has been given an exquisite finish through a combination of craftsmanship 
and the latest technology, while retaining the distinctive features that have stood the test of time to 
make it a classic motorcycle. The design incorporates sophisticated ornamentation, along with finishing 
and metalworking techniques that hark back to the company’s origins as a musical instrument maker.

USMハラー E
長年愛されてきたモジュール式収納家具のフレームに照明器具を組み込んでアップデート。シン
プルで機能的なデザインを維持しながら、より幅広い用途での使用が可能になった。

USM Haller E
This much-beloved modular storage system has been updated with lights built into the frame. It now 
offers a wider range of usage options, while maintaining its simple, functional design.
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地域をデザインすることは、そこに暮らす人びとの「生」を創造することだ。
都市と地方、それぞれの地域社会の実相を見つめ将来を見据える取り組みから、
私たちがこれから進むべき地平が見えてくる。

そこにあるものを活かし、
組み替える編集力が問われる
いま、都心よりもむしろ地方に課題の最先端が見られ、解決策も生まれている。
そこではものごとを発想し組み立てる構想力と、必要なものを発見し掘り起こす
キュレーション力、そして既存のものを活用し、組み替えて構築する編集力が注目
されている。

クリエイティブプロデューサー、キュレーター ／ 株式会社博報堂
Creative producer and curator / Hakuhodo

近藤ヒデノリ Hidenori Kondo

博報堂入社後、CMプランナーを経て、NY大学修士課程で現代美術を学び、復職。「サステナブルデザイ
ン」を軸に、持続可能な生活文化創造や社会課題解決に関わるブランディングが専門領域。主な業務に、
いろはす、EARTH MALL、ヤフー、J KA、江戸東京博物館など。編著に『 INNOVATION DESIGN』、
『都会からはじまる新しい生き方のデザイン』など。地域共生の家KYODO HOUSE主宰。

Served as a TV commercial planner at Hakuhodo before studying contemporary art for a master’s 
degree at New York University and returning to work. Focusing on sustainable design, specializes 
in branding that fosters sustainable everyday culture and addresses social issues. Main work 
includes I Lohas mineral water, Rakuten's Earth Mall, Yahoo Japan, Japan Keirin Autorace, and 
Edo-Tokyo Museum. Author of Innovation Design and Tokai kara hajimaru atarashii ikikata no 
design, among other books. Head of Kyodo House home/community space.

それは本当に必要なのか？ 誰を幸せにしようとしているのか？ それを切実に考え
ることが最初に大切で、従来のビジネスモデル構築から始めるべきではない。真の
ニーズをつかんでいれば、ビジネスは後からついてくる。

それは誰を幸せにしようとしているのか？

アーティスト ／ NPO法人BEPPU PROJECT代表理事 
Artist / Executive director, Beppu Project (NPO)

山出淳也 Jun’ya Yamaide

アーティストとしての活動を経て『混浴温泉世界』（2009～2015）、『in BEPPU』（2016～）総合プロデュー
サーなど、文化芸術に関する事業のプロデュースや企画運営を多数手掛ける他、行政や企業、地域の課
題をクリエイティブな視点で解決するための多様な取り組みを実践する。著書に『BEPPU PROJECT 
2005-2018』（2018）。平成20年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。

A career as an artist has led to many experiences in art festival production and project 
management. Served as general producer of the contemporary art festivals Mixed Bathing 
World (2009-2015) and In Beppu (2016-), among similar roles. In administration and business, 
has taken on local issues creatively through a diverse range of efforts. Author of Beppu Project 
2005-2018, published in 2018. Received a Ministry of Education "New Face" art encouragement 
award in 2008.

Design of Community Development 地域社会のデザイン3
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キュレーション力があると見ることができます。また、訪問介護
にあたっている現場の人たちが、現場で得た情報や知識を、自
らの判断で自主的に活用するやり方は、上から下へ指示を伝
達する方法とは違う、水平的な活動の仕方です。地域包括ケア
は本来、水平的であるべきなので、理想的な形だと思います。

近藤  デザインというのはデザイナーの視点ありきで捉えられ
ることが多いものですが、これは徹底したボトムアップによる
プロジェクトとして着目しました。ここで働いている人たちは、
地域の人たちが何を本当に必要としているのか、まず地域の
観察から始めている。そうして地域のリアルなニーズを拾い上
げ、それをベースに建物をつくっているから、リビングやオープ
ンキッチンなどからなるコミュニティエリアは、オフィスの3倍
の広さがあるそうです。ニーズに即しているから、多様な地域の
人たちがここに定期的に通う循環も生まれている。
　私が学んでいるパーマカルチャーも観察から始まり、さまざ
まな要素の、その特徴を活かしあえる関係性をデザインするも
のです。それが［かがやきロッジ］にも［チョイソコ］にも見ら
れるように思います。［願いのくるま］も、求められるものに対し
て、人それぞれの得意技を組み合わせて1本の線にして応えて
いるのが印象的でした。

山出  ［願いのくるま］は継続性の点で、いまはまだビジネスモ

チョイソコ

近藤  地域社会をデザインするという考え方で大事なことは、
外から無理に何かを持ち込むというよりも、まずはその地域に
ある資源をいかに活かし、つないでいくか、ということでしょう
か。一過性のものではなく、その地域らしいモノやコトを持続
可能な形でデザインしていくこと。また、伝えるときには焦点
をある程度絞り込み、人が楽しく感じられるように最も伝わり
やすい形を考えます。

山出  その人自身が、つまり、ひとりが幸せになれるかどうか、
ということが私たちの活動では価値として大きいですね。地域
は特に、顔が見える関係性を必要としています。私たちはレジ
リエンスを強化する社会関係資本をつくることが使命だと思
い、そのために必要な人・もの・ことが出会う場をつくるように
しています。それが私たちにとってのデザインで、これは価値
だということを伝えるだけではなく、関わる人たちがそれぞれ
に価値を見つけ、いろんな可能性がそこから飛び立つようにと
考えています。
　プロジェクトを生み出すには、大きなビジョンを描く構想力と、
課題を拾い上げるキュレーション力と、既存のものを組み替え
て社会に提案する編集力が必要です。その中でいま、ますます
求められているのが編集力だと思います。無駄に大きくせず、
お金をかけず、時間もかけず、いまあるものを組み替えて、ひと
まずリリースして、実践の中で編集し直して、必要とされるもの
にどんどん近づけていく。だからプロトタイプ、過渡期のもので
はあるのですが、それでいいと思うのです。

近藤  私も編集力ということにまさに同感で、そこに循環を生
み出すことがポイントなのかなと思います。今回の審査では、
点と点をつなぎ、循環を生み出すようなデザインが目立ちまし
た。［チョイソコ］は人や拠点という、すでにそこにあるものを活
かしながら全体をデザインして、人もお金もうまく循環する形
を生み出している。これまでのように直線的な拡大・発展を目
指すのではなく、地域社会や環境の中でちゃんと循環していく
ことが、ますます大事になっている。こういうことを、先端的な
技術というよりも、既存の技術をうまく組み合わせながら皆の
手に届くものとして安価に実現しているところに感心しました。

山出  ［かがやきロッジ］は、在宅医療の普及のためには地域づ
くりが必要だとクリニックを地域に開き、定期的にイベントを
開催しながら、参加した人が自分のやりたかった企画を持ち込
めるようにして、地域の人と医療側の人、あるいは地域の人同
士の交流や信頼関係が育まれる場所をつくっています。これは

社会問題の先端的な解決策が生まれる

水平なつながりの中で

かがやきロッジ
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デルとしては未完成ですが、素晴らしい取り組みだと思います。
まもなく最期を迎える終末医療の患者の願いを叶えるために、
それぞれの人が自分のできることを行う。一人ひとりに向き合う
社会を大切にしていること、そして、それに対して勇気を持って
一歩前に踏み出した人がいることを評価したい。

近藤  これは、どういう死に方をさせてあげられるか、つまり人
の最期をデザインしているものですよね。［igoku］もそうです
が、今回は高齢者を対象とするデザインが多かった。まさに
人生100年時代を最期までどう幸せに生きられるかというデ
ザインが実践として現れていて、希望を感じました。
　高齢者だけではなく女性や障害者を含む弱者の立場で、
いままで見過ごされてきたことを解決する仕組みをつくろうと
いうものも目を引きました。そうした中で飛び抜けていたのが
［願いのくるま］で、海外の事例を参考にしたという点が議論
になりましたが、［リビルディングセンタージャパン］も含めて、
既存のいい仕組みやデザインを、地域に合わせて調整・改良
するというやり方は否定すべきものではないと思います。

近藤  高齢者向けの活動は地味というか無難なものが多く、ま
た、死というタブーに踏み込まないようにしているところがあ
ります。その中でこれは、棺桶に入る体験を通して死というも
のを身近にする企画であったり、高齢者のファッションポート
レートがあったりする。何よりいいのは、登場している高齢者
の表情が、本当に楽しそうで、最期まで生き生きと暮らすこと
を全体で発信しているんですね。高齢者が最期まで楽しく暮
らせるようにという取り組みは他にもありましたが、［igoku］は
その伝え方と、タブーに踏み込んだ体験の設計が際立ってい
ました。

山出  これは福島県いわき市という自治体が、地域包括ケアの
一環として、行政主導で継続的に行っているのが画期的だと
思います。この取り組みが他の自治体にも伝わっていくと、地
域包括ケアのあり方も変わるところがあるでしょうし、終末医
療の現場もオープンになり、その重要性が広く認識されるよ
うになるでしょう。そこを広げた功績は大きい。

近藤  若手のデザインチームが関わっている点も評価していま
す。地域包括ケアのような社会問題や、高齢者が最期まで楽し
く生きるということに、作り手も含め、若い人たちが目を向け
る契機になる素晴らしい取り組みだと思います。また、子ども
が高齢者や死というものにしっかり向き合える体験を企画して
いるのもいい。

山出  高齢者が棺桶に入る体験の映像を見ていたら、周りに
いる子どもたちの顔つきがだんだん変わっていった。死という
他人事が自分事になったからですよね。近代以降に人の見送り
方が変わり、死というものを実生活から遠ざけるようになりま
した。死が生から分断したと言いましょうか。地域包括ケアは
それを取り戻そうとするものだと思います。

近藤  葬儀場がもっと身近な場所になるようにデザインした
事例もありましたね。死というものをより身近に考えること
で、自分が普段生きていることの意味を改めて考えるという、
［igoku］はそうした動きの突端かもしれません。また、今回の
審査では、障害者と一緒に行う活動も目立ちました。健常者と
障害者、生と死、若者と老人など、近代化の過程で生まれてき
た分断をつなぎ直すという試みがさまざまに行われています。
　今回の審査ではもうひとつ、多世代が集まる居場所の事例
が多かったのも特徴的でした。近年急増している若い人だけ
が集まるシェアハウスではなく、地域にいる高齢者や主婦、子
どもたちの交流が生まれるようにしようという事例で、社会の
専門化・分断が進んだ中で、そうしたつながりを育む場所は
今後ますます必要とされているのだと思います。

近藤  それらの事例の大半は、ビジネスとして大きな利益を
生み出しているわけではないですが、そこに確かに生まれてい
る人の滞留や循環にこそ、その場所の価値があるのだと思い
ます。［1616 /arita japan］も、プロダクトとして完成度が高い
だけでなく、海外のデザイナーをはじめ、さまざまな人の交流
や循環をプロジェクトに組み込んでいることが、常に新たな刺
激をもたらして質を高めているのだと思いますし、そうした循環
がビジネスとしても長期的に成果を出していくのではないかと
思います。

igoku

分断されていた関係をつなぎ直す

長期的な視野での循環型のデザイン
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かっこよさはその過程でブラッシュしていけばよくて、まず必要
なのは、世の中をどうしたいか、幸せをどう取り戻すかという意
志です。地域限定や狭い範囲での課題解決でも構わない。広
がっていけば、分断を超えた解決策になっていくかもしれませ
んから。

近藤  同感です。まさにいま、これまで既存のレール上で売上
の拡大を目指して差異化を競ってきたビジネスのあり方そのも
のが、環境面や人の幸福という面でも問題を生んできた中で、
大きな転換点を迎えているのだと思います。だからこそ、それ
はほんとうに必要なのか？ ほんとうに人を幸せにするのか？ 
という強い想いやビジョンを元にしたデザインこそが多くの人
の共感を生み、ビジネスとしても成功する時代になっているの
だと思います。

山出  伝統工芸の産地は、産地としてまとまって強くなってい
かないとブランドの維持が難しいわけですが、製造会社の横
のつながりが意外にない。［1616/arita japan］はそのつなが
りを生む仕組みと捉えています。地方では横のつながりの大切
さを特に強く感じます。そして、これも必ずしも新しい仕組みで
はないけれど、誰かが一歩前に踏み出さなければできないこと
でした。

近藤  長期的な視野での商品開発・事業計画も目を引きました。
［スワダネイルクリッパー］は、てこ式爪切りの構造を革新した
デザインも美しいですが、使い捨てではなく、メンテナンスを
して長く使えるようにしたデザインが印象的でした。［1616 /
arita japan］も、人が循環しながら長期スパンでブランドを
育てていくことを射程にしているのではないかと思います。

山出  重要なのは、ビジネスモデルから考えようとしないことで
す。従来のプロダクトアウト型のビジネスモデルは、真のニーズ
をつかむことをしていません。特に他社製品との差別化を図る
ことを動機とした開発は、過剰さを増し、不要なものを生んで
きました。
　ビジネスモデルは、プロトタイプが社会から必要とされたと
きに生まれるもの。地域でいろいろな活動をやっている我々
からすると、他の地域は順番を間違えているといつも思う。
やっぱり、最初に切実なニーズがあり、それをどこまで他人事
ではなく自分事にできるかが大切で、それが本当にいまの社会
で必要とされていれば、やがてビジネスになっていきます。
　そう考えると、この人を幸せにしたい、笑顔にしたいと、顔の
見える相手をイメージすることが大切だと思うんです。そして、
プロトタイプでいいからどんどん世の中に出して、使われて改
良していくことを繰り返していけるかどうか。見た目の美しさや

1616 /arita japan

誰のためのデザインか
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Kondo   When we think of designing local communities, rather than 
imposing things we bring in from outside, it must be a priority to 
consider how to tap and link local resources. Instead of temporary 
projects, sustainable design should be sought, incorporating locally 
distinctive goods and services. And in communication, the focus 
should be narrowed down somewhat, considering how to convey the 
message most easily to appeal to people.

Yamaide   That is a key quality of our work – whether we can 
please each individual reached by these activities. Personalized 
relationships are especially vital in local communities. We view it 
as our mission to create resilience-enhancing social capital, and 
we arrange opportunities that bring together the people, tangibles, 
and intangibles needed for this. To us, that is the essence of 
design, not only conveying that something is worthwhile but also 
arranging encounters with things that participants find personally 
valuable and allowing a variety of possibilities to take off.

Bringing projects to life requires the conceptual ability to trace out 
an ambitious vision, the curatorial ability to gather the issues, and 
the editorial ability to recompose existing things and present them 
to society. Among these skills, editing is no doubt increasingly 
in demand. Tentatively release your work without making it too 
elaborate, spending much money, or taking much time, and then 
refine it as people are actually involved with it, as you steadily 
bring it closer to what is needed. It may therefore be a prototype or 
a work in progress, but I think that is fine.

Kondo   I certainly feel the same way about editing, and I think a 
key point in this role is to establish a cycle. Design that connects 
the dots and creates a cycle stood out in our screenings this year. 
Choisoko also represents comprehensive design that applies what 
is already there – people and local sites – and effectively channels 
the flow of people and money. Instead of seeking traditional linear 
growth and development, it is becoming more important to have 
a steady circulation in local communities or the environment. 

Tapping and remixing local resources
Hidenori Kondo
Rather than urban centers, it is outside of metropolises where certain issues are 
emerging first, and where solutions are arising. Skills appreciated in this context 
are conceptualization (envisioning situations and combining elements), curation 
(discovering and uncovering what is needed), and the ability to "edit" (use and 
remix) existing resources.

Designed for whose happiness?
Jun'ya Yamaide
Is that truly important?  Whose happiness are we seeking?  These are the key initial 
considerations, and projects should not begin by planning a traditional business 
model. For business to come together at a later stage, begin by grasping what is 
truly needed.

The advent of advanced solutions to 
social issues

Choisoko achieves this economically, to make it accessible to all, 
and not with advanced technologies but by skillfully combining 
existing technologies, which impressed me.

Yamaide   In another award winner, we can see the power of 
curation at work. Viewing community-building as essential in 
promoting home healthcare, Kagayaki Lodge shares their clinic 
building with local residents. The Lodge organizes their own 
regular events here but also hosts projects that participants have 
been wanting to do. In this way, the place they have made fosters 
exchanges and builds relationships of trust with and between 
local residents. And because horizontal ties have always been 
desirable in comprehensive community healthcare, it seems ideal 
that instead of following orders from above, the Lodge's home 
healthcare professionals use their own discretion in applying the 
information and knowledge they gain in the field.

Kondo   Design is often evaluated from a designer's perspective, 
but I viewed this as a completely bottom-up project. Those working 
here started by observing the community to determine what local 
residents truly need. Real community needs formed the basis for 
how the building was constructed, which led to a community area 
(consisting of a living room, open kitchen, and other rooms) three 
times larger than the office. Because the Lodge meets local needs, 
there is a regular flow of community members of all kinds.
Both Kagayaki Lodge and Choisoko seem to reflect some 
permaculture design principles that I study, which also begin with 
observation and then focus on designing connections that capitalize 
on the characteristics of various elements. Negai No Kuruma also 
responds to needs, and I was impressed by how this program 
combines and focuses the expertise of various participants on a 
shared goal.

Yamaide   From the standpoint of continuity, the Negai No Kuruma 
business model can still be perfected, but I think it is a wonderful 
initiative. Each participant does what he or she can to fulfill the 
wishes of terminally ill patients near the end of life. The program 
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deserves recognition both for valuing a society where no one is 
overlooked and for showing that some people have the courage to 
take a step forward, in this regard.

Kondo   We are referring to how to support people as they approach 
death, or in other words, designing the last stage of life. Igoku 
is another example of this, but many entries this year were for 
the benefit of older people. Especially in this era of the 100-year 
lifespan, it was encouraging to see practical examples of design 
addressing the question of how to be happy at the end.

What also caught my attention were design entries that rose to the 
challenge of solving overlooked issues not only for older people but 
also for women or vulnerable people, including those with disabilities. 
Negai No Kuruma stood out among these. And although jury members 
debated the validity of entries such as ReBuilding Center Japan 
that are inspired by ideas originally developed outside of Japan, 
I think we should not deny the approach of refining and adapting 
good existing systems or other design for use in local communities.

Kondo   Among activities designed for seniors, many are 
conservative and inoffensive, and there is probably an effort not 
to venture into the taboo territory of death. In contrast, activities 
in one award-winning program include lying in a coffin, to make 
death more familiar, and shooting fashion portraits with elderly 
participants. Best of all are the expressions on the seniors' 
faces. They genuinely seem to be having fun. The organization's 
publications resound with the message that even our last 
moments should be full of life. Although other entries also sought 
to help seniors enjoy this time of life, the Igoku program stood out 
for its communication and taboo-defying experience design.

Yamaide   It is groundbreaking that this program is part of 
ongoing, city-led comprehensive community healthcare in Iwaki, 
Fukushima. Conveying the initiative to other municipalities may 
well change some aspects of how this healthcare is managed. It 
would make end-of-life care more open and raise awareness of its 
importance. Progress in this is a tremendous achievement.

Kondo   Also admirable is how a young design team is involved. It 
is a wonderful initiative that encourages younger people (including 
the designers themselves) to consider social issues such as 
comprehensive local healthcare and how seniors can continue 
to enjoy themselves at this time of life. I also appreciate how 
experiences are planned to ensure that children are more familiar 
with their elders and dying.

Yamaide   A change came over the faces of children watching as 
seniors lay down in coffins for this experience, as death became 
more personal. Modern times have changed how we say goodbye 
and made death more distant from everyday life. We might say that 
people feel a disconnect between death and life. Comprehensive 
community healthcare can mend this.

Kondo   Other entries attempted to make funeral homes more 
familiar. Perhaps Igoku blazes a trail in this respect, too. By 
reframing death as something more familiar, the program 
encourages us to reconsider the significance of the life we are living 
every day. Also noticeable in this year's screenings were activities 
that bring together people with and without disabilities, which 
are just some of the many attempts to mend the fragmentation of 
modernization, whether between illness and health, life and death, 
youth and old age, or other things.

To mention another noticeable trend, many entries introduced 
places that bring people together across generations. Rather 
than shared housing exclusively for younger generations, which 

has taken off in recent years, these entries presented senior 
housing, cafés, daycare centers, and other places that encourage 
interaction between local seniors, homemakers, and children. 
Places that nurture bonds between people will be more and more 
relevant.

Kondo   From a business standpoint, most of these examples will 
not generate significantly more profit, but the places are valuable 
precisely because of their retention and flow of people, some of 
whom will certainly be born there. Another example is 1616/Arita 
Japan porcelain. As a commercial product, the series is highly 
polished. As an enterprise, the exchanges and circulation of all 
sorts of people, including international designers, no doubt provides 
constant stimulation and enhances quality. In business as well, I 
think this cyclical design will be fruitful over the long term.

Yamaide   Centers of traditional craftsmanship struggle to 
maintain brands unless local artisans jointly reinforce the area's 
status as a site of production. Yet often, horizontal ties between 
producers are surprisingly absent. We can view 1616/Arita Japan 
as a way to cultivate these connections. I sense that horizontal 
ties are especially important in rural areas. And although this is 
not necessarily a new approach, it required someone to take that 
first step.

Kondo   Entries on product development and business planning 
from a long-term perspective also intrigued me. Elegant Suwada nail 
clippers update the structure of clippers with a lever mechanism, 
but what particularly impressed me was that unlike disposables, 
they are designed to enable maintenance and use over many years. 
With 1616/Arita Japan as well, the inflow and outflow will probably 
continue as the brand is developed over a long period.

Yamaide   The key is not to consider things from the stage of 
planning a business model. With traditional "product-out" 
business models, there is no grasp of true needs. In particular, 
development motivated by a desire to stand out from competitors' 
products has increased excess and created superfluous things.

When society needs a certain prototype, this sets the scene to 
devise a business model. As an organization involved in many local 
projects, we always think that other areas are doing things in the 
wrong order. Again, it starts with a pressing need, and a key factor 
is the extent of ownership one can invest. If this is something truly 
needed in society at the moment, it will eventually become a viable 
enterprise.

Along these lines, I think it is important to visualize others whose 
faces we know, as we imagine delighting certain people or making 
them smile. Then, an attentive response will be enough, even with 
prototypes, and it will be a matter of continuous improvement as 
these things are used. The appearance can be refined to look more 
beautiful or admirable along the way, but the first element needed 
is the will to somehow make a difference, to somehow restore 
happiness. Even problem-solving projects that are geographically 
limited or narrow in scope are welcome. After all, widespread 
adoption will make them solutions with impact beyond their original 
boundaries.

Kondo   I agree. As issues involving the environment or people's 
well-being emerge, our notion of business as usual – vying to 
stand apart and expand sales, along the trajectory of existing 
rules – is probably near a major turning point. We have entered 
an era where design inspired by a strong ambition or vision, about 
whether something is truly necessary or will truly bring happiness, 
will resonate with more people and succeed as a business.

Mending fragmentation by 
reestablishing ties

Designed for whom?

Far-sighted, cyclical design
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チョイソコ
高齢者や交通不便者を対象とした、電話申し込みで自宅最寄り降車場から希望の行き先乗降場ま
で他利用者と乗り合いで送迎するサービス。買い物や医療往診の問題解決に向けて、停留所のあ
るスーパーや公共施設などへ利用者を直接送迎する。

choisoko
This ride-pooling service for elderly people and others without access to convenient transportation 
easily enables users who have made a phone reservation to travel from their nearest pick-up point to 
their preferred drop-off point. The service is designed to provide users with direct transport to and from 
supermarkets and public facilities where pick-up/drop-off points have been established, with the aim 
of making it easier for users to go shopping or access medical care.

既存の資源を組み替えた編集力の所産

かがやきロッジ
リビングを中心にオープンキッチン、宿泊室、座敷などを備える、地域に開かれた在宅医療クリ
ニック。業務上必要なスペースの3倍の空間を持つ。

kagayaki  Lodge
This rural clinic specializing in home medical care has a spacious living area at its heart and is equipped 
with an open kitchen, guest rooms, and a traditional Japanese tatami room. It has been designed with 
three times as much space as would ordinarily be needed for a clinic of this kind.

ボトムアップであり水平的でもある場

リビルディングセンタージャパン
アメリカ・ポートランドですでに実用化されているビジネスモデルをベースに、地方都市で雇用を
生み出し、環境への負荷を下げていくための取り組みとして事業化。古材の流通を促進するだけで
なく、カフェの併設やサポーターズ制度の導入などで、地域社会における人々の営みの拠点を形成
している。

ReBuilding Center JAPAN
Based on a business model that has already been put into practical use in the city of Portland in the 
United States, ReBuilding Center JAPAN has been commercialized as an initiative to create local 
employment while reducing the overall burden on the environment. In addition to promoting the 
distribution of wood refuse, the establishment of a café and the introduction of a supporters system 
have formed a sturdy base for citizen activities in the local community.

願いのくるま
外出困難な終末期医療患者を本人の希望する場所へと無料で送迎するボランティア活動。ヨー
ロッパで広がる同様の取り組みを知った日本の自動車輸出企業による、国内初の取り組み。車椅子
のまま乗れる車両や介護スタッフを手配し、出かけた先での入園料などの経費も運営側が負担する。

NEGAI NO KURUMA
This service provides terminally ill patients who cannot easily get out and about on their own with rides 
free of charge to places that they want to visit. The first endeavor of its kind in Japan, it was set up as 
a voluntary activity by a Japanese automobile export company that had learned about the growing 
popularity of such initiatives in Europe. The organization provides vehicles able to transport people 
in their wheelchairs and arranges nursing care staff to escort them, as well as covering costs such as 
entrance fees at the destination.

海外の事業モデルを地域性に則してアレンジ
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igoku（いごく）
いわき市の地域包括ケア推進課によるコミュニティデザインプロジェクト。有志で参加する若手デ
ザインチームと協働し、ウェブサイトやフリーペーパーでの情報発信や体験型イベントなど、社会
包摂に関わるさまざまな活動を行う。

Iwaki area comprehensive care igoku
This is a community design project undertaken by the Iwaki City government’s Regional Comprehensive 
Care Promotion Division. In partnership with a team of young designers who offered their services 
voluntarily, the division behind the initiative will undertake various activities focused on social 
inclusion, including interactive events and the dissemination of information via a website and a free 
newspaper.

際立つ「伝え方」と「体験の作り方」

1616/arita japan
国内外のデザイナーと協働する有田焼のテーブルウェアシリーズ。これまでにないデザインやコ
ンセプトのもと、職人は伝統を踏襲しながら新たな技法も模索。産地と海外デザイナーとの交流
から、訪れる人々のための施設づくりがなされるなどの展開を誘発。

1616 /arita japan
This Arita tableware range has been produced in collaboration with designers from Japan and 
overseas. Inspired by completely unprecedented designs and concepts, the craftspeople making them 
explore new techniques, while remaining faithful to Arita’s rich traditions. The interaction between the 
production area and overseas designers has also led to the development of facilities to host visitors.

スワダネイルクリッパー　
従来は片刃でしかつくれなかったものを、両刃に成形し切れ味を向上させた。上下の刃を開脚
できる構造にしたため、それぞれ表裏の両刃加工が可能になった。刃の研ぎ直しや修理もメー
カーがサポート。

suwada nail clipper
Once upon a time, nail clippers could only be produced with single-edged blades. These nail clippers, 
however, feature double-edged blades, offering enhanced cutting performance. Their structure enables 
the upper and lower blades to be separated, so that both the front and back can be sharpened. The 
manufacturer also offers a blade-sharpening and repair service.

交流や循環を伴った地域のものづくり
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Disaster Prevention & Recovery Design防災・復興のデザイン4

災害が多発し脆弱性が露わになっている現代にあって、
エコシステムにおける人の存在と尊厳の維持が問われている。
「取り戻す」ことと「予め備える」ことに対してデザインは何ができるのか？

災害がそもそも起きない世の中をつくる
国際社会において最重要課題となっている気候変動への対応は、デザインがもっと
向き合うべきテーマだ。大企業が省CO2に取り組み社会の流れをつくることは評価
すべきこと。単なるCSR活動にとどまらず、経営上の課題として取り組むために経営
者の積極的な意志が必要である。

プロジェクトマネージャー ／KESIKI INC.パートナー／Whateverディレクター／ quantumフェロー
Project manager / Partner at Kesiki, director at Whatever, and fellow at Quantum

井上裕太 Yuta Inoue
マッキンゼー、WIREDの北米特派員、TBWA HAKUHODOを経てquantum設立に参加。CSOやCIO
として大企業やスタートアップとの共同事業開発及び投資を主導。その後KESIKI INC.設立に携わり、
現職。Whatever Inc.ではCorpDev Directorを務める。官民連携による文部科学省でのトビタテ留学
JAPAN設立、九州大学客員准教授としてSDGsの産官学連携なども経験。

After working at McKinsey, as a Special Correspondent for Wired in North America, and at TBWA 
Hakuhodo, he was part of founding Quantum. As CSO and CIO, he spearheaded joint business 
development and investment, with large corporations and startups. He then took part in establishing 
Kesiki Inc. and took up his present post. He also works as a CorpDev Director at Whatever Inc. He 
also established the public-private collaboration, Tobitate! Study Abroad Initiative with the Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and was part of the cooperation between 
industry, government and schools for the SDGs as a guest associate professor of Kyushu University.

被災後はまちを元の状態に戻す「復旧」作業が行われるが、まちの未来を創造する
「復興」が必要だ。そのため形だけでなく仕組みも含めて再生すべきで、プロジェクト
マネジメントを含めたデザイン力が期待される。

復旧ではなく復興するためのデザイン

建築家 ／株式会社SALHAUS 
Architect / Salhaus

栃澤麻利 Mari Tochizawa

東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。山本理顕設計工場を経て2008年SALHAUSを安
原幹、日野雅司と共同設立。建築設計、まちづくり活動を行い、代表作に「陸前高田市立高田東中学校」
「群馬県農業技術センター」「tetto」「扇屋旅館」「麻布十番の集合住宅」など。受賞歴に日本建築学会
作品選奨、木材活用コンクール最優秀賞農林水産大臣賞、BCS賞、住宅建築賞など。

Graduate of the Department of Architecture, Graduate School of Science and Technology, Tokyo 
University of Science. Cofounded Salhaus in 2008 with Motoki Yasuhara and Masashi Hino after 
gaining experience at Riken Yamamoto & Field Shop. Engaged in architectural design and urban 
development. Representative works include Takata-Higashi Junior High School in Rikuzentakata, 
Gunma Agricultural Technology Center, Ogiya Ryokan, and the Tetto and Applause Azabu residential 
complexes. Has received numerous awards from organizations including Architectural Institute of 
Japan, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (for wood construction), Japan Federation of 
Construction Contractors (BCS award), and Tokyo Society of Architects & Building Engineers.
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井上  誰もが、いつ、どこで被災してもおかしくないくらいに、災
害が身近な時代です。より安心して暮らすためには、社会をど
のようにデザインすればよいのか。受賞作の優れた部分をひも
解いていくと、これからの社会のあり方における大切なヒント
が見えてきた気がしました。
　例えば、国内のいたるところに、その土地で起きた災害にま
つわる伝承や知恵が残されていると思います。そういった防災
や復興の工夫を、より分かりやすく大勢に向けて伝えるという
点で、デザインが提示できるソリューションはたくさんあるはず
です。また、被災後のコミュニティや社会の仕組みを再建する
ことも、広義のデザインといえるでしょう。今回の「防災・復興
のデザイン」というテーマには、デザインの大きな可能性を感
じました。
　まず注目したのが、［須賀川市民交流センター tette］。東日
本大震災で被害を受けた街の中心地に、図書館や子育て支援
などの複合施設をつくり、市民が交流できる場所にしました。
これは、震災がなかったら起こり得なかったプロセスといえま
す。さまざまなものが、いったんリセットされたからこそ、複合的
なリデザインが可能になったのだと思います。

栃澤  被災後、特に公費を使う場合は、元の状態以上の改善
をともなう復旧・復興は受け入れられない傾向があります。
でも、一度壊れてしまった社会を再生するには、形だけ戻すの
ではなく、未来を見据えた、新しいまちの創造や経済的な活
性化をともなう「復興」が必要です。被災によりリセットされて
しまうからこそ可能になる「未来のつくりかた」が、きっとある
はずで、そこにデザインの力が発揮されるべきだと考えます。
　tetteは、取り組みの内容、デザインの落とし込み方、プロ
ジェクトチームの構成、どこをとっても未来志向の復興のお手本
のようなプロジェクトですね。時が経ち、それが復興事業だっ
たことが忘れられたとしても、まちの複合施設として、市民交流
の場所であり続けるであろうことが容易に想像できる、極めて
素晴らしいプロジェクトだと思います。

井上  勇気がありますよね。このプロジェクトを提案した時点
では、おそらく反対もあったでしょう。潤沢な予算があったわけ
ではないだろうし、その中で、復興としてプロジェクトの意義を
きちんと提示し、成功させたのはすごいことです。

栃澤  オペレーションの面でも、よいモデルとなるのではない
でしょうか。公共施設はどうしても縦割りの運用になりがちで、
多分野の機能を1カ所に集約することが難しいんです。この施
設には、図書館、子育て支援、就業支援、ミュージアムと、担当
部署がことなる分野の機能が集まっていて、建築的に領域が
明確に分かれずにずるずるとつながっています。でも開館時間

求められるのは「復興」

はそれぞれ細かく設定されていて、多分野がうまく融合できる
オペレーションの仕組みまで、ちゃんとデザインされているん
ですよね。

井上  複合施設は、あちこちで最近よく見られるようになりま
したが、フロア別に機能が分かれていることが多く、こういう
形で建築的にも、コンテンツ的にも、緩やかに融合している例
は希少だと思います。プロジェクトマネジメントを含めた広義
のデザインとして、非常に優れた事例でした。

井上  コミュニケーションのデザインとして興味を持ったのが、
［＋ 住宅用消火器］です。消火器を誰かにプレゼントするなん
て発想、いままでなかったですよね？ 表に出しておけるし、贈り
物にもしやすいデザインの防災グッズは、いままでありそうで
なかった。インスタ映えする防災も「あり」なんだな、と感心し
ました。

栃澤  災害は突然起こるものだから、防災グッズは本来、日常的
に身近にあるべきもの。ところが、防災用品は一様に注意喚起、
性能担保を追求して、快適性や美しさが排除されてきました。
この消火器は、単に色を変えただけでなく、暮らしの中に溶け
込み、見えるところに置いておけるようにした点で、デザインの
効果が端的に表れています。
　大災害までいかなくとも、台風や水害、停電など、生活に支
障をきたす災害が頻発するいまだからこそ、従来使ってきた「も
の」や「仕組み」のデザインを見直すべきだと思います。災害を、
稀にやってくる特別なものと捉えるならば、防災用品は注意喚
起を促すデザインがよいのでしょうが、いまや日常の出来事と

須賀川市民交流センター tette

防災を日常化するためのデザイン
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なっています。そうなると、防災用品も日常生活になじむ形に
シフトチェンジしたほうがいいし、そこにデザインが持つ力を
活用できると思うんです。「部屋にあるとかっこいい」というコン
セプトが、他の防災用品にも波及していくといいですね。

井上  老舗の防災メーカーが、「消火器は赤」という伝統を変
えるのは、そう簡単ではなかったはずです。そういう意味でも、
「身近に置く」という別の切り口から最適解を探ったアプロー
チは、防災分野のデザインにおいて次のスタンダードになり
得ると思うので、応援したいですね。
　日常に防災を持ち込むことと並んで、非常時の生活において
ストレスをなるべく減らすという視点も大切です。被災生活でじ
わじわダメージを受けるのは、トイレで気持ちよく用が足せな
いとか、シャワーを浴びることができないという要素なんです。
［レジリエンストイレ（災害配慮トイレ）］は、地道で誠実な取り
組みとして評価しました。

＋  住宅用消火器

レジリエンストイレ（災害配慮トイレ）

栃澤  これは非常に画期的な事例です。一般的に水洗トイレ
は1度に5リットルの水を流すのに対して、1リットルで済むと
いう仕組みですが、不足する4リットル分はプールの水や溜め
た汚水排水管側に流すことで補っています。

井上  考え方を変えることで、大量に節水できるわけですね。
しかも、そのためにわざわざ配管構造を変えるとなると、現実
的にはなかなかリソースが配分されない。このトイレはそこま
で配慮しています。しっかりとしたビジョンや思いがあってこそ
実現したプロジェクトであり、こういうアプローチを一歩ずつ
進めていくことが大切です。

栃澤  非常時は簡易トイレ、という既成概念を覆す改革に大
企業が取り組み始めたことは、大いに注目できると思います。
また、このトイレの設置をきっかけに、学校や企業で防災教
育を行っていることも評価できます。施設整備と運用への理解
がセットになって初めて非常時に有効活用されるものになると
思います。

井上  同様のアプローチでは、［グリーンライズ］のファスナー
も画期的な取り組みです。温室効果ガス削減や石油使用量削
減に寄与するため、植物由来のファスナーを開発した事例です
が、YKKのようなグローバル企業がエシカルな製品開発に本
気で取り組むことが、社会に対するメッセージにもなっていま
す。CO2排出による地球温暖化が引き起こす異常気象はわれ
われ人間が抑制すべきですが、企業がCO2削減に取り組むに
は経営陣の積極的な意志が必要です。一人ひとりの心掛けも
大切ですが、産業の担い手である企業の姿勢を変えることで、
世の中が劇的に変わります。社会の流れを変えていくためにも、
企業のこうした取り組みは、きちんと評価されるべきですね。

栃澤  災害が起きにくい世の中にしていくにはどうしたらよい
か？ というのも、防災における大切なテーマです。災害を減ら
していこう、というムーブメントの中で、デザインに何ができる
のか、という一つの答えを示してくれました。

井上  グローバル企業の取り組みとしては、中国の総合家電
メーカーXiaomiの［One Paper Box］も非常に示唆に富む
ものです。1枚の紙を組み立ててつくる、家電製品の緩衝材を
兼ねたパッケージで、プラスチック材を使わないという社会
トレンドに対応しています。いま、非常に勢いのある企業で、
一定の利益率を超えたら、その分を社会に還元することにして
いるんですね。プロジェクトが経営陣と密接に連携することで
達成される事例の一つです。

環境破壊を抑制する

Disaster Prevention & Recovery Design防災・復興のデザイン4
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井上  社会機能が一極に集中した構造によりもたらされる災害
被害が起きにくいよう、分散型の社会構造を指向する意味で、
［MITOSAYA薬草園蒸留所］は好ましい取り組みだと思いま
す。閉園した公営の薬草園を、果樹や植物を原料にした蒸留酒
づくりの蒸留所に改修し、住居も備えたローカルな事業施設
にしています。ごく少量しか作れない蒸留酒を、地元の消費者
に売り切るという、メーカーとユーザーの距離の近い地域経済
が美しく実現されていて、経済的な分散型社会が成り立って
いるんです。

栃澤  これは建築のユニットでの受賞ですが、単なる建築の
デザインだけではなく、住まい方、暮らし方、働き方をトータル
に見て、どうリデザインしているかも含め評価しています。小さ
な社会で経済を回していくことは、防災においても有効です。
大きなインフラに頼らず、小さな社会の自立をどうやって実現
していくか、これから日本が考えていくべき課題だと思います。

井上  これまで日本が構築してきた中央制御型の大きな社会
システムは、災害に弱いという欠点があります。自立した小さな
経済圏が分散して支え合う社会設計のほうが、より柔軟で強靭
な社会に近づいていくでしょうね。［蒸暑地サステナブルアー
キテクチャー］ではエネルギーと水を数軒の住宅の間で生産、
消費するマイクロなインフラが提案されています。

栃澤  現代都市は巨大なインフラによって支えられています プライムメゾン江古田の杜・グランドメゾン江古田の杜

蒸暑地サステナブルアーキテクチャー

グリーンライズ

が、一部が破壊されると全体に影響がおよぶそのシステムは、
実は災害に対して脆弱だということがわかってきました。小さな
エリアで自給自足するこのシステムは、非常時に隣のエリア
と助け合える、とてもレジリエンスの高いものになっています。
［プライムメゾン江古田の杜・グランドメゾン江古田の杜］は、
分散というより、意図的に多世代をミックスしたプロジェクト
ですね。子育てもできるし、高齢者が安心して住める集合住宅。
単世代が集中しているのも実は脆弱であり、ここでは多様な世
代が暮らし、お互いに助け合えるつながりを育んでいることが
評価のポイントです。そういうつながりが、いざという時に力を
発揮しますから、こういうコミュニティのあり方が増えていけば
いいなと思います。

井上  支え合うコミュニティが実現されていながら、敷地内で
閉じていないのもいいですね。地域、多世代、森に対し少しず
つ開いていて、こういう地域社会のあり方が防災面では強い。
 1カ所が被災しても、周囲が支援してリカバーできる自立型の
社会は、復興時の回復も早いんです。これからの社会は、小さ
な地域内でエネルギーやインフラを自給自足しつつ、近隣地
域とも連携する分散型社会システムを目指していくのがいいん
でしょうね。

自立して支え合うコミュニティのあり方
—分散型社会をつくるデザイン
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Creating a world without disasters in 
the first place
Yuta Inoue
Addressing climate change, the key issue facing the international community, 
should be a greater priority for those involved in design. We should recognize how 
large companies are reducing CO22 emissions and setting a positive trend in society. 
An active commitment is needed on the part of managers, who should view this work 
not only as a form of CSR but as management issues to take on.

Beyond restoring cities, designing their rival
Mari Tochizawa
After disasters strike, work begins to restore cities to their former state, but the kind of 
recovery needed will build their future. Toward this end, restoring appearances is only 
one aspect. Good design holds potential in rival, which should include social systems 
and apply effective project management.

Inoue   Now that disasters have become so familiar that anyone, 
anywhere may be affected at any time, how can society be 
designed to afford greater peace of mind? Looking more closely at 
the finer points of award-winning design seemed to yield valuable 
insight on this future society.
One example of this involves traditions and wisdom across Japan 
that have arisen from local disasters. Surely many solutions 
exist that can convey this disaster prevention and recovery 
resourcefulness more clearly to the public through good design. 
Good design, broadly conceived, is also applicable to rebuilding 
disaster-stricken communities and social systems. This year, the 
focused issue theme of "disaster prevention and recovery design" 
gave me a sense of the tremendous potential of design.
The first entry I focused on was the Tette community center in 
Sukagawa, Fukushima. Here, in the heart of a city affected by 
the Tohoku disaster, a complex consisting of a library, childcare 
center, and other facilities was built as a place to bring residents 
together. The development process followed for Tette would not 
have unfolded without the disaster; it was the temporary resetting 
of many things that enabled this integrated redesign.

Tochizawa   After disasters, and especially when public funding is 
used, restoration or recovery proposals tend to be unacceptable if 
the new site would improve upon the previous one. However, reviving 
a shattered society means more than restoring appearances. 
The kind of recovery needed creates new cities and revitalizes 
economies with the future in mind. There must be a special kind of 
future-building we can engage in after society has been reset by 
disasters, and this is where the power of good design should prevail.
Tette sets an excellent example as a future-oriented recovery 
project, in the scope of the initiative, the application of design 
principles, the composition of the project team, and all other 
respects. Even if its original purpose in promoting recovery 
eventually fades from memory, Tette is such a wonderful project 
that we can easily imagine it as a community complex that 

The need for recovery continues to bring people together years from now.

Inoue   We can sense the courage in it, despite the discouragement 
that no doubt also existed when the project was proposed. The 
budget must have been modest, but impressively, the contributors 
clearly sought recovery through this project and succeeded.

Tochizawa   Tette also sets a good example in center operations. 
Most public facilities are managed vertically, which makes it 
difficult to have a single site that serves roles in multiple fields. In 
contrast, Tette brings together several different services as a library, 
childcare support center, employment service center, and museum. 
Although each has their own specific hours of operation, the areas 
are loosely connected, instead of having clearly defined boundaries 
in the building. In this way, the careful design here extends to 
how operations have been organized, which enables an effective 
combination of different services.

Inoue   Unlike the complexes we have seen more often around the 
country recently that tend to offer different services on different 
floors, Tette is a rare example where the roles fulfilled are gently 
interconnected, both architecturally and in what services are 
available. I found it an excellent example of good design in a broad 
sense, including project management.

Inoue   Maffs + home fire extinguishers intrigued me from the 
standpoint of communication design. Probably few people have ever 
thought that a fire extinguisher would make a great gift for someone. 
Well-designed emergency goods that we would not hesitate to 
leave in view or give to people might seem like something that has 
existed for years, but in fact, this is not the case. It impressed me 
that there are now Instagrammable fire extinguishers.

Design that makes preparedness 
more familiar
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Tochizawa   Disaster strikes suddenly, and emergency goods should 
be readily available at all times, but in most cases, manufacturers 
seeking to warn users and ensure performance have rejected beauty 
and user convenience. These fire extinguishers can be placed in 
view, thanks to details beyond a simple color change that help them 
blend into everyday life. In this respect, they vividly demonstrate 
how effective good design can be.
Design of other conventional emergency products or plans should 
also be reconsidered, especially now that life may be disrupted by 
more frequent typhoons, flooding, or power outages, even if these 
events are not as severe as major disasters. It may be fine that these 
products are full of warnings if we view disasters as rare events, but 
now, they seem more common. This makes a case for shifting gears 
to shapes and forms that blend into everyday life, and good design 
can be effective in this regard. I hope this thinking – that emergency 
goods can even improve the ambiance of a room – spreads to other 
such supplies.

Inoue   It must have been hard for a long-established manufacturer 
of emergency goods to alter the tradition of red fire extinguishers. 
In this sense as well, I welcome their fresh approach of seeking 
the best solution through emergency supplies that can be kept 
nearby, which can set a new standard in design for emergency 
management.
Besides reframing preparedness as something more familiar, 
another key perspective is to make life during emergencies less 
stressful. What erodes our well-being at these times are details 
such as inconvenient toilets or a lack of showers. This is why I 
appreciated Resilience Toilets as a practical, honest initiative.

Tochizawa   They are quite groundbreaking. Most flush toilets use 
five liters of water at a time, but these only use one, and the other 
four liters can be drawn from a pool, wastewater, or a drainpipe.

Inoue   Changing the way we look at things can help conserve a 
lot of water. On a practical level, resources are hard to allocate if 
we wanted to change the plumbing for this purpose, but this was 
something anticipated by the developers of Resilience Toilets. The 
achievement was possible only because of unwavering vision and 
ambition. This kind of approach must be taken step by step.

Tochizawa   It is remarkable how a large corporation took on 
innovation that overturns preconceptions about simple toilets 
used in emergencies. We can also appreciate how installing the 
toilets provided an opportunity to educate users at schools and 
offices about disaster preparedness. Only when such facilities are 
in place along with the knowledge of how to use them will they 
prove effective in emergencies.

Inoue   Taking a similar approach, GreenRise zippers are also 
groundbreaking. In this case, the manufacturer developed plant-
based fasteners to reduce greenhouse gas emissions and oil 
consumption, but the fact that a global enterprise such as YKK 
takes ethical product development so seriously also sends a 
message to society. Controlling global warming-induced extreme 
weather linked to CO2 emissions is imperative, but it takes an active 
commitment by corporate management to work toward lower 
emissions. Everyone's attitude about this matters, but what can 
truly change the world is when industry leaders adopt a different 
stance. To help change the course of society, we must be sure to 
recognize these corporate initiatives.

Tochizawa   How can we work toward a world less prone to 
disasters? This is also a key theme in preparedness. One answer is 
apparent in this award winner, which shows what sound design can 
do, as the movement to mitigate disasters continues.

Inoue   Another very inspiring example among initiatives of global 
corporations is One Paper Box, an approach to packaging by 

the diversified Chinese electronics manufacturer Xiaomi. With 
packaging that consists of a single sheet of paper, assembled to 
form both the box and the cushioning for electrics and appliances, 
the manufacturer joins many others who are moving away from 
using plastic. Xiaomi seems to have great momentum, and they 
have pledged to give back to society any net profit over a certain 
amount. One Paper Box shows what is possible when project 
leaders can work closely with corporate management.

Inoue   A distributed society is more resilient in disasters because 
social infrastructure and services are not concentrated in one place. 
In this sense, one commendable project was Mitosaya Botanical 
Distillery. Here, a closed medicinal herb park was renovated into 
a distillery that makes spirits from plants and fruit trees. Besides 
facilities used in distillery operations, the site also has living 
quarters. A very limited amount of spirits is produced, most of 
which is consumed by the community. We can admire the close 
ties between the producer and consumers in the local economy, 
which also represents an economically decentralized society.

Tochizawa   Although Mitosaya Botanical Distillery was awarded by 
our architectural screening unit, it is a laudable achievement not 
only for architectural design but also for the comprehensive redesign 
here, which addresses matters of where we live, how we live, and 
how we work. Running an economy in a small society also provides 
insight for disaster preparedness. How can society at a smaller 
scale be self-sufficient without relying on extensive infrastructure? 
Japan should consider this topic when looking to the future.

Inoue   The large, centrally controlled social systems that Japan has 
built are a disadvantage from the standpoint of their vulnerability 
in disasters. In contrast, society can become more flexible and 
resilient through design aimed at smaller, self-sufficient economic 
zones that are distributed and support each other. Along these lines, 
Sustainable Architecture in Hot-Humid Regions provides micro-
infrastructure ideas, where production and consumption of energy 
and water are shared among several houses.

Tochizawa   Modern cities are supported by vast infrastructure, but 
where partial impairment affects the whole system, we have seen 
that cites are vulnerable to disasters. Unlike this, one award-winning 
system is self-sufficient in small areas, and because neighboring 
areas support each other in emergencies, the arrangement is 
highly resilient. Prime Maison/Grande Maison Egotanomori can be 
described as a project that is intentionally multigenerational, rather 
than distributed.
As a residential complex, it welcomes new families while also 
providing a comfortable environment for older residents. We might 
also point out weaknesses of complexes with only residents 
of the same generation, and this complex was recognized 
because the mix of generations that live together can develop 
mutually beneficial ties. These neighborly ties may be helpful in 
emergencies, which makes me hope that this kind of community 
will become more common.

Inoue   Community members look out for each other, and I also 
appreciate how the grounds are not closed off from the outside 
world. Little by little, the complex becomes more engaged with 
the neighborhood, develops ties between generations, and enjoys 
the adjacent forest, which makes this kind of community better 
prepared for disasters. Even if one area is damaged, a self-
contained society that can recover with help from neighbors will 
be on its feet again sooner. It seems desirable for future society 
to aim for self-sufficiency (by providing for their own energy and 
other infrastructure in small zones) and decentralized social 
systems with ties to neighboring areas.

Envisioning self-sustaining 
communities – design to create a 
distributed society

Curbing environmental destruction
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須賀川市民交流センター tette
東日本大震災の復興事業としてつくられた公共複合施設。組織設計事務所と若手建築家による設計
と、弾力的な運用により、図書館、子育て支援施設、ミュージアムなど異なる機能を効果的に共存
させている。

Sukagawa Community Center tette
This public complex is the result of a reconstruction project undertaken in the wake of the Great 
East Japan Earthquake. Thanks to its design by young architects and an office specializing in 
organizational design, in combination with flexible management practices, this complex housing a 
library, child-rearing support facility, and museum, among others, manages to combine a number of 
different functions in an effective way.

復興の取り組みを越え市民の中にあり続ける場

経営姿勢としての環境負荷低減への実践

グリーンライズ
脱石油資源の植物由来材料を使用したファスナー。温室効果ガス削減や石油使用料削減に貢献する
ため、外観や品質を変えずに、チェーン・テープ部分を植物由来ポリエステルのみで構成。砂糖生産
工程上の非可食副産物であるサトウキビの廃糖蜜を活用した。

GreenRise
This zipper is made from plant-derived materials, avoiding the need to use petroleum-dependent 
resources. Aiming to assist in efforts to reduce greenhouse gases and the use of petroleum-based 
materials, YKK tapped into the technology that it has cultivated over the years to create a zipper 
whose chain and tape consist entirely of plant-derived polyester, while retaining the appearance and 
quality of YKK’s conventional zippers. The material is derived from blackstrap molasses, an inedible 
byproduct created when sugarcane is refined to produce sugar.

One Paper Box　
電気製品のパッケージを1枚の紙で構築するシステム。通常、電気製品のパッケージは外部のボッ
クスと製品保護のために挿入される内部構造から構成される。この両方を1枚の紙を折りたたんで
構築することで、廃棄物や組み立てコストを削減し、製造プロセスの最適化を目指す。

One Paper Box
This system enables the packaging for electrical products to be made from a single sheet of paper. 
Usually, electrical product packaging consists of an external box and an internal structure inserted 
into that box to protect the product. This design aims to optimize the manufacturing process, while 
reducing assembly costs and waste products, by using a single sheet of paper that can be folded to 
create both.

視点・考え方を変えて見出す最適解

＋ 住宅用消火器
モノトーンカラーの消火器。非常用品故にアラート色の赤を使い、注意性を明示させるデザインが
定番だった消火器。その固定観念を破り、生活空間になじませるデザインに仕上げた。

+ Home Fire Extinguisher
The classic red fire extinguisher design is intended to draw attention to its presence, using the color 
associated with warning precisely because it is an item of emergency equipment. These new fire 
extinguishers in neutral shades overturn that stereotype with a design that blends into everyday 
living spaces.

レジリエンストイレ（災害配慮トイレ）　
災害時も普段どおり使える水栓トイレ。断水時に5Lから1Lに切り替えて節水使用が可能。災害
時の衛生環境を保ち、心理的ストレスも軽減する。被災地自治体や避難所でのヒアリングをもと
に開発。

Resilience toilet BC-P112SA, DT-PB150CH
This flush toilet connected to a stopcock can also be used as normal in the event of disaster. It has 
a water conservation feature that enables the system to be switched from 5 L to 1 L flushing in the 
event of interruptions to the water supply. This helps to maintain a hygienic sanitation environment 
even in the event of disaster, thereby reducing psychological stress. It has been developed on the 
basis of feedback from disaster-stricken local governments and evacuation shelters.

Disaster Prevention & Recovery Design防災・復興のデザイン4
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集権でない、分散型社会構造の多様なアプローチ

MITOSAYA薬草園蒸溜所
千葉県大多喜町の閉園した公営野草園を改修し生まれた蒸溜所。役目を終えた園に残る世界中の
多種多様な薬草を活かし蒸留酒づくりを行う、新たな文化とプロダクトを生み出し発信する場所。

MITOSAYA BOTANICAL DISTILLERY
This distillery in the town of Otaki, Chiba Prefecture, was established in what was formerly a 
municipal herb garden. The diverse array of medicinal herbs from across the globe that remained 
in the garden after it closed is used to produce a range of botanical spirits, making the distillery a 
center for creating and disseminating both a new culture and new products.

蒸暑地サステナブルアーキテクチャー　
開発途上国のインフラ未整備地において、台風、蒸暑などの厳しい生活環境との共生を持続可能に
する自立型住宅。エネルギー・水のローカルな創出と環境負荷の低減を両立する。エネルギーや水の
過不足は地域内・住宅間で相互補完。台風時の系統停電を想定し、電力は商用系統から自立する。

Sustainable Architecture in the Hot-Humid Region 
These stand-alone houses make it possible to live in harmony with harsh living environments such as 
those which experience typhoons or have hot, humid climates, in areas of developing countries with 
poorly developed infrastructure. The design accommodates local energy and water provision, while 
also reducing the burden on the environment. Shortfalls or excesses of energy or water supply can 
be remedied by sharing between houses or within the wider community. The power supply is separate 
from commercial power grids, to account for the possibility of grid outages in the event of a typhoon.

プライムメゾン江古田の杜・グランドメゾン江古田の杜
賃貸・分譲住宅、高齢者住宅などを組み合わせた多世代交流・循環型まちづくり。まちの中心には、地域
レストラン、キッズルーム、スタジオなどから構成されるまちの拠点「リブインラボ」を設置し、交流を
育む。既存の森を残して地域と共有し、敷地全体が地域住民の生活動線の一部となるよう計画した。

PRIME MAISON EGOTANOMORI, GRANDE MAISON EGOTANOMORI
This cyclical society-focused urban development project aims to promote multigenerational interaction 
by combining rental housing, homes for sale, and housing for seniors. At the heart of the development is 
the Live-in Labo, a community exchange hub that houses a community restaurant, kids’ room, and studios. 
With some of the area’s existing forest left in place and shared with the surrounding neighborhood, the 
site as a whole has been designed to be traversed by local residents as they go about their daily lives.
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