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こんにちは。 

この PDF冊子をダウンロードしてくださいまして、ありがとうございます。 

ワシはスモールビジネスコンサルタントの高橋浩士といいます。 

（すみません、かなり強い名古屋弁を使っていた両親の影響で、一人称は日ごろから「ワシ」

なのですが、気にしないでください） 

文字通り「小さなビジネス」のコンサルタントとして、個別コンサルティングやグループコンサル

ティングを業務としているほか、個人事業者向けのオンライン勉強会を開催したり、商工会議

所などの公的機関からお招きをいただいて、セミナー講師をしたりしています。 

この冊子は、ワシが発行している無料メルマガ「ワシメル」で、2019年の 12月 23日から翌

2020年の 1月 11日にわたる約 20日間の間にお届けした 6回の配信内容をまとめたもの

です。 

本来、「個人事業やフリーランスを対象としたコンサルタント」として活動している関係上、これ

までにもフリーデザイナーのクライアントさん（ご相談者さん）が何人かいらっしゃいました。 

ご相談者の業務内容に対してデザイナーさんが占める割合としては多いほうだと思うのです

が、それもそのはず、日本のフリーランスの中で、もっとも多い職種がデザイナーで、フリーラ

ンス全体の 20.7％も占めるほどの人気職業なんです。 
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人気の職業ということは、それだけ同業者も多く、若手がどんどん増えてきているという現状

があります。 

また、デザイナーの人たちは「表現手段」「伝達手段」を売り物にしている一方で「自らのプロ

モーションは上手でない」ってことも、肌感覚でよくわかっています（笑。 

「競合が多い」という環境の中で「自らを売り出すのが上手でない」ということで、ビジネス上は

なかなかうまくいかないデザイナーさんも多いのです。 

そして最近、Twitterを起点として、新たに多くのデザイナーさんたちと出会いました。中には

大いに活躍している人もいる一方で、なかなかフリーとしては厳しい状況の方もいらっしゃる

ようです。 

デザイナーに限らず、言えることがあります。 

それは「売れるか売れないか＝稼ぐことができるかどうか」と「プロとしての腕前」は必ずしも

一致しない、ということです。 

もちろん、一定以上のレベルであることは必須条件です。「一定以上のレベル」の境界線とは

「お金をいただいてプロだと名乗ってもお客さんが起こらないレベル」です。 

ワシはコンサルタントになる前にいくつかの仕事を経験しています。 

その中のひとつに「デザインスクールの講師」があります。かつては大都市に教室を展開して

いたデザインスクール「W」で、ウェブデザインの講師をしていたのです。 

かつての教え子の何人かは、今もプロのデザイナーとして活動しています。 

そんな自分の経歴からも、いまも「デザイナーという仕事」には憧れにも似た関心を寄せてい

ます。 

高校生時代には、デザイナーになりたいとも思っていました。 

いま、コンサルタントとして仕事をしていて「あこがれの対象だったデザイナーさんたち」で仕

事がうまくいっていない人を見ると、なんとか力になってあげたくて仕方がないのです。 

だけど、ワシに正規にコンサルティングを依頼すると、それも経済的な負担になってしまいま

す。 

そこで考えたのが「メルマガでデザイナーさん向けにコンテンツを発信する」ことでした。 



デザイナーの経営戦略  

 

3 

© 2020  basaraent.com Koji Takahashi All Rights Reserved. 

おかげで、6回にわたって配信した「デザイナーの経営戦略」は、20日間の配信期間だけで

新規のメルマガ読者が 100人も増えるほどの人気コンテンツになりました。 

 

今回、全 6回分のメルマガを冊子にまとめたものが、今ご覧になっているコレです。 

 

内容は、メルマガで配信したものとほぼ同じですが、一部加筆修正をしてあります。 

 

デザイナーの方々のお仕事に、少しでもお役に立てればと思います。 

 

2 デザイナーの環境分析 

2.1 統計からデザイナーを見る／日本のデザイナーは何人？ 

日本に、何人のデザイナーさんがいるのか、ご存知ですか？ 

これは、統計の採りかたによって変わってくるのですが 

日本のデザイナーの人数は、179,570人  

と言われています。（「デザイン関係統計資料」 経済産業省 2014年） 

日本の就労者数は 6787万人（2019年）なので、 

179570 / 67870000 = 0.00264579342 

働く人の 0.26％はデザイナーだと言うわけです。 

感覚的には、もっと多いような気がします。 

「デザイン事務所」としての事業所数は、2014年で 9,010件。 

こちらもずいぶん少なく感じます。 
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おそらく、フリーランスで活動している人の多くは、事業者登録していない等の理由で、統計

資料に表れていないかもしれません。 

統計資料ではフリーランスのデザイナーはカウントされていない場合や、インハウスデザイナ

ーが含まれていない場合がありますので、注意が必要です。 

ちなみに、デザイナー全体における「インハウス」か「フリーランス」の分類だと 

インハウスデザイナー 76.4% 

フリーランスデザイナー 22.3% 

という割合のようです。 

これも、ワシ自身の感覚としては思ったよりフリーランスが少ないです。 

 

ただ、ここ数年でフリーランスデザイナーの数は 20％以上も増えています。 

デザイン事務所の 9割は従業者が 10人未満（ひとりも含む）で、「4人以下」でも 78％を占

めます。 

2.2 デザイナーは人気の職業 

実は、現在まだ「日本のフリーランスの実態」は、統計上はよくわかっていません。 

近年になって、ようやく統計調査がはじまったレベルです。 

そんななんかでも、中小企業庁が発表している統計資料「小規模企業白書」の 2017年度版

には、「フリーランス」に大きく紙面が割かれています。 
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これによると、日本中のフリーランスと名乗っている人たちの中で、もっとも多い職業はデザイ

ナーで、全体の 20.7％を占める、とされています。 

まさに人気の職業なのです。 

また、後ほどお伝えしますが、現在も若手デザイナがどんどん増えています。これでデザイナ

ー業界の人たちは、人材不足に陥ることもなく、安泰ですね。よしよし…。 

と、喜んでばかりもいられません。 

それだけ競合が多く、競争が激しい業界だとも言えるのです。 

2.3 デザイン業界の動向 

統計からは「どんなデザイン事務所が増え、どんなデザイン事務所が減っているか」もわかり

ます。 

2009年から 2014年までの変化を見てみます。 

「デザイン事務所全体における、どのようなデザイン業務を営んでいる事業所か」という割合

の変化です。 

デザイン業界は、どちらの方向に移動してきているのか」がわかります。 

 

2017年度版「小規模企業白書」（中小企業庁）のデータを基に作成 
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「グラフィックデザイン業務」は業界全体の売上は大きく、デザイン事務所の中で最も多くの事

務所が手掛けている事業です。 

ですが、事業所の割合自体は 

61.4％ → 57.5％ 

と減ってきています。 

「脱グラフィック」が進んでいるのかもしれません。 

一方で「マルチメディア系」（言いかたが古いですが^^;）のデザイナーが増えていると思いき

や、「微減」です。 

グラフィックデザインを手掛ける事務所が大幅に減っている分、どこかのデザイン分野の事務

所が大幅に増えているということがありません。 

インテリア 

テキスタイル／ファッション 

「その他」 

がそれぞれやや増えていて「いろんな方向性にデザイン業界の人材や方向性が分散してい

る」とも捉えられます。 

「その他」が何を含んでいるのかよくわかりませんが、気になるところです。 

気になるのは「デザイン事務所」の事業所数の推移で、2009年からの 5年間で 10％ちかく

も減少しています。 

先の、「グラフィックデザインを手掛ける事務所が減っている」というデータと、「デザイン事務

所そのものが減っている」という情報を掛け合わせると、 

「単純にグラフィックデザインを手掛ける事務所が減っている」 

つまり 

「グラフィックデザイン事務所は経営不振など何らかの理由によって撤退しているの

ではないか」 

という仮説も立てることができますね。 
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2.4 デザイン事務所は、儲かるのか？ 

さきほどと同じ資料によると、デザイナーの平均年収は 2011年までは 420～430万円水準

でしたが、2012年以降は 400万円前後に減少し、そのまま推移しています。 

デザイナーの年代別で見ると、55～59歳のデザイナーの平均年収がもっとも多く、男性で

525万円、女性で 477万円と出ています。 

この世代がもっとも多いということは、ほかの世代の人たちの平均年収は、これらより低い、と

いうことですね。 

ワシが気になったのは「デザインという業務の生産性」です。 

「働く人ひとりあたりがどれだけ稼いでいるのか」という数値を、ほかのサービス業と比較した

資料があります。 

「従業者 1人当たり年間売上高」です。 

 

出典「デザイン政策ハンドブック 2016」経済産業省 
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これが、比較された 20業種のうち、「デザイン業」は、下から二番目に低かったのです。 

デザイン産業全体で、デザイナー1人当たりの年間売上は、1,086万円です。 

ちなみに「対事業所サービス」の中で、もっとも従業者 1人当たり年間売上高が高かったのは 

物品賃貸業の 6,252万円 

でした。 

「従業者 1人当たり年間売上高」は、その業種の労働生産性をあらわす指標です。 

つまり「どれだけ働いたら、どれだけの価値を生み出し、お金が入ってくるか」という目安です

ね。 

このデータだけをみると「ほかの商売をしたほうがいいね」ってことになってしまいます。 

 

出典「平成 30年特定サービス産業実態調査」経済産業省 
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2.4.1 デザインの価値は低いってこと？ 

ワシは中学～高校生にかけて、デザイナーを目指していたことがあります。 

仕事に就いてからもデザイン関連と多く関わってきたからです。 

いまでも、デザインに携わる人たちにあこがれの感情を持っています。 

ワシは個人的に「デザイン」は価値を大きく生み出している産業であると思っているだけに、

今回の「あまり儲かっていないデザイン事務所の現実」を見ると、残念です。 

もちろん中には儲かっているデザイン事務所もたくさんあるわけです。 

「平均化すると儲かっていない」 

ということは、「儲かっていないデザイナーが相対的に多数を占める」ということでしょう。 

ひとつには「世間のデザイン業務に対する認知」があるでしょう。 

デザイナーさんのお仕事とは「価値を伝え、高めること」にあると思っています。 

「価値を伝え高めるプロ」なわけですね。 

ところが、ひるがえって「デザイン業務そのもの」「自分たちの価値」を上手に伝えて、高めるこ

とができていないんじゃないか？ 

今回の資料から、そんな印象を受けました。 

いや、それだけではありません。 

若手のデザイナーさんは、深夜残業などが多くて体力的につらく、脱落していく人も多いと聞

きます。 

また、先の資料からも明らかなように、ほかの業種に比べて「高度な専門作業」をしているわ

りには、給料が少ない所も多いようですね。 

とくに地方ね。 

この「業界の慣習」や「業界の当たり前」が、自ら価値を落としているように感じられます。 

「デザイン業務」と「マーケティング」って、とても相性のよいスキルです。 
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ですがマーケティングに関するスキルがないデザイナーさんが思ったほど多い、という事実

も、最近知りました。 

ハッキリさせておきたい点として、 

「デザイン業務はサービス業です」 

という点があります。 

「日本標準産業分類：分類コード 7261」として、国もデザイン業務を「サービス業」として定義

しています。 

「デザインされたポスターなどのブツではなく、デザインというサービスを売る」 

という商売なのです。 

この「デザイナーにとってのサービスマーケティング」つまり 

「デザインというサービスをどう売って行くのか」 

という方向性について、次章以降で述べてみたいと思います。 

 

3 デザイナーが生み出す価値、労働生産性について 

前章で統計から明らかになったのは、「サービス業としてのデザイナー業」の生産性の低さで

す。 

あるていど、想像できた結果ではありますが、 

デザイナーさんは”働く量”に対して”生み出す価値”が相対的に少ない 

という実態が明らかになりました。 

「クリエイティブ」と言われているデザイナーさんが「生み出す価値が低い」とは、どういうことで

しょう？ 

これは、経営学や経済学の視点から読み解くことができます。 

それは「労働集約性の高さ」と「限界コストの高さ」から説明することができます。 
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第 2章では、この二つの視点から、ほかのサービス業と比較しながら「デザイナーという仕事

の特徴」について、見てきたいと思います。 

3.1 「労働集約性」デザイナーの仕事は肉体労働と同じ？ 

デザイナーさんの仕事の特徴として「労働集約性」の高さにあります。 

この視点から見ると、デザイナーさんの仕事は「肉体労働者と同じ」と言えます。 

「肉体労働と同じ」なんて聞くと 

「デザインは知的労働だ、バカにするな！」 

と怒られてしまうかもしれませんね。 

「肉体労働と同じ」と言っているのは「肉体を酷使して頭を使わない仕事」という意味ではあり

ません。 

「生産量を増やそうと思ったとき、仕事をする人員や時間を増やすしかない仕事」という意味

です。 

つまり「人の物理的な労働量と、アウトプット量が比例している」という意味ですね。 

「産出量が人間の労働力に依存しているビジネスモデル」 

と言い換えることができます。 

3.2 同じ仕事量でも売上げを倍にすることができる仕事 

おなじサービス業である「セミナー講師業」の人と比較して考えてみます。 

セミナー講師の人が、ある講座をつくり、教室講座の受講生を募集したとします。 

講座のタイトルは、そうですねぇ。 

「デザイナーの経営戦略セミナー」 

とでもしておきましょうか。 

売上は、ひとりひとりの受講者からの受講料です。 

受講者が増えると、売上が増えます。 
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ここで、セミナー講師の人はまず「セミナー内容を作ること」に労働力（＝コスト）をかけていま

すね。 

そして、「教室で教える」という労働力（＝コスト）も費やすことになります。 

この教室のキャパシティが 10人だった場合、5人に教えても、10人に教えても、さほど労働

力（コスト）に違いがありませんね。 

「セミナー内容をつくる時間」は一度きりですし、いちどに 10人まで教室に入るのであれば、

「ひとりに教えても、10人に教えても、かかる労力はほぼ同じ」と言えますね。 

「ひとりだけお客さんが来たとき」に対して、「二人目のお客さんが増えた時」に、サービス提供

側が増やさなくてはいけない作業量が少ないわけです。 

「デザイナーの経営戦略セミナー」では、「デザイナーの経営戦略を学びたい」という「同一の

ニーズ」を持っている人に対して「ほぼ同じサービス」を提供することによって、 

「たくさんの人に同時にサービスを売ることができる」 

ってことですね。 

つまり「ほぼ同じ労働量」に対して、集客次第では売上げを何倍にも増やすことができる、とい

うわけです。 

「人の物理的な労働量と、アウトプット量が比例して”いない”」 

ということですね。 

一方で、デザイナーさんの仕事はどうでしょう？ 

デザイナーさんのお仕事の場合「一つ一つの仕事の個別性が高い点」が特徴です。 

クライアントさんである A社さんと B社さんが「同じニーズ」を持っていることは稀です。 

もし、A社さんと B社さんが「ほぼ同じニーズ」を持っていたとしても、「A社に納品したものを

B社にも納品する」ということはできませんね。 

A社さんにたいしてかけた時間と同じくらいの時間を B社さんにもかけないと「売上げを倍に

する」ことができませんね。 

これが、さきほどの「セミナー講師業」との違いです。 
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「仕事量を増やそうと思ったとき、仕事をする人員や時間を増やすしかない」 

という「労働集約性」に意味を、理解していただけましたか？ 

 

コレを突き詰めていくと 

「自分の仕事量（時間）の限界によって、売上の限界が決まってしまう」 

という結論に至ります。 

逆に、講師業の場合、もし 10人を超える受講者が現れたら 

「大きな教室に引っ越す」 

「オンラインや動画セミナーを導入する」 

という選択もあるわけです。 

3.3 「限界コスト」仕事が増えても効率化できない構造 

ここまでの「労働集約性の高さ」と、つぎに考える「限界コストの高さ」は、深く結びついていま

す。 

限界コストとは経済学の用語で 

「生産量を小さく一単位だけ増加させたとき、総費用がどれだけ増加するかを考えた

ときの、その増加分」 

を指します。 

↑この説明、Wikipediaから引っ張ってきたのですが、やっぱりわかりにくいですよね^^; 

 

さきほどの講師業とデザイナーさんの比較に加え、単純なファストフードでのアルバイトで「限

界コスト」で考えてみますね。 

アルバイトに勤務する場合「コスト」として最も大きなものは「自分の労働力＝時間」です。 

「自分の時間」というコストを払って「時給」という収入を得ていることになりますね。 
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アルバイトでは、収入を倍にしようと思ったら、「働く時間＝コスト」を倍にする必要がありま

す。 

これは、先ほどで言うと「労働集約性が高い」ってことになりますね。 

大事なのは、その先です。 

働く時間を倍にしたら、収入を倍にできますね。 

では、「さらにその倍」の収入が欲しいと思ったら？ 

「さらに働く時間を倍にする」必要がありますね。 

何が言いたいのかというと、「生産性が上がっていかない」ってことです。 

「固定された時給で働く仕事」の場合は 

「生産量（≒収入）を増やす時にコスト（労働量）も同じように比例して増えて行く」 

という点に注意です。 

これが「限界コストが高い」状態です。 

では、講師業とデザイナーさんで考えてみましょう。 

このふたつの仕事の場合、限界コストとは 

「ひとり購入者が増えた時に追加的にかかるコスト」 

と言えます。 

「追加的に」という点に注目です。 

先ほどもお伝えしたように、講師の人は 

「教室を拡大する」 

「オンラインセミナーにする」 

「動画セミナーにする」 

などの手段によって「一度の手間で、たくさんの人に届けることができる」と言えますね。 

（提供価格や提供できる価値は変化するでしょうが） 
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つまり 

「生産量（≒販売量）を増やすにつれて、追加的なコスト（手間）を減らすことができ

る」 

ことがおわかりでしょうか。 

販売量や生産量を増やすにつ入れて、だんだん限界コストが下がっていく状態を 

「限界コストの逓減（ていげん）」と言います。 

（逓減＝だんだん減ること） 

 

セミナーの場合、オンライン決済や自動メール返信、オンライン動画などを組み合わせれば、

ほぼ「自動販売機状態」になって、「ひとり購入者が増えた時に追加的にかかるコスト」を限り

なくゼロに近づけることができます。 

リクツとしては、10分間に 1,000人に売ることだって可能ですね。 

コレに比べて、デザイナーさんの場合は、「労働集約性」の部分でもお伝えしたように 

「お客さんが増えても、追加的にかかるコスト（手間）が減っていかない」 

つまり仕事量が増えても限界コストが逓減しないのです。 

デザイナーとは、そのようなタイプのお仕事なのです。 

 

ここまで見てきたように「労働集約性の高さ」と「限界コストの高さ」は、関連しています。 

すでにおわかりのように、同じ「講師業」であったとしても 

「対面式で完全マンツーマンの英会話教室の講師」 

の場合は「労働集約性も限界コストも高い」ということになります。 

このように「デザイナーの労働生産の低さ」は、デザイナーという仕事の特徴に原因があると

言えます。 
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3.4 デザイナーより 6倍も労働生産性が高いサービス業のヒミツ 

第１章では、統計からデザイナーのお仕事を見てみました。 

第１章で「もっとも高い従業員一人当たり売上高」があったサービス業の業種を覚えています

か？ 

「事業所向け物品賃貸業」です。 

デザイン業の 6倍近い「従業員一人当たり売上高」を上げています。 

コピー機や営業車、設備などのリース／レンタル業だと思っていいでしょうね。 

どうして事業所向け物品賃貸業の「従業員一人当たり売上高」が高いのか、もうおわかりです

よね。 

労働集約性が低いからです。 

売上げを上げてくれているのは「リースしている機器」です。 

いちど「貸す」という契約さえ結べば、あとはメンテナンスだけで「継続的に」「自動的に」売上

げを上げ続けてくれているわけです。 

「契約そのものが売上げを上げ続けてくれるビジネスモデル」 

と言えますね。 

いまリース契約している会社に特にトラブルがなければ、「新規開拓」を続けることができるわ

けで、「今の売上を維持するために費やさなくてはならない労働力やコスト」が極端に少ない

ことがわかりますね。 

3.5 「高労働集約性」「高限界コスト」の仕事の未来は？ 

こう考えて行くと、なんか将来の見通しが暗く思えてきますね。 

だけど、「高労働集約性」「高限界コスト」の仕事はほかにも存在するわけで、こういった業界

がどのように対応しているのかを観察すると、方向性が見えてくるかもしれません。 

「高労働集約性・高限界コスト業界の生き残り策」については、次の章の第 3項で述べていま

す。 
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いちど、身の回りを見渡してみて「労働集約的、高限界コスト」の業界を探し出し、どのような

経営戦略を採用しているのか、分析してみてくださいね。 

4 戦略的にデザイナーの課題を検証する 

さて、ここまでで第１章では 

統計からみた「デザイナーの生産性」について。 

第２章では 

労働集約性と限界コストから見た、デザイナーという仕事の構造／ビジネスモデル

について 

お伝えしてきました。 

この章では「そもそも生産性ってナンダ」ってお話しから「戦略って何だ」っていう、この冊子を

構成している重要な部分についてお伝えします。 

この冊子の結末部分につながる重要な考え方です。 

4.1 そういえば、そもそも生産性ってナンダ？ 

すみません、ここまでで大事なコトバの定義をお伝えするのを忘れていました。 

「生産性」という言葉です。 

生産性とは「投入量に対する産出量の比率」で表します。 

材料費でも設備費でも人件費（時間）でも、何かを生み出すために、何かを投入するわけです

ね。 

それに対して、どれだけのモノを生み出したか、ということです。 

生産性 =  
産出量

投入量
 

これをお金に換えると 
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生産性 =  
売上

コスト（人、モノ、金）
 

です。 

割り算なので、生産性を挙げるためには「売上を増やす」か「コストを下げる」しかありません

ね。 

この冊子では、「フリーランスのデザイナーさんがもっと経済的に成功するように」という方向

性で書いていますので、「価値をどれだけ作ることができるのか」という生産性は大事な概念

ですね。 

4.2 そういえば、そもそも「戦略」って？ 

ビジネスの世界では「戦略」と同じように、定義そのものが曖昧なキーワードが、けっこうあり

ます。 

デザイナーのみなさんにとっては基本的な単語である「ブランド」「デザイン」という単語でさ

え、意味を尋ねると、人によって異なる解釈が反ってきますよね。 

互いに解釈がズレたままで議論しても意味がないので、 

「少なくともこの場ではこのように定義する」 

としたうえで、話しを進めたほうが建設的です。 

経営戦略について本を調べてみても、本によってその定義は異なっています。 

ここでは戦略という言葉を 

 環境に対応する一貫したパターン 

 特定の目的を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に

運用する技術・応用科学 

 長期的で全体的な方向性 

という定義で使います。 

戦略というキーワードを説明する上で大事な概念としては「長期的」「俯瞰的／大局的／全体

的」といった点が挙げられます。 
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「現在の損得だけで見ると Aの方法がいいけど、デザイナーとして生き残っていくた

めには Bの方法がよい」 

という選択をした場合、「戦略的な判断をした」と言えます。 

4.3 戦略的に考える、ということ 

この冊子の最初に取り上げた話題は 

「統計的な視点から見て、デザイナーとはどのような仕事なのか？現在はどんな環境

にあるのか」 

といった話題でした。 

これは「戦略的に考える」場合にとても大事なステップです。 

さきほど戦略という言葉の定義で「環境に対応する一貫したパターン」という言葉が出てきま

したね。 

これ、字面だけを追うと、抽象的で当たり前のことを言っているように見えるかもしれません

が、実は「戦略」というものを考えるうえで、とても大事なことを述べています。 

どういうことかというと「外部の環境を自分で変えることはできないのだから、どのように対応

するかを考えるのが戦略だ」ということです。 

つまり「環境というものをよく知らないと、どのように対応すればよいのかという判断を誤る」と

いうことです。 

この冊子で最初に統計を取り挙げたのは、「まず環境を分析する」という意味があったので

す。 

続いて、ここからも改めて「環境」について考えてみます。 

それは、多くのデジタル業務が国際化する中で、デザイン業務がドメスティック（国内需要、国

内供給）であることが、国際的に見て日本のデザイナーの賃金が安い理由なのではないか？ 

という考察です。 

これも「環境」に対する分析なので、「対応」を考えるうえで大事なことですね。 
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4.4 下流工程は「安くやってくれる人」に移動する 

世界のデザイナー平均年収額は$91,000だそうです。 

（O’Reilly Media2015年） 

現在のレートで、995万円です。 

第一回のメルマガでお伝えしましたが、日本のデザイナーの平均年収は 399万円。 

（経済産業省 2016年） 

日本は安いですね。 

日本のデザイン業界に何か特徴があるのでしょうか？ 

まず、デザイン業務と言っても「下流業務」は安くやってくれる人、人件費が安い国に流れて

行く、というお話しからはじめます。 

知的労働でありながら、労働集約的で限界コストが高いほかの業界は、どのように対応して

いるのか？ 

そんな点から見て行きましょう。 

「知的労働でありながら、労働集約的で限界コストが高いほかの業界」のサンプルとして挙げ

るのは、ワシの古巣である「システム開発業」です。 

企業向けのコンピュータシステムを開発する会社は 

 個別性が高い…企業の個々の要望に応じてシステムを開発する。 

 コンピュータプログラムをつくることができる量は人間の労働力に比例する 

 システム開発やプログラムは専門知識がある人でないと作れない 

といった点で、デザイン業界に似ています。 

この業界で何が起きているかというと、「労働集約的な作業の海外移転」です。 

システム開発も、デザイン業界と同じように、制作プロセスの「上流工程」と「下流工程」があり

ます。 



デザイナーの経営戦略  

 

21 

© 2020  basaraent.com Koji Takahashi All Rights Reserved. 

上流工程になればなるほど、コミュニケーション力や交渉力、「全体を俯瞰する力」「プロジェ

クトをまとめる力」が求められます。 

高いスキルが求められる分、「稼ぎ」もいいわけです。 

この点は、デザイン業界と同じですね。 

クライアントの要求をまとめた「要求設計」や、システムの設計など「上流工程」では日本人が

多く活躍しています。 

「システムエンジニア」と呼ばれる人たちです。 

一方で、システムエンジニアの設計に基づいてプログラミングする人たちは「プログラマー」と

言われています。 

 

ご想像どおり「システム設計」よりも「プログラミング」のほうが、労働集約性が高いわけです。 

この「プログラミング」の作業は、海外発注が多く行われています。 

システム開発で海外発注が多く行われているのがインドです。 

インドの人たちと言っても、もちろん日本語はペラペラです。（ついでに英語も） 

おまけに、日本の商習慣や慣習的な「思考パターン」までも心得ていて、トラブルはほとんど

起きません。 

労働集約的な作業は、たとえそれが知的作業であったとしても、人件費の安い人（地域）に置

き換わっていく、ということです。 

デザイナーの世界でも、ディレクションやお客さんとのコミュニケーションなどの部分が「上流

工程」で、実際のオペレーションが「下流工程」ですね。 

この下流工程は労働集約的であり、この位置に甘んじていると、「安い人材」に置き換わって

いく、ということです。 

置き換わるべき安い人材がいないとすると、今そのポジションで仕事をしている人たちの待遇

や仕事内容もそのまま、ということです。 
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4.5 なぜデザイナー人材は海外移転しないのか 

オンラインで打ち合わせることができ、データ納品できるため、物理的にはデザイン業務も海

外移転が可能です。 

また、インドなどの成長している国は、ビジネスを目的として「相手国の文化や考え方」を柔軟

に取り入れることができるため「日本ならではのデザイン的な嗜好」を取り入れようと思えば、

難なく実現してしまうでしょう。 

なので、海外移転が進まない理由として「日本的なデザインのセンスがあるから」という理由

は当てはまりません。 

（↑この点、ホントにナメてると痛い目に遭いそうです） 

実際、デザイン業務も下流工程の一部は海外で制作されています。 

だけど、現場のお話しを聞いている限りでは、システム開発業界ほど海外移転が進んでいる

とは感じられません。 

経済の原則として「労働集約性の高い仕事は安い人材に移転していく」というルールがあるに

もかかわらず、です。 

この理由は、ワシの考えとデザイン業界の多くの人で一致しています。 

それは「国内で安くやってくれる人がいくらでもいるから」です。 

これは、デザイン業界そのものの、大きな問題です。 

システム開発業界では、少しでも安い環境で仕事をしている人がいると、すぐに「より良い条

件」を示す企業に引き抜かれていきました。 

これによって「安くてもよい仕事をする人」がいなくなり、より安い人材がいる海外移転も進ん

だわけです。 

なぜ、デザイン業界では「国内で安くても仕事をやってくれる人」が減らないのか。 

ここからはワシの予想です。 

それは、システム開発業界にくらべ、デザイナーは「あこがれの対象になりやすい職業」だか

らではないでしょうか。 
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依頼側が安く提示しても「それでもやります」という若い人材がどんどん出てくるため、依頼す

る側としては「わざわざ高い価格で依頼する必要がない」と言えます。 

「若手芸人」と同じようなイメージでしょうか。 

この価格に引きずられて、ベテラン勢もなかなか高価格を提示できない、という構造的な循環

に陥っています。 

デザイン業務は立派な「ビジネス」です。 

デザイナーもビジネスマンです。 

だけど日本の一部のデザイナーさんは 

「アーティスト肌」「職人肌」で 

「お金のことを口にしない」 

「いい仕事であればお金は関係ない」 

という考えの人も多いようです。 

さきほどの「あこがれの対象である（＝仕事ができればシアワセ）」という人が多いこと、「職人

肌の人」が多いことなどから、その結果「安くても請け負う」という構造が目立ちます。 

ホントはこの状況について、デザイン業界全体を挙げて怒ってもいい状況です。 

だって「あこがれの職業」であることを逆手にとって、安く買い叩かれているんですからね。 

本来なら「ふざけるな」ですよ。 

それが、国際的に見ても、日本のデザイナーの収入が低い原因かと考えます。 

にもかかわらず、この構造そのものを改善するのは困難です。 

「日本にいるすべてのデザイナーさん、価格をもっと上げましょう」 

と言っても、その中で必ず 

「自信がないから」 

「交渉力がないから」 
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という理由で「自分だけは安い価格設定にして仕事を獲ろう」という人が現れ、価格競争が起

こり、結局は全員が足並みをそろえて高価格化を実践するのは現実的ではないからです。 

この「安く請け負うデザイナーの存在」に対して「業界を変えて行こう」という取り組みは、たし

かに大事でしょう。 

だけど「自分のビジネスはどのように生き延びて行くのか」を考えた場合、「安く請け負うデザ

イナーの存在」の存在は、「自ら変えられない環境」として対応していくほかないのです。 

デザイナーは、政治家でも社会活動家でもなく、ビジネスマンなのですから。 

4.6 高価格を提示できない理由の「決定打」 

もう一点、決定打として、声を大にして指摘しておきたいことがあります。 

今回のこの「デザイナーの経営戦略」を通して、いちばん伝えたいことかもしれません。 

多くのデザイナーさんが高価格を提示できない理由。 

それは自らを「制作することが仕事」と位置付けていて、「経営的視点」を持っていないからで

す。 

デザイナーさんの仕事は、相手先企業をまるっきり生まれ変わらせることができるほどの、大

きな価値のある仕事です。 

相手の企業に変革をもたらすことができる仕事なのです。 

この事実について、 

「経営者と渡り合えるだけの、経営に関する知識を持ち合わせていないこと」 

これが高価格を提示できない、の最大の理由です。 

つまり 

「デザインが会社に与える影響を、経営的な視点から相手に説くことができない」 

もっというと 

「デザインが持っている価値を、経営者にわかるように伝えることができない」 

ってことです。 
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ワシのこのメルマガのシリーズ「デザイナーの経営戦略」を「経営的視点」からお伝えしようと

思ったのは、そのためです。 

ここまで述べてきた「労働集約性」だとか「限界コスト」といった考え方は、あなたのクライアン

トである相手先の企業にも当てはまる考え方です。 

つまりこれらの概念は、経営者と会話するための「共通言語」でもあるのです。 

4.7 生産性の式から「生産性アップ」を考える 

さて、第 1章からここまで述べてきたような環境の中で、「少なくともあなたは」どのように対処

していくかを考えて行く必要があります。 

 生産性の低さ（労働集約性の高さ、限界コストの高さ） 

 安く請け負うデザイナーの存在による値崩れ 

という環境の中で、生産性を高く維持する必要がありますね。 

ここで先ほどの「生産性」を振り返ってみます。 

生産性 =  
売上

コスト（人、モノ、金）
 

でしたね。 

このあたりから「デザイナーやアーティスト目線」ではなくて「経営者目線」が必要になってきま

すよ。 

生産性を挙げるには 

「コストを増やさずに売上げを上げる」 

または 

「売上はそのままでコストを下げる」 

方法がありますね。 

ほかに、この式を見て、上記の二つ以外に「生産性を上げる」方法はありませんか？ 

まずは、現実には難しいかもしれませんが 



デザイナーの経営戦略  

 

26 

© 2020  basaraent.com Koji Takahashi All Rights Reserved. 

「コストを減らして売上げを上げる」 

があります。 

でもこれはよほどのことがない限り、難しそうですね。 

まだありますよ。 

それは 

「コストを上げてでも、それ以上の売上を上げる」 

です。 

↑これがなかなか、フリーランスの立場だと発想が至りにくい点です。 

こういった点と「ほかの業種での対応」を観察することによって、糸口は見えてきそうです。 

4.8 労働集約性からの脱出 

「労働集約的で限界コストが高い」仕事はほかにもあります。 

たとえば、ワシの仕事である「コンサルティング」もそうです。 

タレント業もそうです。弁護士さんなどもそうです。 

デザイナーさんも含め、こういった仕事に従事している人の特徴として 

「売れてる人のフィーはめっちゃ高い」 

ってことが挙げられますね。 

労働集約的ということは「自分の時間を切り売りしている」ことに他なりません。 

限りのある時間を売っていくわけですから、収入を上げたければ、「時間単価」を上げていくほ

かありません。 

これと関連して、さきほどの「上流工程だけに集中する」ということが挙げられます。 

自分が上流工程に特化するとしたら、下流工程は誰が担うのか？ 

コレを考えるとしたら 
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「外注化」「組織化」などの方法によって分担していくほかありませんね。 

たとえば、弁護士さんやお医者さんは本来、労働集約的なお仕事ですが、現場では 

「自分でなくてはならない仕事」に特化しています。 

弁護士さんであれば書類の申請手続きだとか、お医者さんであれば注射などは看護師さん

に、受付け業務は事務員さんに、といったように作業分担していますね。 

タレントさんも、外部交渉やスケジュール調整などはマネージャーさんが担っています。 

このように、専門的で高度な仕事をする人の周りに、そのサポート役となる人が取り巻いてい

るような組織構造を「アドホクラシー」と言います。 

少しでも単価を高く設定し、高く設定できるようになったらコストを惜しむことなく 

「自分でなくてもできる仕事を自分以外の外に出して行く」 

ことが、労働集約性から脱出する方法の一つです。 

そうです。 

生産性アップ =  
売上アップ

コストアップ
 

生産性アップ ＝ 売上アップ ／ コストアップ 

で、コストアップした分より売上アップが上回れば、生産性アップが実現する、という考えで

す。 

自分以外の人でもできることを誰かに頼むためのコストは惜しまず、「より高い価値を生むこ

とができる自分の時間」を惜しむようにするのです。 

4.9 高限界コストからの脱出 

「限界コストの高さ」も、ほかの業種から学ぶことができます。 

コンサルタント業って、さきほどもお伝えしたように労働集約的で、限界コストが高いお仕事で

す。 
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一方で、前回のメルマガでもお伝えしたような「講師業」って、やり方によっては限界コストを

抑えることができます。 

そういえば…。 

コンサルタントの人って、講師業も兼ねている人が多くありませんか？ 

そうなんです。 

「限界コスト」は、その人や職業の属性ではなくて「商品」ごと、「サービス」ごとの特性なので

す。 

なので、限界コストが低いサービスを生み出して、限界コストが高いサービスと組み合わせる

ことで 

「事業ポートフォリオ」（事業の組み合わせ） 

を最適化するのが、限界コストの高さから脱出する方法です。 

さきほど、タレント業は労働集約的といいましたが、これも 

 舞台やコンサート…限界コスト「高」 

 DVDなどの動画販売…限界コスト「低」 

などを組み合わせていますね。 

限界コストが高いサービスは販売単価も高く、限界コストが低いサービスは低いのが普通で

す。 

ワシも、単発のコンサルティングでは 33,000円（2時間）いただいていますが、オンラインサ

ロンである「ワシ勉」は、月額 3,980円で提供しています。 

これは「限界コスト」が違うからです。 

「商品を鞍替えしろ」ということではなく「事業ポートフォリオ」、もっと一般的な用語で言えば

「品揃え」で勝負しろ、ということなのです。 

その品ぞろえ、価格ラインアップは「限界コスト」で考えるとイイ、ってことですね。 

たとえば、通常のデザイン業務に加え「デザイナー養成講座」を開いたり、「デザインテンプレ

ートやイラストをダウンロード販売する」なんていうのは、すでに見られる方策ですね。 
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これらは、通常の委託デザイン業務と違って、限界コストが低いですよね。 

「デザインテンプレートを売る」 

なんて言うと、多くのデザイナーは「ポリシーに反する」と感じるかもしれません。 

もちろん、そう判断するものアリでしょう。 

だけどワシがここで提言していることは「経営的視点」です。 

ほかにもデザイナーさんで、「デザイナー向けオンラインサロン」を運営している人、いるでし

ょ？ 

身近にもサンプルはいるはずですね。 

 

さて。この冊子の原稿はもともと「メルマガ」であることは、何度もお伝えしています。 

原稿となったもとのメルマガシリーズ「デザイナーの経営戦略」は、全体構想がまとまって書き

始めたわけではありません。 

そのため、少し内容が前後したりしています。 

PDF冊子化に当たって、その点をあるていど編集、調整しようと試みましたが、この第二章

に関しては、すこし散らかった内容がそのまま残ってしまいました。 

とはいえ、「環境分析から課題設定に入る」という手順は踏んでいます。 

次は「サービスマーケティングの視点から見た、デザイナーが価値を生む瞬間とは」について

お伝えしていきます。 

 

5 サービス業という視点から見た、デザイナーという仕

事の特徴 

サービス業は、ほかの業種と違って、「サービス業ならでは」の特徴があります。 
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その中でも、デザイナー業は、法律家や医者、税理士、コンサルタントなどとよく似た「プロフェ

ッショナルサービス」の部類に入ります。 

プロフェッショナルサービスとは 

 一般の人にはマネのできない専門性の高い技量を基盤としてサービスを提供

している 

 専門的な見地からお客さんの問題解決の相談に乗るという要素がある 

 お客さんひとりひとりのニーズに合わせ、そのお客さんのためだけにサービス

が提供される 

という性質を備えています。 

以後の「デザイナーの経営戦略」を語っていく上でベースになるお話しですので、よく抑えてお

いてくださいね。 

「プロフェッショナルサービスの特徴」を挙げてみます。 

1. 無形性 

2. 不可分性 

3. 消滅性 

4. 基準の不定性 

5. 協働性 

これら「サービス業としてのデザイン業の特徴」を順番に述べて行きます。 

では、順番に行きますよ。 

5.1 無形性 

文字通り「かたちがない」ということです。 

「ブツ」を取り扱う製造業や小売業の場合、買い手は商品を買う前に手に取って、自分が買お

うとしているモノを確かめることができます。 
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だけど、サービスは「目に見えないモノ」を提供しているため、買う前に確認をすることはでき

ません。 

デザイナーに名刺を頼む人は、そのデザイナーが「過去にデザインした名刺」を見ることはで

きても、「自分に納品される名刺」を「買う前に」事前に確認することはできませんね。 

デザイン案が上がってきた後で 

「気に入らないからやっぱやめとくわ」 

と「買うのをやめる」ことができない場合がほとんどです。 

これは、デザイナー側から見たら 

「作業の手間がかかっているのだから当たり前」 

ですね。 

でもお客さんから見たら 

「お金を払うことが確定してからでないと、自分が手に入れるものを確認できない」 

というリスクを負うわけです。 

ヘアサロンで、気に入らないヘアスタイルにされても、お金を払わなくてはいけません。 

これは 

「お金を払う約束をした後でないと品質を確認することができない」というサービス業の特徴で

す。 

5.2 不可分性 

サービスは「サービスを提供する個人」と切り離すことができない関係にあります。 

ヘアサロンでも、個々のスタイリストによって技量や提供できるサービス、「人がら」が違いま

すね。 

ヘアサロンでは、スタイリストさんが違うお店に転職すると、それに伴ってお客さんも「お気に

入りのスタイリストさん」の転職先のお店に移動するケースが見られます。 
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これは「ヘアサロンにファンがついている」というより「スタイリスト個人」のほうがお客さんに重

視されているからです。 

提供するサービスの質そのものと同時に「どんな人なのか」が大きくクローズアップされるの

です。 

この特徴は、小売業などでも見られる現象です。 

そのため、小売業も「サービス業的な要素」があると言えますね。 

もうひとつ、「不可分性」の定義としてあるのが 

「サービスの生産と消費が同時に行われる」 

ということです。 

需要を先取りして「作り置き」をしたり、以前作った在庫から順に販売する、ということはできま

せん。 

5.3 消滅性 

形がないために、サービスは在庫を持つことができません。 

時間があるときにあらかじめ作っておいて、注文が殺到したときに在庫品を販売することがで

きない、ってことです。 

なので、忙しい時に仕事が集中した場合には「せっかくの仕事を断る」という事態も発生しま

す。 

ヒマな時に 

「忙しかった時に断ってしまったあの仕事が今ほしい」 

と思っても、それができないのです。 

時間があるときに 

「来月入ってくるかもしれない仕事のデザインを今つくる」 

ということもできません。 

ワシで言えば、毎月「経営相談会」を開催しています。 
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今月分の予約が入らなかったからと言って、「今月の相談会」を「来月販売する」ことはできま

せん。 

来月販売する相談会は、今月とは別物なのです。 

今月の相談会というサービスは、今月の開催予定日が過ぎることによって「消滅」してしまう

からです。 

相談会の予約が入っていない場合、相談会のために確保しておいた「ワシの時間」は価値を

生むことなく消滅してしまうことになります。 

そんなわけなので、ワシの相談会に申し込んでください（笑 

5.4 基準の不定性 

これは、とくにデザイナーさんにとっては重要な特徴です。 

「お客さんは品質のよしあしを正確には判断できない」 

「お客さんによって、どの点に満足するのかの基準が異なる」 

という特徴です。 

たとえば、医療や法律、税理士などの専門的なサービスを受けたとき、お客さんはその結果

について 

「果たしてこれが最善の選択だったのか」 

という結果（サービスの質）の良し悪しは、判断のしようがありません。 

専門家ではないお客さんに、正確な品質の判断はできないのです。 

つまり 

ほんとうによいサービスなのかどうかの品質を図る基準をお客さんは持ち合わせて

いない。 

ってことです。 

（このことが 5.協働性と関わってきます） 

よくデザイナーさんの発信を見ると 
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「デザイナー視点でのデザイン性のよしあし」 

について語っているのを、見かけます。 

だけど、デザインを発注する人は、基本的にデザインの素人なのです。 

なので、デザイナーさんから見ると、お客さんは「デザイン性から言うと、とんでもないリクエス

ト」をする、「デザイナー泣かせ」のケースもありますよね。 

「こんな仕上がりになっちゃったら、とても自分の実績として胸を張れないよ」 

という成果物になることもあるでしょう。 

だけど、それがそのお客さんの「満足の基準だった」ってことです。 

デザインを発注する多くのお客さんにとって、「よいデザイン成果物」とは「自分が気に入る成

果物」であって、決して「デザイン的に優れた成果物」ではない、というケースが多いですよ

ね。 

これはデザイナーさんにとって悩ましい特徴だと思います。 

同じサービス業であるコンサルにとっても悩ましい問題です笑。 

5.5 協働性 

これは、「サービス業としてのデザイナー」を考えるうえで、とくに強調しておきたい特徴です。 

どんな特徴かというと 

プロフェッショナルサービスでは、お客さんもサービスの提供プロセスに関わり、深く

かかわるほど満足度が高まる。 

という特徴です。 

「協働性」とは「ともに働く」ことです。 

お客さんは「サービス提供者（つまりデザイナーであるあなた）と一緒になってデザインを作り

上げることができた」と感じた時に、大きく満足するのです。 



デザイナーの経営戦略  

 

35 

© 2020  basaraent.com Koji Takahashi All Rights Reserved. 

たとえば、一方的に自分がオススメするヘアスタイルを押し付けてくるスタイリストさんよりも、

あなたの髪質や好みやライフスタイル、職業、それまでのヘアスタイルなども考慮した上で話

し合い、 

「一緒になっていちばんよいヘアスタイルを考えてくれるスタイリスト」 

のほうが、満足しませんか？ 

これは、専門性の高いサービス提供が 

「自分たちが提供している価値だと思っていること」 

と、買い手側であるお客さんにとって 

「自分たちが買っている価値だと思っていること」 

との間に、大きな誤差を生む原因となります。 

ハウスリフォーム業、医療サービスなどでも同様ですね。 

「技量的に高ければ、価値も高いサービスを提供しているはずだ」 

と思いこんでいる人は、要注意です。 

デザイン業に限らず、陥りやすい誤解です。 

5.6 いかにして自らの業務が生み出す価値を大きくするか 

さて、ここまで「サービスマーケティング」の視点から、「プロフェッショナルサービスとしてのデ

ザイン業の特徴」を挙げてみました。 

これを聞いただけでも、いろいろとアイデアが浮かぶ人がいるんじゃないでしょうか？ 

前回までのお話しでは「デザイナーの生産性の低さ」についてお伝えしてきました。 

生産性 =  
産出量

投入量
 

≒  
売上

コスト（人、モノ、金）
 

でしたね。 
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今回のこの「プロフェッショナルサービスとしてのデザイン業の特徴」をよく考えると 

「いかにして自らの業務が生み出す価値を大きくするか」 

について、見えてきませんか。 

わざわざ「自らの業務が生み出す価値」と言ったのは、それは決して「デザインが生み出す価

値」だけの意味ではない、ってことがお分かりかと思います。 

次章では、もう少し「デザインというものの価値の構造」について考えた上で、個別の特徴に

ついて、価値を高めるための方策について述べて行きたいと思います。 

6 デザインというサービスの価値の構造 

6.1 価値とは「いちご大福」のようなもの 

あなた自身も、何らかの商品を買ったり、サービスを受けたりするときに 

「この内容にしては高いな、不満だな」 

「この人のサービスは価格以上だな、満足だな」 

なんて感じることがあるかと思います。 

そのとき、何を基準に「価値」というものを感じているでしょうか？ 

「価値」とは目に見えないモノで、抽象度が高いため、さまざまな説が存在します。 

現在、マーケティングの世界でよく使われている説明としては 

「価値は中心を取り巻く層として存在している」 
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という考え方です。 

何に喩えるのがわかりやすいのかと悩みましたが「いちご大福」を思い浮かべてください。 

中心に「いちご」があって、その周辺を「あんこ」が取り囲んでいますね。 

いちばん外側は「おもち」で覆われていますね。 

この「いちご大福」のように、価値は中心を何重にもとりまく「層」として考えられているのです。 

この考え方は、マーケティングや経営学でよく取り上げられるのですが、それぞれ 

「どのような層でできているのか」 

という考え方については、異説がいくつかあります。 

今回は「サービスマーケティング」（近藤隆雄著／生産性出版） 

に記載されている説を元に、考えてみます。 

サービス商品の構造

コアサービス

サブサービス

コンティンジェント
サービス

促進的
支援的

潜在的サービス

 

「サービスマーケティング」（近藤隆雄著／生産性出版）を元に作成 
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6.2 価値の中心は「それがなければサービスが成り立たない本質的な

もの」 

価値のもっとも中心にあるのは「コア・サービス」だとか「本質的価値」と呼ばれているもので

す。 

コアサービスとは「本業の業務そのもの」です。 

「それを取り除いてしまったら、サービスそのものが成り立たなくなるもの」です。 

たとえば床屋さんであれば「髪を切って整髪する」ことが床屋さんの本業ですね。 

子ども向け水泳教室であれば「こどもに水泳を教えること」です。 

掃除屋さんであれば「掃除をすること」です。 

タクシーであれば「お客さんの指定した場所にクルマで安全に送り届けること」です。 

ほかの装備やサービスがいくら優れていても「水泳を教えない」のであればすでにそれは水

泳教室ではありませんね。 

コレを製品で例えると「掃除機」は「ゴミを取り除くこと」が「本質的価値」ですね。 

いくらデザインが優れていてもコンパクトでも、いくら消費電力が少なくても、ゴミを取り除かな

けれ場それはもはや「掃除機」ではありません。 

6.3 現在ではもっとも層が厚い「付随的な価値」 

価値のもっとも中心にある「コア・サービス」を取り囲むように存在しているのが「サブ・サービ

ス」（付随的サービス）です。 

掃除機であれば、デザインだとか「取り回しの楽さ」といった「掃除機本来の機能とは別の部

分にある価値」ですね。 

タクシーであれば車内の清潔さや運転手さんのマナー。 

水泳教室であれば、交通の便やプールのメンテナンスや更衣室の使い勝手や入会手続きの

わかりやすさ。 
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「別にそれがなくてもサービスは成り立つけど、コレによって感じる価値に大きく差が出る」も

のです。 

今の時代、コア・サービスで差をつけるのは難しいと言われています。 

そのぶんサブ・サービスが「お客さんに選ばれるかどうか」を分ける決め手になっています。 

6.4 イザという時に差が出る「コンティンジェント・サービス」 

ここまでの本質的価値（コアサービス）と付随的価値（サブサービス）は、物体のある「製品」に

も存在すると言われています。 

ここからは「サービス業だけが持つ価値」です。 

サブサービスの外側にあるのが「臨機応変的サービス」（コンティンジェント・サービス）です。 

コンティンジェントとは「不測の、偶発的な」という意味です。 

これは通常業務「外」の「不測の事態」や「イザというとき」にどれだけ対応できるかによって、

お客さんはサービスに大きな価値を感じる、という特性のあらわれです。 

たとえば、ワシにはこんな体験があります。 

 

都内のホテルに宿泊したとき、外国人のグループ客が、客室廊下で深夜まで騒いでいまし

た。（コンティンジェントな状態） 

ワシはこの件について「何とかしてくれないか」とフロントに電話で連絡しました。 

最初はホテルの人も外国人のお客さんに静かにしてもらうようにお願いしていたようですが、

コトバの壁もあって、なかなか静まりません。 

そこで、「これはラチがあかない」と判断したホテルは即座にワシの部屋を、「ほかの階の別の

部屋」に移動させてくれました。 

本来「ホテルに泊まろうとしたらほかの客がうるさくて眠れなかった」という体験は、ホテルにと

ってサービスの価値を落としかねない「不測の事態」です。 

そのタイミングで適切な対応をすることによって、ワシの満足感は、逆にアップしたんです。 
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教室業であれば、生徒さんが体調不良でお休みしたとき。 

タクシーであれば、車内にお客さんが忘れ物をしたとき。 

こんなときに「どう対応するか」は、お客さんにとって「大ファンになるかもしれない」大きな価

値を生む瞬間でもあるのです。 

サービスは「目に見えないモノ」である上に「人と人とが接触して提供するもの」であるだけに

「不測の事態」は起きやすいものです。 

ここでいかに対応できるかは、大きなポイントです。 

デザイン業務では、どのような「コンティンジェントな状態」があり得るでしょうか。その状況に

対して、ベストプラクティス（最適解）は何でしょうか。 

日ごろからのシミュレーションと「自分のサービスに対する基本的な姿勢」が試される、大事な

タイミングです。 

6.5 提供者の想像を超えた「潜在的価値」 

ここまでのみっつの価値は、お客さんに明確なベネフィット（便益≒メリット）をもたらします。 

最後の層をとりまく「潜在的価値」は、ほかの３つ価値とはちょっと違います。 

というのも、「提供者の自覚のない価値」だからです。 

「潜在的価値」（ポテンシャリーサービス）と言います。 

たとえば、「子ども向け水泳教室」で考えてみます。 

 

 

子ども向け水泳教室の本質的価値は、何でしょう？ 

「子供に水泳を習わせること」ですね。 

デザイナーさんであれば、もう少し「本質的価値」を掘り下げて考えてみてください。 

さらに掘り下げると 
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「子供に自信や挑戦意欲やコミュニケーション力を身につけてほしい」 

という親側の意図が、もっともコアにある価値です。 

その外側にある付随的価値を見てみると 

「教室の外観」「スタッフのポロシャツや身だしなみ」といった小さなことから 

「ウェブで振り替え受講ができる」だとか 

「クレジットカードで自動引き落としができる」 

といった、「水泳教室とは直接関係がないけど、選ぶ理由」がありますね。 

臨機応変的価値である「コンティンジェント・サービス」を見てみると 

「先生が急に休むことになった」 

「悪天候でみんなが通学できなかった」 

「地域の子供たちの間でインフルエンザが流行し始めた」 

といった不測の事態に対して、教室側がどのような対処をするかによって、お客さんが感じる

価値に大きな差が出ることになります。 

そして、予想が難しい「潜在的価値」です。 

実は、「子ども向け水泳教室」は、教室側が意図していない、ある価値を利用者に提供してい

るのですが、それは何だかわかりますか？ 

ママさんなら、わかるかもしれません。 

また、「戦略的な水泳教室」であれば、もちろん意識していることでしょう。 

 

こたえは「託児機能」です。 

水泳教室に子供を「預ける」ことによって、お母さんは自由な時間を使うことができます。 

実はこの部分は、お母さんが水泳教室に対して感じている「価値」なのですが、この価値を明

確に意識している水泳教室は多くありません。 

どうですか。 
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ひとくちに「サービスで価値を提供する」と言っても、実にさまざまな切り口があるでしょう？ 

これらを意識しているかどうかで「同業他社」と大きく差が付くと思いませんか？ 

さて、ここから「サービス価値の四層」に「デザイナーとしての価値」を当てはめて考えてみまし

ょう。 

6.6 ほとんどの事業者は「本質的価値」だけで勝負しようとしている 

デザイナーさん自らが「価値だ」と認めているモノは、とうぜん「クリエイティブスキル」でしょう

ね。 

デザイナーさんに限らず、ほとんどの人はこの「コアサービス」だけで勝負しようとします。 

これはつまり「よいモノさえ作っていれば売れるだろう」と考えている職人肌のメーカーさんの

ようなものです。 

↑このことを指摘するべき立場にあるデザイナーさん自身も、同じ罠にハマっていると捉える

ことができます。 

たとえば、デザイナーさんのウェブサイトって、デザイナーさん自身は 

「個性を発揮している」 

と思っていることでしょう。 

ところが、依頼者側である企業経営者は 

「デザイナーのウェブサイトって、みんな同じ」 

と感じていることが多いです。 

これは、なぜだかわかりますか？ 

デザイナーによる「自らが提供していると感じている価値」と、依頼者側である企業経営者や

販促担当者の「デザイナーに感じる価値」に乖離があるからです。 
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6.7 デザイナー自身の販促物は「付随的価値」 

デザイナーさんとも経営者さんともお話しをしている立場としては「経営者によるデザイナー

評」を耳にすることがあります。 

デザイナーさんの前では決して漏らさない、経営者の「デザイナーに対するホンネ」が聴こえ

てくるのです。 

複数の経営者さんから、このようなご意見を聞いたことがあります。 

「デザイナーさんの名刺やウェブサイトって、まるで暗号のようだ」 

これは、デザイナーさん自身は、自らのウェブサイトのデザインを 

「作品」＝自らが提供できるデザイン力（本質的価値）のあらわれ 

と感じているのに対して、デザイナーのお客さんである経営者はデザイナーさんのウェブサイ

トを 

「付随的価値」＝この人にどれだけの説明力やプレゼン力があるか 

＝どれだけ仕事がしやすい人か 

のあらわれと捉えているからです。 

デザイナーさんは、自らの販促物のデザインを考える場合、 

「デザイナー同士でウケのよいデザイン」 

ではなく、 

「お客さんが価値を感じてくれるもの」 

にする必要がありますね。 

ひとくちにお客さんといっても 

「デザインに対してどれだけ高い理解力を持っている人か」 

を想定する必要があります。 

たいていの場合、デザイナーさんがつくる「自らの販促物のデザイン」は、お客さんに対して

「デザインに対する高い理解力」を求めていることが多いのです。 
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「専門的に見て高度であることが高い価値を示している」 

とは限らないのです。 

むしろ 

「プロから見たらベタすぎるくらいの内容を提供している人のほうがありがたがられ

る」 

と言えます。 

これは、そのままワシのコンサルティング業務にも当てはまる指摘です。 

6.8 デザイナーにとって特に重要な「コンティンジェント・サービス」 

サービス業といっても業種によって「お客さんとの関わり合いかた」が異なります。 

たとえば、同じサービス業でも、ホテルや航空会社などは、「設備」に重点が置かれているの

で、「お客さんとの関わり方」が比較的薄いサービス業です。 

しかし「エステサロン」「デザイナー」「税理士」「コンサルタント」などは、「人との関わり合い」の

度合いが相対的に高いサービス業です。 

この場合「不測の事態」が起きやすく、提供している価値のうち、コンティンジェント・サービス

が占める割合が大きくなります。 

納期の大幅な前倒し。 

客先担当者の病欠や異動。 

製作途中での経営方針の変更。 

デザイナーさんの業務でも、こういった「コンティンジェントな状況」が起きやすいですよね。 

「コンティンジェント・サービス」とは、「何でも言う通りに対応しろ」ということではありません。 

コンティンジェントな状況では、お客さん自身もパニックに陥っていたりして、冷静さを失ってい

ることが多いものです。 

そんなとき 

「そもそもこのプロジェクトって、御社のこんな意図から始まったんですよね」 
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「この状況でお客さんの企業にとってもっともよい選択は何か」 

というような、全体俯瞰的な意見や指針を示すことができれば、デザイナーとしてのポジション

は一気にアップすることでしょう。 

「頼りになる」「任せられる」といった、信頼感というまたとない価値を提供できるチャンスでも

あるんですね。 

6.9 ほとんどのデザイナーが意識していない「ポテンシャリ―サービス」 

企業がデザイナーさんに依頼する場合、とうぜん「お金」を支払いますね。 

これは、企業側にとって「費用」「経費」ですね。 

では、どのような項目の費用でしょうか？ 

（こういった視点、持っていますか？） 

多くの場合は「広告宣伝費」ですね。 

では、広告宣伝費って、企業はよく「節税対策」として出費することを、ご存知ですか？ 

基本的に企業は利益が出るとウレシイものです。 

だけど実際の企業経営では、利益がたくさん出れば出るほどよろこばしいのかというと、必ず

しもそうとは言い切れません。 

利益に対して、税金がたくさんかかってくるからです。 

そこで「何かお金を払う用事はなかったかな？」と考えはじめます。 

（ゼイタクな悩みですね！） 

そこで使われやすい「お金の使いみち」が「広告宣伝費」なのです。 

「税金で取られるくらいなら、来年のイベント企画、今のうちにつくっておこうか」 

というように、利益が確定する決算前に、広告宣伝費を支出するインセンティブ（動機）が高ま

るのです。 

この「節税対策になっている」という事実は、多くのデザイナーさん自身が 
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「自らが提供している自覚のない価値」 

そのものですね。 

この「企業側の都合」を知っているかどうかだけで、デザイナーとしては何か「手の打ちよう」

が考えられますよね。 

6.10 分析とは「フレーム力」なのです 

前章では「プロフェッショナルサービスの５つの特性」、そしてこの章では「サービスの価値の４

層構造」に基づいてお話しをしました。 

この２点をご覧になるとわかると思うのですが、分析とは「フレームの力」なのです。 

「プロフェッショナルサービスには５つの特性がある」 

「サービスの価値は４層構造になっている」 

ということさえ知っていれば、今回のこのメルマガの内容のような分析は、比較的かんたんに

することができます。 

しかも、このフレームは、利用価値が広いのです。 

今回取り上げたフレームであればデザイナーだけではなく、ほかのサービス業に当てはめて

考えることができます。 

もちろん、デザイナーであるあなたのお客さんがサービス業であれば、このフレームに当ては

めて提案することもできますよね。 

そのような提案ができれば 

「このデザイナーさんスゲー☆ウチのことわかってる！」 

「このデザイナーさんスゲー視点から攻めてくる！」 

という、お客さんにとって「またとない存在」になれるかもしれません。 

もちろん、「私も先日メルマガで知ったんですけどね」なんて言う必要はありません。 

「当然これくらいのこと以前から知ってましたけど何か？」 

という顔でいいんです。 
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こういった「カマシ力」も大事ですよね。 

さて、この冊子の内容も、いよいよ終盤に近づいてきました。 

7 これからのデザイナーの生きる道 

「デザイナーの経営戦略」、これで最終章です。 

ここまでの話しをおさらいしながら踏まえた上で、「これからの時代のデザイナーの経営戦略」

について考えて行きたいと思います。 

7.1 デザイナーもコモディティ化の時代 

「コモディティ」とは、経済学で使われている用語で、 

消費者にとって違いが明確ではないため、価格だけが選ばれる条件になってしまう

状態 

のことを指します。 

たとえば「洗濯バサミ」は、ほぼ完全にコモディティ化している商品です。 

「どのメーカーの洗濯バサミを買おうかな」 

なんて、悩んだことがないですよね？ 

同じように、現在は薄型テレビなどのデジタル家電商品もコモディティ化が進んでいます。 

つまり 

「どの製品を買ってもさほど変わりがないのなら、安いのを買っておくか」 

という状態です。 

いまでは「クイックマッサージ」「1000円カット」など、サービス業でもコモディティ化が進んでい

ます。 

そして、デザイナー業もコモディティとは無縁ではありません。 
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それは「広告支出額の低迷」という時代的な背景と共に、デザイン業務という「プロフェッショ

ナルサービスの無形性」が関係しています。 

7.2 増え続けるデザイナーと変わらない日本企業の広告支出 

調査資料によって異なりますが、この数年で日本のフリーランスデザイナーが 10～20％も増

えています。 

（「平成 30年特定サービス産業実態調査」「デザイン関係統計資料」ともに経済産業省） 

一方で、「デザイナーの稼ぎの元」となる、日本企業の広告費の総支出額は、この 13年間で

ほとんど変わっていません。 

2005年 68.2億円 → 2018年 65.3億円（4％ダウン） 

（電通「2018年日本の広告費」より） 

ほとんど変わらないパイを、より多くのデザイナーが分け合っていることになります。 

そして、デザイナーの業務は原則として「目に見えません」。 

目に見えるものは、結果としてアウトプットされた「成果物」です。 

だけど、デザイナーが提供している価値の大部分は、その成果物を生み出すプロセスにある

はずです。 

7.3 「違いがわからない」は「どのデザイナーに頼んでも同じ」 

なのに、多くのデザイナーのウェブサイトでは、「成果物の陳列」しかしていませんね。 

その結果、デザイナーの思惑とは裏腹に、企業側から見ると 

「どのデザイン事務所に頼んでも同じじゃんね」 

という印象を持ちやすいのです。 

これはとても大事なことで 

「本当にデザイナーに違いはあるのか無いのか」 

だとか 
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「デザイナー自身は違いを強調している（つもり）なのか」 

とは関係がありません。 

「違いがあるように見えるか」が大事なのです。 

そして「違い＝独自の価値」を生み出しているはずの「プロセスの価値」をちゃんと明示してい

るデザイナーのウェブサイトは、ほとんど見かけません。 

違いを生み出している部分を明示していない。 

これによって「デザイナーのコモディティ化は進んでいるのではないか」という仮説が浮上する

わけです。 

7.4 「成果物そのもの」ではなく「それを生み出す力」に価値がある 

たとえば、国産の同じ価格帯のクルマであれば、だいたい同じくらいの満足感が得られますよ

ね。 

これって、「コモディティ」ってことですよ。 

だから各社はデザイン（スタイル）にこだわったり、そのクルマを生み出した「ストーリー」を強

調していますよね。 

「ウチには 20年のモータースポーツの歴史があるから、このテクノロジーを開発できるんで

す」 

といったことをアピールしていますよね。 

つまり「アウトプットした成果物＝車（有形）」ではなくて 

「そのアウトプットを生み出す力（無形）」をアピールしているわけですね。 

一方で、無形のモノは、手に取って確認することができません。 

そのため、お客さんは「無形のモノの確からしさ」を確認するために「手がかり」を探します。 

この「手がかり」となるものが「無形サービスの有形化」です。 

高級ホテルが、ワードで作って自宅用プリンタで出力したようなチラシを配っているハズがあり

ませんね。 
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これは「高級ホテル」という本来は「無形のサービス」を提供しているビジネスが「いかにもお

金がかかっているチラシ」を有形物によって、お客さんに「手がかり」をお渡ししているわけで

すね。 

では、デザイナーはどのようにしてこの「てがかり」をお渡しすればいいのか。 

それはただ単に「デザイン性の高い販促物を作る」ということではありません。 

「カタチの無いモノをカタチ化する」 

という発想が大事になってきます。 

ここでヒントとなるのが「プロフェッショナルサービスの５つの特性」でお伝えした「協働性」で

す。 

 

7.5 あなた自身の広告物は「あなたの価値」を伝えることができているか 

デザイナーさんの業務は、クライアントさんとの「摺り合わせ」が大きな価値を持ちます。 

お客さん（クライアントになるかもしれない見込み客）の立場になって考えてみてください。 

お客さんから見たときの「あなたの価値を判断するシーン」は、どこにあるでしょう。 

1. メールやメッセージなどの応対 

2. 打合せの場でのコミュニケーション力や気配り、態度や提案力 

3. 最終的な成果物と、成果物がもたらす経営的効果 

企業として広告費を支出して依頼する以上、最も重視するのは（３）ですね。 

ですが、最初の取引の場合はここで問題が発生します。 

お客さんは「あなたに依頼するかどうか」を判断する時点では（３）はわからないのです。 

日本を代表するデザイナー／アートディレクターである佐藤可士和氏のデザイン事務所「サ

ムライ」の採用面接での話です。 

就職希望者が持ってきた書類を面接担当者に手渡す際、「書類の方向」をどちらに

向けて手渡すか。 
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これによって、その人のデザイナーとしての業務能力がわかるそうです。 

もちろん、相手にとって「正面」になるように渡すのが正解です。 

でもこれって「デザイナーのスキル」と関係ないように感じますか？ 

先の「あなたの価値を判断するシーンの１，２，３」を見てください。 

「人に何かをわかりやすく受け取りやすく伝える」 

ことを大事にしているデザイナーであれば、この点に気をつけるはずだ、ということでしょう。 

このような点に「デザイナーとしての仕事のクオリティ」が表れていると、佐藤可士和氏は考え

ているのでしょうね。 

これはサービス業の特性でお伝えしましたね。 

「お客さんはあなたの品質を見抜く正確な基準を持ち合わせてはいない」 

つまり 

「お客さんはデザインに関してはシロウト」であると同時に「本当によいモノを作ってくれるかど

うかは、お金を払ってみないとわからない」 

ってことです。 

そこでお客さんにとって「あなたの品質」を見抜くための「手がかり」が必要になります。 

それが「あなた自身の広告物」であり「あなたの日ごろの発信」であり（１）や（２）といった「コミ

ュニケーション力」「説明のわかりやすさ」といったものなのです。 

 

これは「最終的に出来上がるデザインのよしあし」とは、直接的に関係がないモノに見えるか

もしれません。 

だけど、「協働性」の部分で述べたように、お客さんは「デザイナーと協力してよいモノが作れ

た」と感じた時に大きな価値を感じるのです。 

だとしたら 

「この人と協力し合って一緒に仕事ができるだろうか？」 

という「判断の材料」をお客さんに差し上げることって、とても大事だとは思いませんか？ 
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それが、あなたの日ごろのウェブサイトやブログの更新に表れていますか？ 

ってことなんですね。 

7.6 死ぬまで貧乏だったゴッホ、ビジネス的にも成功したピカソ 

芸術にうとい人のあいだでもその名が知られている芸術家のゴッホとピカソ。 

ゴッホは死ぬまで貧乏だったのに対して、ピカソは生前から芸術の世界で成功して「富豪」で

した。 

この二人に、これほどまで「経済的成功」の違いがあった理由についてはいろんな説がありま

す。 

ゴッホは制作活動には熱心でしたが、自ら「売る」ことにはあまり関心がなかったようです。 

もっぱら、弟のテオや画商に任せっきりで、死ぬまでに売れた絵画はたった一枚だったと言い

ます。 

いっぽうピカソは、力作が完成すると画商を招き、制作意図などを自らプレゼンテーションして

その場で「競売」のように売ったと言います。 

「一枚の絵画に対して複数の画商を競わせる」 

「込められた意味などをプレゼンして価値を伝える、上げる」 

といった手法を用いている点は、ビジネス的なセンスも持ち合わせていたんですねぇ。 

画家としてゴッホとピカソのどちらが優れていたのかを語るのは無意味ですよね。 

ふたりとも世界的に評価が高い画家なのですから。 

つまり「提供している画家としてのスキルの高さ」としては二人とも価値の高いものでありなが

ら「伝え方」「売り方」に大きな差があった、ということです。 

「よいモノを作っていれば売れる」 

「マジメにやっていれば認めてもらえる」 

と考えている人は、あらゆる業界にたくさんいます。 

もちろん、よくないものを売っていてはダメですし、不真面目では認めてもらえないでしょう。 
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だけどそれらは「当たり前」のレベルであって、ピカソのような天才的なクリエイターであっても

「売る工夫」は必要だった、ということですね。 

さらに世代が下ってアンディ・ウォーホルの時代になると、 

「事前にリサーチしてから作品を作る」 

という、芸術も工業製品とよく似た形を採るようになってきました。 

7.7 デザイナーが学ぶべきこと 

デザイナーに限らず、「プロフェッショナルサービス」を提供している人たちは、自らの専門分

野ばかりを勉強しているように感じられます。 

健康／医療／美容系のサービスを提供している人などにも、この傾向は現れています。 

こうなってしまうひとつの理由として 

「業界内の人間関係がメインになってしまっていること」 

が挙げられます。 

お互いにわかり合える人付き合いのほうがラクであるぶん、業界内での付き合いが多くなりま

すよね。 

「お客さん側」の視点がなくなり、発信する内容も「業界内の人間」に向けられていきます。 

つまり「買ってくれる人」との接触が薄いのです。 

その結果「ビジネス社会の中でのデザイナーの位置や役割」といったものが見えにくくなって

「デザイナー業界の中での自分のポジション」ばかりがクローズアップされているのではない

でしょうか。 

そしてほかのデザイナーとの「アウトプットの違い」「テクニカル的なちがい」ばかりが気にな

り、「お客さんから見たときのほかのデザイナーとの違い」が視界から外れてしまっているので

はありませんか。 

これは、デザイナーに限った話ではなく、「専門分野」のいたるところで起きていることです。 

これはゴッホ的ですよね。 
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つまり「アウトプットの質を高めて売れるようにしよう」ということです。 

もちろん、プロなのですから、これは当たり前です。 

デザイナーが身につけるべきなのは、ピカソ的な商売の知識。 

今で言うところの経済学、経営学、マーケティングです。 

それから、ライティング力。またはスピーチやプレゼン力。 

これらが備われば「専門分野のスキル」に多少の差があっても、逆転は大いに可能です。 

ワシ自身は、「デザインが好き」というだけで、デザインのプロでも専門家でもありません。 

この稿は、経済学や経営学やマーケティングの知見をベースに書いています。 

デザイナーの人から見ると「門外漢」であるからこそ、外から見たときのデザイナー業界の特

徴が見えると思っています。 

閉鎖的な業界では 

凝集性（固まって結束しているさま） 

斉一性（せいいつせい。「いっせのせ」でみんな同じ方向に動く性向） 

が高まり 

「沈没するときはみんなで一緒に」 

という危険性が高まります。 

ぜひ、「デザイン業界を開かれたもの」にして、他業種の多様な考え方に触れてください。 

一握りの超有名デザイナーだけではなく、ぜひデザイナーらしい「本当の個性的な経営」をす

るデザイナーの人に登場してほしいと思っています。 

長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。 

これからもワシのブログやメルマガ、SNSでお付き合いください。 

7.8 いったんここで書き終えて思うこと 

（この項は、メルマガ配信終了時に書いたものです。） 
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思い付きで書き始めて、なんとかまとめた印象です。（まとまってないか。汗） 

本当は「関係性マーケティング」等にも触れたかったのですが、あまり広範囲になってまとまり

が付かなくなっても困るので、とりあえず「完結すること」に集中しました。 

PDF冊子化する際に、また加筆修正したいと思います。 

ワシは現在、フリーランスや個人事業者向けのコンサルタントとして仕事をしていますが、以

前にデザインスクールで講師をしていた経歴のためか、デザイナーさんからのご相談をよく受

けます。 

デザインスクール講師時代の同僚のデザイナーさんや、デザイナー志望者である生徒さん、

そして現在も多くのデザイナーさんとの交流があります。 

デザイナーさんにもさまざまなタイプがあると思っていますが、ひとつ言えることがあります。 

それは「売れているデザイナー」と「デザインスキルの高いデザイナー」は、必ずしも一致して

いない、ということです。 

専門学校卒業直後のデザインスキルでも、売れている人はいます。 

いや、もっというと、ホントのプロのデザイナーが見たら笑ってしまうようなデザイン力の人でさ

え、売上を伸ばしている人はいるんです。 

だからといって「デザイン力を上げる努力は不要だ」とまでは言いません。 

でも売れなくて困っているデザイナーさんでも、「売る努力」をあまりせずに「デザインスキルを

上げる努力」ばかりしている人は、かなり多いと思っています。 

これは、さきのゴッホのような状態です。 

もし「純粋に制作が好きなのだから、売れなくてもよいのだ」というのであれば、そのまま「職

人としてのデザイナー」のスキルを磨き続けてもよいと思います。 

だけど、おそらくこのメルマガを読んでいるあなたは、いまのスキルのままでも「もっと売り出

す」ことはじゅうぶんにできるはずです。 

このメルマガの文末に、この稿「デザイナーの経営戦略」を書くにあたって参考にした文献を

一覧で挙げておきます。 



デザイナーの経営戦略  

 

56 

© 2020  basaraent.com Koji Takahashi All Rights Reserved. 

デザインとは無関係な書籍が多いですし、学術的な本も多いですが、本屋さんに行って「デザ

イン」以外の分野である、経済、経営、マーケティングの棚も覗いてみてはいかがでしょうか？ 

最後に、連載中にメゲそうになったワシを Twitterなどで応援して支えてくださったみなさん

にお礼を申し上げます。 

最近、デザイン関連の方々と SNSで絡むことが増えてきたので、セミナー等でお目にかかる

機会もあるかもしれません。 

そのときは、ぜひ来てくださいね！ 

8 あとがき 

この冊子は、2019年 12月 23日から 2020年 1月 11日までの 20日間、6回にわたって

お届けしたメルマガの内容を、PDF冊子にまとめたものです。 

この内容を書き始めた動機はいろいろとあったのですが、迷いもありました。一番大きな迷い

は「デザイナーでもない人がデザイナーについて語る」ことに対する逡巡です。 

2015年頃に「自作する人のためのデザイン／レイアウトセミナー」を開催して、「デザイナー

でもないくせに」と炎上したことがありました。 

ただ、炎上させていたのは「たった一人のデザイナーが騒ぎまくっていただけだった」ことや、

その後に商工会議所から同じテーマでのセミナー依頼をいただいたりしたおかげで、だいぶメ

ンタル的にもタフになりました笑。 

また、その後 Twitterを通じて知り合った多くのデザイナーさんからの評価をいただいたおか

げでもあります。 

Twitterで応援してくださったデザイナーのみなさんにはこの場を借りてお礼を申し上げま

す。 

実際、この冊子をご覧になって「現場や実態を知らないからそんなことが言えるんだ」と思う方

もいるでしょう。それはその通りですし、それはそれでかまいません。 

ただ、コンサルタントという仕事は「その業界を外側から見る」ことによって「内側しか見ること

ができない人に示唆を与える」ことがお仕事のひとつだと考えています。 

その意味で言えば、この冊子は多少の価値があるものだと自負しています。 
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ご感想や励ましのメッセージやメールなどは大歓迎ですので、ぜひお寄せ下さい。 

また、この冊子が PDF というデジタルデータで無料配布しているものですので、内容がお気

に召したら、ぜひお友達にもコピーを差し上げてください。 

巻末に、この稿を書くにあたって参考にした図書一覧と、ワシへのアクセス方法を載せてあり

ます。 

個別コンサルティングのほか、オンライン勉強会「ワシ勉」も開催しています。 

個別コンサルティングではこれまでにも多数のデザイナーさんのご相談をいただいています

し、勉強会には 2020年 2月時点ではデザイナーさんのメンバーもいらっしゃいます。 

ぜひお気軽に覗いてくださればと思います。 

8.1 参考文献一覧 

この稿を書くにあたって参考にした書籍一覧です。（敬称略） 

★シルシのある書籍は、デザイナーさんが読んでも参考になる点が多いと思う本です。機会

があったら読んでみてください。 

 コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント基本編 （フィリップ・コトラー） 

https://amzn.to/2uvH84P 

 コトラーのプロフェッショナル・サービス・マーケティング （フィリップ・コトラー） 

https://amzn.to/30a49pP 

 サービスマーケティング（近藤 隆雄） 

https://amzn.to/2tKuKxI 

 サービス業のマーケティング戦略（南方 建明ほか） 

https://amzn.to/36KmfRE 

 スモールビジネス・マーケティング（岩崎 邦彦） 

https://amzn.to/36ID4fH 

 戦略フレームワークの思考法（手塚 貞治） 

https://amzn.to/2QISMSM 

https://amzn.to/2uvH84P
https://amzn.to/30a49pP
https://amzn.to/2tKuKxI
https://amzn.to/36KmfRE
https://amzn.to/36ID4fH
https://amzn.to/2QISMSM
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 競争の戦略（マイケル・ポーター） 

https://amzn.to/39YrYWa 

 競争優位を実現するファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略（フレッド・クロフォードほか）★ 

https://amzn.to/2R8QIlJ 

 ポジショニング戦略（アル・ライズほか）★ 

https://amzn.to/2taAr87 

 マーケティング 22の法則 （アル・ライズほか） 

https://amzn.to/30apIq6 

 あのサービスが選ばれる理由（ハリー・ベックウィス） 

https://amzn.to/2TdXPvS 

 組織論（桑田 耕太郎ほか） 

https://amzn.to/2tJSD8t 

 中小企業のための新製品・サービス開発の極意（大竹 裕幸） 

https://amzn.to/2TbvoyQ 

 思考・論理・分析（波頭 亮）★ 

https://amzn.to/30aYYWx 

 問題解決プロフェッショナル思考と技術（齋藤 嘉則） 

https://amzn.to/36Iu0I3 

 起業の科学（田所 雅之）★ 

https://amzn.to/2tO7KOa 

 佐藤可士和の超整理術（佐藤可士和）★ 

https://amzn.to/2QLAYGJ 

 佐藤可士和のクリエイティブシンキング（佐藤可士和）★ 

https://amzn.to/37S1jZh 

 SWITCH INTERVIEW達人達「小山薫堂×佐藤可士和」★ 

https://amzn.to/2FEWLcM 

https://amzn.to/39YrYWa
https://amzn.to/2R8QIlJ
https://amzn.to/2taAr87
https://amzn.to/30apIq6
https://amzn.to/2TdXPvS
https://amzn.to/2tJSD8t
https://amzn.to/2TbvoyQ
https://amzn.to/30aYYWx
https://amzn.to/36Iu0I3
https://amzn.to/2tO7KOa
https://amzn.to/2QLAYGJ
https://amzn.to/37S1jZh
https://amzn.to/2FEWLcM
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 なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?（山口 揚平） 

https://amzn.to/2OKZKFc 

 

 デザイン関係統計資料（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-

design/file/2016handbook/04_toukei.pdf 

 特定サービス産業実態調査（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabizi/index.html 

 2018年 日本の広告費（電通） 

https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2018/ 

 中小企業白書（中小企業庁） 

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/ 

 小規模企業白書（中小企業庁） 

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html 

 

著作権について 

この小冊子は無料で配布していますが、著作権は著者に帰属します。お友達への無料配布

などは歓迎いたしますが、商用利用、内容を改変しての配布などはお断りいたします。 

 

https://amzn.to/2OKZKFc
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/file/2016handbook/04_toukei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/file/2016handbook/04_toukei.pdf
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabizi/index.html
https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2018/
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/syoukiboindex.html
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