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 第4回は、デザイン活用支援のポイントについて下記6つのテーマで説明し

てます。まずは、「1.支援者の役割」の章を読んで、支援者の役割についての

理解を深めてください。 

1. 支援者の役割

2. デザイナーの活用

3. デザイン料金と契約

4. 知的財産権

5. デザイン支援機関の活用

6. 中小機構のデザイン活用支援事例の活用

第4回で提供する支援ツールは、下記の5種類です。 

⑥「デザイナー概要シート」

⑦「ブリーフィングシート」

⑦-1（グラフィックデザイン向け） ⑦-2（プロダクトデザイン向け） 

⑧「デザイン支援機関リスト」

⑨「デザイン契約書（例）」

第2稿
P15修正（東京都立産
業技術研究センター

からの要望）



1. 支援者の役割
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第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

（1）デザイン活用支援の目的

 企業からの相談は「商品のデザインを良くしたい」「デザイナーを探したい」といった内
容が多く、デザイナー紹介などで対応する場面が多くなると思われます。しかしこれらは短
期的な課題であって、支援機関としての本来的な支援最終目標は、企業内部にデザインを活
用するノウハウを蓄積し、経営基盤を強化してもらうことにあります。更には、デザインを
資産と捉える戦略的な「デザイン経営」の実践によって、競争力のある高付加価値なものづ
くり・商品づくりができるように、戦略的デザイン活用を実践してもらうことです。 

 支援者は、その最終目的を意識しつつ、支援企業のレベルを勘案して、企業の成長を助け
る役割を担っています。下図は、企業の戦略的なデザイン活用に至るステップの模式図です。
支援者は、支援企業の最終的な自立を念頭に、各段階の課題に対応するようにすることが必
要でしょう。 

 以下に、企業がデザイン活用力を育むための支援ポイントを記しました。ここで重要なの
は、デザイン開発を経営者とデザイナーだけ進めないことです。社内にノウハウを蓄積する
ために、できる限り若手や女性など社内スタッフを巻込んで進めることが肝要です。 

① 何をするためのデザイン活用なのか、全体の計画を明確にする。
② 支援企業のデザイン活用レベルを見極める。
③ 現在必要な支援の内容を把握し、支援計画を立てる。
④ ③で設定した支援を行う際に、企業のステップアップを促す仕掛けを作る。

（例）社内プロジェクトで取組んでもらう
 デザイナーとの会議には若手社員の同席を促す  など 

⑤ 適宜に、経営者や担当者を交えた社内ミーティングを行い、現在までの進捗確認と、
次に必要な販売計画やPR計画を協議してもらう。

⑥ デザイン活用支援がひと段落ついたら、経営者をヒアリングし、デザイン活用に対する
認識変化などを確認して、次の支援に活かす。
（例）今後デザイン開発費を必要経費とみなし、用意する心構えがあるか  など 

支援ポイント 

企業がデザインを活用したものづくり・商品づくりに戦略的に取組めるようになる
ことを最終目標に、下記のステップでデザイン活用支援を行ってください。 

デザインを 
活用したい 

デザインを 
活用したい 

デザインに 
対する 

理解がある 

デザインを 
活用したい 

デザインに 
対する 

理解がある 

デザイン活用の 
体制が 

整備されている 

デザインを 
活用したい 

デザインに 
対する 

理解がある 

デザイン活用の 
体制が 

整備されている 

デザインを 
経営戦略に 

組み込んでいる 

デザインの 
重要性を 

認識していない 
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 企業のデザイン活用能力を高めるには、どういった方法があるでしょう？ 
大まかには、実際にデザイナーと組んでデザイン開発を行うプロセスを通して学んでいく
OJTと、セミナーや講座に参加して学ぶOff-JTの2つの方向があります。Off-JTで得た知
識をOJTの実践の場で活かし、また、OJTで得た経験をOff-JTで知識として確認するなど、
両方を交互に活用して、知識・実践ともに身に付けてもらうスパイラル型学習が理想です。 

■OJT

 デザイナーと共に仕事をする中で、デザイン・プロセスやデザイナーの考え方を学んでい
きます。この場合、デザイナー任せにして制作物の納品だけを求めると、企業側ではデザイ
ンプロセスの学びが得られませんので、なるべく進行の途中でデザイナーと会議を設けるな
ど、企業が学べる場を作るよう配慮することがポイントです。特に、プロダクトデザインの
ような複雑なプロセスが必要とされる開発には、社内担当者を配置し、プロフェッショナル
のものづくりの手法を学ぶ体制を作るよう、経営者に勧めると良いでしょう。

■Off-JT

 Off-JTには、ガイドブックや書籍などで学ぶ方法と、セミナーなど参加型の学習方法が
あります。経営者や担当者が、忙しい中時間を割いて講座やセミナーに参加するのは大変な
ことですが、プロが教える実践的な講座で商品開発プロセスを学んで、下請けからデザイン
性の高い商品を開発するメーカーへの脱皮を図った企業もあります。経営者または開発担当
者に、Off-JTで学習に取組むようアドバイスすることは、中・長期的な視点から見て大変
意義のある支援です。以下に、それぞれのメニューの特徴や活用法を述べますので、参考に
してください。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

メニュー 特徴・活用法 

デザイン活用 
ガイド 

本シリーズ『デザイン支援ガイドブック』や、東京都中小企業振興公社『デザイ
ン活用ガイド』、北海道立総合研究機構産業技術研究本部『地域ブランドづくり
のためのデザイン・IT活用ガイドの概要』などネットからダウンロードできるデ
ザインガイドや『モノのデザインを成功に導くガイド』などHPで閲覧できるコン
テンツもあり、基礎的な理解を促すのに活用できる。

書籍 

『ホンダのデザイン戦略経営』や『アップルのデザイン』など、トップ企業のデ
ザイン経営についての書籍や、『稼ぐ「デザイン力!」―経営者・管理職のための
デザイン戦略入門』などデザインを経営の視点から語った書籍、ブランディング
やCI（Corporate Identity）に関する書籍も多数あるので、経営者に紹介し、自
己啓発に活用してもらえる。 

デザイン 
セミナー

自治体やデザインセンターなどの公的支援機関により各地で開催されている。デ
ザイナーを講師に迎えたデザインセミナーやワークショップを組み込んだセミ
ナーなどもあり、経営者にデザイン活用に取組むきっかけを提供できる。また、
セミナー後にデザイナーとの交流会を設けている場合もあり、デザイナーとの人
脈づくりにも活用できる。

ただ、頻繁に開催されている訳ではないので、支援者としては地域内のデザイン
セミナーについて常に情報収集を行い、適宜、情報提供することが望まれる。 

ものづくりの 
プロセスが学べ
る連続講座 

主に、都道府県の産業技術センターやデザインセンターなどが開催。商品企画の
基礎知識から、商品企画策定～試作品の制作まで一貫して学べる連続講座を提供
するところもある。数ヶ月～約1年の長期間の参加が求められるので、中期的に
取組む意欲と覚悟のある企業には、活用してもらいたい支援メニュー。 

全地域で開催されている訳ではなく、また年度によって、新規開催や廃止・内容
の変更になる可能性もあるので、まずは、年初に地域内の情報を収集しておく必
要がある。 
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支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

（3）デザイン活用支援の心構え

 デザインは商品開発の一部分です。また、商品開発はマーケティング戦略の一部です。
（下図）支援者はその点を意識する必要があります。また、デザインは無形のイメージを見
える形にしていく作業であり、そこに支援の難しさがあり、支援者もそこを踏まえた心構え
が必要です。以下に、デザイン活用支援に関する支援者の心構えを挙げました。 

①主体を明確にする

前ページで述べたように、支援者に期待されるのは、企業のデザイン活用力を育むことで
す。本シリーズのタイトルが『デザイン活用支援・ガイドブック』と、「活用」の2文字を
入れているのは理由があります。デザインを活用する主体はあくまで企業であり、支援者で
はないという点を認識することが、心構えの出発点です。 

②全体を俯瞰する

デザインはマーケティング戦略の中の商品開発の一部分です。開発する商品のターゲット
や流通チャネル、販売方法などマーケティング戦略の中にデザインの位置付けがありますの
で、まずはそれらを明確にすることが必要です。支援企業のマーケティング戦略全体を把握
し、その中でデザイン活用支援を行います。 

 デザイン開発以外の流通チャネル開発（販路開拓）や販売促進策など、全体を俯瞰した上
で必要とされる支援計画を立てる“全体を俯瞰する視点”が重要です。 

③デザインはプロに任せる

デザインは専門性の高い分野です。デザインのプロフェッショナルに任せ、支援者はプロ
ジェクトの調整役など、側面支援に回るのが一般的な支援のあり方です。 

 その意味からは、デザイン活用支援にとって重要なのは、デザイナーなどクリエイターと
のネットワーク作りです。自社でデザイナー人脈を持っている企業は別として、多くの中小
企業はデザイナーとの接点があまりありませんので、支援者にデザイナーの紹介を求めるこ
とも多くなります。支援者としては、後述する「2.デザイナーの活用」の章などを参考に、
日ごろからデザイナーとのネットワークを構築しておく準備が重要になります。 

マーケティング戦略

Product 
商品 

Price 
価格 

Place 
流通チャネル 

Promotion 
販売促進 

商品コンセプト（誰に、何を、どのように） 商品開発戦略 

自社資源 
（技術・リソース・調達） 

品質 ブランド 

ブランド資源 ストーリー デザイン 
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支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

④デザイナーと企業の“橋渡し役”を務める

 デザインは、企業とデザイナーがコミュニケーションを通じて、イメージを形にしていく
作業ですので、コミュニケーションの良し悪しが重要なカギを握ります。双方に認識の違い
などがあるとトラブルが発生し、デザイン制作もうまく進みません。支援者には、経営者や
担当者など企業側とデザイナーとの “橋渡し役”を心がけ、双方の認識のギャップを埋めた
り、円滑な意思疎通が図れるような配慮が望まれます。下記に、企業とデザイナーの認識の
違いが生まれやすい点を例示しました。 

（注：下記はあくまでも一般的な例です。デザイナーのデザインに関する考え方などは人により異なりますので、
参考例としてお読みください。） 

項 目 企業（経営者）の見方 デザイナーの考え方 

デザイン 
とは？ 

 商品の見た目を恰好
良くしたり、美しい
形にすること。

 スタイリング（意匠
設計・外観デザイ
ン）すること。

 ユーザーにとって魅力的な商品を創ること。
 問題解決を図るための製品設計を、美しさを

表現しながら行うこと。
 意匠性を高め、付加価値を創出して、ユー

ザーの購買意欲を高めて売れる商品を創るこ
と。

デザイナーの
役割 

 センスの良さで、格
好良い外観やグラ
フィックを創るアー
ティスト。

 ユーザーの“ウォンツ”を捉えて、商品を創
り込んだり、見える形に表現するプロフェッ
ショナル。

 ユーザーの課題をデザインを活用して解決す
る役割を担う人。

良いデザイン
とは？ 

 見た目が良いこと。

 ユーザーや社会的な課題の解決が図られてい
ること。

 機能性と美しさが同時に実現されていること。
 ユーザーにとって魅力的なこと。

どうやって 
デザイン 
するか？ 

 デザイナーの直観や
センスに基づいて行
う。

 商品コンセプトや販売チャネル、価格などの
マーケティング戦略、広告・販売促進なども
勘案して、ターゲットユーザーに訴求するス
タイルや形状、色などを組合わせる。

デザインの 
効果 

 どんなものでも、デ
ザインすれば売れる。

 ユーザーの感性に訴えて美的な満足感を与え
たり利便性を提供して、その結果、商品が売
れて企業に売上げをもたらす。

デザイナーと
企業の関係 

 外注先と発注者
 協力して、良いものを作り上げていく企業の

パートナー

デザイン料 
について 

 絵を描いたりするだ
けだから、それほど
時間もコストもかか
らない。

 出来るだけ安い方が
良い。

 工程や時間、価値に見合った対価が欲しい。
 自分で設定した標準料金は確保したい。
 プロフェッショナルとしての料金は確保した

い。

 表を見ていただければわかるように、デザインについては、企業側が比較的シンプルに捉
えているのに対して、デザイナー側では、プロフェッショナルとしてより広い視点で考えて
います。また、デザイナーと企業の関係性や料金に関しては、双方の認識の隔たりが大きい
場合が往々にしてあります。これらのギャップを埋めることが、“橋渡し役”の大きな役割
です。次ページに、ギャップを埋めるための方法を記載していますので、参照してください。 

北海道立総合研究機構 「モノのデザインを成功に導くガイド」を参照して作成 

■企業側とデザイナーの認識の違い
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⑤情報交換を促進する

 前ページで述べた企業（経営者）とデザイナーの認識のギャップを埋めるのに有効なのは、
情報の仲介です。下記に、双方から提供して欲しい情報を記載しました。企業やデザイナー
の情報交換が不足している場合は、支援者がそれらの情報を交換するように促し仲介すると、
プロジェクトがうまく進行します。下図内の  「○○○」は、活用できる支援ツールです。 

 将来的には、自社内で取り仕切れるようになってください。（自立の促し）

 デザイン改良だけで売れるわけではありません。売れる商品企画が先にあるべきです。

 デザインは事業化の1プロセス。デザインだけで解決するものではありません。

 デザインの専門性を認め、プロの力を借りましょう。

 デザインにはコストがかかることを認識してください。

 開発をやり遂げる覚悟を持ってください。

⑥経営者に助言する

 最後に挙げるのは、経営者の理解の促しと助言です。下記のような助言こそ、支援者にし
かできない重要な役割かも知れません。これらは、デザイナーなど外部人材や従業員では、
直接経営者に助言しにくい内容です。下記のような、気付きを経営者にもたらす助言を行う
のも、経営者の身近な相談相手としての支援者の役割といえます。 

企業 
（経営者 
担当者） 

デザイナー 

企業概要、企業ビジョン、経営者の考えなど
商品コンセプト、ターゲット、使用シーン、などの商品基本情報
依頼する作業の範囲
考えているデザイン料金
その他、デザインに必要な情報

専門とするデザイン分野、得意分野
デザイン方針・デザインに関する考え方
デザイン手順、請負範囲
過去の作品等デザインテイストが分かるサンプル
アイデア、提案
標準としている課金方法・デザイン料金、期間

仲介、促進 支援者 

⑦「ブリーフィング
シート」作成支援

⑥「デザイナー概要
シート」で整理

情報提供 

情報提供 

支援ポイント  経営者への助言例 

⑥「デザイナー概要シート」

 デザイナーの概要を整理するシートです。デザイナーが自分のプロファイルなどを
用意していない場合に、デザイナーを把握する資料として作成してください。

⑦「ブリーフィングシート」
⑦-1（グラフィックデザイン向け） ⑦-2（プロダクトデザイン向け）

 デザインをするのに必要な情報を集約したデザイナーに提供する説明シートの雛形
です。こういった、デザインを起こすのに最低限必要な情報は、通常企業側で用意
してデザイナーに提供するものです。支援企業が用意していない場合は、この雛形
を企業に提供するなどして、説明資料の作成を促してください。

デザイン活用支援ツールの使い方・留意点 

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 



2. デザイナーの活用
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（1）デザイナーの見つけ方

 デザイナーを探すには、一般的に下記6つの方法があります。①デザイン支援機関や②デ
ザイナーバンクは、地域により整備されていない場合もありますので、まずは、地域内のデ
ザイナーリストの有無をリサーチする必要があります。 

 知らない人材をそのまま企業に紹介するのは難しい点もあるでしょうから、企業に引き合
わせる前にデザイナーと面談したり、日頃から人脈を作っておくことが重要です。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

方 法 特 徴 

① デザイン支援機関
に紹介を依頼する

デザイン支援機関では、多くの場合デザイナーの紹介をしていますので、
紹介を依頼することができます。 

セミナーやマッチング会を開催して、そこでデザイナーを紹介する場合も
あります。自らそれらの会に出席して多くのデザイナーと知りあい、自己
のデザイナー人脈を構築してデザイン経営に活かしている経営者もいます。

② デザイナーバンク
から探す

都道府県によっては、デザインセンターや産業技術センターなど公的機関
が「デザイナーバンク」などの名称で、デザイナーやイラストレーターが
登録したデータを整備したり、HPで公開している場合があります。 

③ 支援者や企業の
ネットワークでデ
ザイナーを探す

知らない人材を支援企業に紹介するのがはばかれる場合は、地域内でデザ
イナーの人脈を持っている他の支援者や、既にデザイナーを活用している
企業に紹介をお願いする方法も有効です。

人脈を確保している他の支援者が見つからない場合は、所属組織や団体属
性を超えて、他団体にも協力を呼びかける必要があります。常日頃から、
他の支援団体や自治体担当者などとの幅広いネットワークを構築しておく
心づもりが重要です。 

④ デザイナー団体等
に照会する

県のデザイン協会などに会員を照会することができます。 

県の協会が無い場合でも、デザイナー協会や、イラストレーター協会、
パッケージデザイン協会、インダストリアルデザイナー協会などの全国組
織に問合せることもできます。 

これら地域組織も全国組織も、大概HPでは会員の一覧を公開していますの
で、地域のデザイナーを検索することもできます。 

⑤ 専門家登録してい
るデザイナーを活
用する

デザイナーが専門家登録やアドバイザー登録をしている場合、数回無料
（または廉価）で相談できる場合があります。 

専門家派遣では、支援範囲はデザイン相談までで、実制作支援までは期待
できない場合がほとんどです。同じ専門家にデザイン制作まで依頼したい
場合は、有償の民-民契約を結ぶ必要があります。 

⑥ コンペ等を活用し
て公募する

自治体や公的機関で開催する素材別、テーマ別のコンペにデザイン対象商
品を出品して応募してきたデザイナーと人脈を築いたり、入賞作品を
チェックしてデザイナーを探す方法です。

⑧「デザイン支援機関リスト」

 全国のデザイン支援機関のリストです。問合せ先を探す際に、参照してください。
※リストは発行時におけるものです。変更になる場合がありますので、ご了承ください。

デザイン活用支援ツールの使い方・留意点 

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 
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（2）デザイナーとの付き合い方

①デザイナーの把握

デザイナーとうまく付き合うには、依頼を検討しているデザイナーの仕事内容を知らない
といけません。そのためには、①得意とするデザイン分野 ②デザイナーが提供するサービ
ス範囲 ③経験・実績 の3要素を把握する必要があります。支援ツール⑥「デザイナー概
要シート」 をご活用ください。

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

項 目 留意点 

① デザイン分野

第1回の「デザイン支援の基礎」の回でも述べましたが、デザインの分
野は多岐にわたり、デザイナーも各分野で専門が分かれています。デザ
イナーを上手に活用するための第1歩は、どの分野を専門としているの
かを正確に把握することです。デザイナーへのヒアリングや、HPの公開
情報により、得意分野、専門分野を把握してください。

② 提供サービス範囲

次に重要なのは、そのデザイナーの請負範囲を把握することです。デザ
イナーによっては、コンサルティングから入る人もいれば、商品開発に
も関わる人、単発の印刷物やロゴデザインを主とする人など、請負の範
囲に違いがあります。どういった範囲でデザインサービスを提供するの
か、事前の把握が重要です。

③ 作品・経験・実績

ユーザーのニーズやクライアントの要望に応えるデザインをすることが
プロの仕事ですが、デザイナーにも各自の感覚やデザインテイストがあ
り、全てのニーズにマッチするとは限りません。
デザイナーを企業に紹介する場合は、今回求めるデザインのテイストに
合うかどうか、要求に応えられる経験や実績を蓄えているか、事前に
チェックした方が無難です。HPや作品ファイルを閲覧して、これらを確
認しましょう。

②デザイナーの選定

下表は、デザイナーの望ましい姿勢の例です。デザイナー選定の際の参考にしてください。

③デザイナーの紹介
デザイナーを紹介する場合の留意点は、次のようになります。

 支援企業に、どのようなデザイナーを求めているのか、何をデザイナーに期待してい
るかを事前に明確にしてもらう。

 複数デザイナーの選択肢を用意し、決定は支援企業に委ねる。
 デザイナー選定の決定権とその結果責任は、支援企業にあることを明確にする。

カテゴリー 望ましいデザイナーの資質

支援企業、商品に対する
意識

企業の歴史や経営理念を理解しようとする姿勢がある。

商品の背景を詳しく知ろうとする。

商品の強み、良さを引き出そうとする。

顧客に対する知識・意識
対象顧客について理解がある。

対象顧客について調査・研究するノウハウや態度を持っている。

業界に対する知識

対象商品に関連する流通チャネルや小売の知識がある。

流通の仕組みや意思決定者、最終ユーザーなど対象業界について詳しい。

競合他社についての知識や、競合をリサーチできるノウハウがある。

プロとしての態度

コミュニケーション能力が高い。分かりやすい言葉で説明してくれる。

自分の感性のみを押し通さない。依頼者の目的を十分把握してデザイン
を行う。デザインの“引出し”を多く持っている。

（プロダクトデザインの場合）技術や素材の知識を持っている。製造現
場とうまく協調できる経験を積んでいる。

企業の歴史や経営理念を理解しようとする姿勢がある。
商品の背景を詳しく知ろうとする。
商品の強み、良さを引き出そうとする。

支援企業、商品 
に対する意識 

対象顧客について理解がある。
対象顧客について調査・研究するノウハウや態度を持っている。

顧客に対する 
知識・意識 

対象商品に関連する流通チャネルや小売の知識がある。
流通の仕組みや意思決定者、最終ユーザーなど対象業界について詳しい。
競合他社についての知識や、競合をリサーチできるノウハウがある。

業界に対する知識 

コミュニケーション能力が高い。分かりやすい言葉で説明してくれる。
自分の感性のみを押し通さない。依頼者の目的を十分把握してデザイン
する。デザインの“引出し”を多く持っている。
（プロダクトデザインの場合）技術や素材の知識を持っている。製造現
場とうまく協調できる経験を積んでいる。

プロとしての態度 

望ましいデザイナーの資質

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 
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（3）デザイン開発のマネジメント

①社内体制の留意点

 企業規模や案件により、デザイン開発の社内体制は異なるでしょうが、下記トップの関与
と意思決定者の明確化は、スムーズなデザイン開発を進めるための重要なポイントです。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

留意点 

トップの関与

デザイン開発に経営者などトップが関与することは、デザイン活用度を
高め、成果に繋がりやすくなります。 
特に、プロダクトデザインやブランドデザインなど、デザインの価値が
大きな割合を占める場合は、決定権のあるトップの関与が必要です。 

デザインの意思決定者 
担当者レベルで採用したデザインが、上位の人の意見によって後から覆
る事態に陥るのを避けるため、最初から、採用するデザインを決定する
意思決定者を明確にしておく必要があります。 

②進行チェック

 商品開発の場合も同様ですが、デザイン開発が始まったら、進行チェックでモニタリング
を行うと、次の支援策にうまく繋げられます。第3回で紹介した支援ツール④「デザイン開
発・進捗チェックシート」を活用、または企業に提供して、円滑な進行をサポートしてくだ
さい。 

③企業とデザイナーの意見の相違の発生に関する留意点

 デザイン開発で大きな問題となるのが、デザイナーから提示されたデザインに、企業（経
営者）が納得しない場合です。デザイナーとしては理由・考えの道筋があってその表現に到
達しているので、一方的な批判は、軋轢を生む原因になりかねません。下記の留意点を参照
して、意見の相違によるトラブルを未然に防ぐサポートを行ってください。 

留意点 

進め方への配慮 

双方の意見の違いが大きな問題に発展する前に、段階的なチェックシス
テムを設けておくと安心です。
デザイナーに、途中のアイデアラフやラフスケッチの提供をお願いした
り、企業側には、テーマカラーなどデザイン要素について、事前に決定
してもらうことを助言するなど、デザイン開発が1歩1歩前に進められる
よう、ファシリテーターの視点を持つことが望まれます。

支援者の立場 

支援者は、あくまでも企業とデザイナーの“橋渡し役”を務める気持ち
を持つことが重要です。 
企業（経営者）から、「何となく好きではない」といった曖昧な批判が
出た場合は、何が良くないと思うのか、具体的な内容やその理由を引き
出し、デザイナーに伝える配慮が重要です。何が問題なのか、具体的に
指摘してあげなければ、デザイナーは解決の糸口がつかめません。 

デザイナーへの気遣い 

デザイナーとしては、理由や考えの道筋があってその表現に到達してい
るので、デザインに対する批判は、一方的と感じて不愉快になるかもし
れません。 
デザイナーに対しては、その表現に至った過程や理由を説明してもらい、
企業（経営者）との意見交換により、両者でデザインを作り上げていく
雰囲気作りが重要です。デザイナーの創作意欲を削がないようにデザイ
ナーの意見にも十分耳を傾け、支援者が間に入って話し合いを進めるこ
とが望まれます。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 
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（1）デザイン料金

 デザイン料金は、デザインの請負範囲、デザイナーの実績やデザイナー自身の料金設定に
よって、また、地域によっても大きく異なりますので、全国的な標準料金を示すことが困難
です。個別に目安を探っていくことになります。 

①デザイン料金の目安

 デザイン料金の目安を得るには、下記のような方法が考えられます。支援案件によって可
能な方法で目安を見つけてください。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

方法 留意点 

① 以前に依頼したデザイン料
金を参考にする。

 以前の依頼と今回の依頼内容の違いを確かめる。
 デザインの種類や点数、依頼範囲が異なる場合は、料金把握

の参考にはならない場合もある。

② デザイン制作会社や印刷会
社のHPなどに掲載している
料金を参考にする。

 HPの制作料金やチラシ・リーフレット・会社案内などの単発
デザインは、ページ単価や料金目安を掲載している場合があ
り、参考にできる。

 料金設定の前提が各社で異なる場合があるので、料金に含ま
れるサービス範囲を確認する。

 料金に含まれない作業にかかる費用も加えて総額を想定する
必要がある。（例：撮影費用やイメージ画像使用料金など）

 ロゴやブランディングなどコンサルティングが入る場合やプ
ロダクトデザインなど作業範囲が広範になるものは、料金表
を提示している会社は少ない。

③ デザイン支援機関や知合い
のデザイナーに相談し、地
域の目安を教えてもらう。

 料金設定はデザイナーにより異なるので、教えてもらった目
安料金で収まらない場合もあることを念頭に、あくまでも参
照として考える。

④ 事前にデザイナーに問合せ、
価格表や見積りを取寄せる。

 見積もりを取る際には、依頼範囲を明確にし、できるだけ作
業工程ごとに料金が記載してある見積りを提出してもらう。

②デザイナーの呼称と料金 

 デザイナーの経験・実績により、設定料金が異なる場合があります。特に制作会社に依頼す
るような場合は、役職により単価が違うことが一般的です。下表は、一般的な制作会社のデザ
イナーの役職（呼称）です。上に行くほどデザイン経験やデザイン能力が高いとされ、設定料
金も高くなりますので、どのレベルのデザイナーが担当するかも配慮する必要があります。 

 フリーランスデザイナーでも同様な傾向がありますので、デザイナーが自分を表す呼称にも
留意してください。名刺に「アートディレクター」とある場合は、デザイン全体の方向性につ
いてのコンサルティング～デザイン制作までを仕事領域とし、料金も高めに設定している場合
が多くなります。 
 また、デザイナーでも「プロデューサー」の呼称を用いている場合もあります。この場合は、
商品開発など事業のプロデュースを領域としており、プロデュース料金も発生します。 

1.クリエイティブディレクター 企画～デザイン制作までプロジェクト全体を設計・統括管理する。

2.アートディレクター デザイン面の全体管理を行う。 

3.デザイナー アートディレクターの指示でデザインする。数年以上の経験者。

4.アシスタントデザイナー デザイナーのアシスタント。経験の浅い新人デザイナーがなる。 

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 
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③デザイン料金の構成要素

 下記に一般的なデザイン料金の構成内容を例示します。デザイン料金の構成要素は、依頼
内容により変わってきます。例えば、CIやブランドデザインを依頼する場合は、コンサル
ティング要素が入りますので、その部分の料金が入ってきます。また、試作品や金型作成ま
で依頼するプロダクトデザインの場合や、スタジオやロケ撮影を含むデザイン制作の場合は
経費の額が大きくなります。

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

先に、デザインは標準料金が無いと書きましたが、デザイナー協会が公開、発行しているガイド

ラインがあります。協会による資料であり、大企業との契約も対象にした料金となっています。

また、デザイナーの方全てが、この基準に準拠しているとも限りませんので、あくまでも、参考料

金として考えてください。

デザイン料金の参考

JAGDA
（公益社団法人 日本グラ
フィックデザイナー協会）

●制作料金算定基準
●デザイン料金表
http://www.jagda.org/designfee/cf_fee.html

JIDA
（社団法人 日本インダストリ
アルデザイナー協会

●契約と報酬 ガイドライン
http://www.jida.or.jp/site/publisher/publisher005.html
※算出方法

デザイン料金 

コンサルティング料、企画料
実制作を伴わない知的サービスに関する対

価。構想やプロデュースなども含む。 

デザイン制作料、技術料 
実制作に関する対価。アイデアスケッチや 

ラフスケッチなども含む。

ライセンス料
著作権や意匠権などの知的財産権に関す
る料金。デザイン制作料金に一括して含ま

れる場合もある。 

創作に関する料金 作業費・経費 

人件費 
デザイン業務に携わる人の人件費。 

1日当たりの単価×日数などで算出される。 

経費 
デザイン業務に伴う交通費や材料費などの

作成実費、通信費、消耗品費など。 

特別経費 
特別に発生する追加業務経費。出張費用や
モデル代、撮影費用、調査費、資料購入費

など。経費で一括する場合もある。

JIDA（社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会）刊 『契約と報酬 ガイドライン』を参照して作成。 
同ガイドラインには、「報酬算定式」などが記載されている。 
『契約と報酬 ガイドライン』案内ページ  http://www.jida.or.jp/site/publisher/publisher005.html 

 下記に、デザイン料算定方式の考え方を3例挙げました。算定方式は、デザインの種類に
よって変わります。 

通常のグラフィックデザインでは、①制作費分離方式が主となりますが、商品開発を含むプ
ロダクトデザインなどでは、③条件算出方式の場合もあります。また、システム開発を含む
HP制作では、システムエンジニアやプログラマーが稼働することもあり、システム開発のよ
うに、②単価方式による積算方式で料金算出をするケースが多く見られます。

方法 留意点 

① 制作費分離方式
料金を「創作費」+「作業費」+「経費」と分けてそれぞれを
見積もる。 

② 単価方式 「人件費単価」×「日数・時間数」で見積もる。 

③ 条件算出方式
事業売上目標やデザインの前提条件に応じて算出した費用に
経費を加えて料金を算出する。 

東京都中小企業振興公社刊 『デザイン活用ガイド』を参考にして作成。 
『デザイン活用ガイド』案内ページ http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/guide.html 

■デザイン料算定方式の例

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 
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（2）契約

 契約は、企業側が仕事を発注しデザイナーが受託すれば、口頭約束でも成立しますが、納
期や依頼する業務範囲、料金などを書面に記載して相互確認をしていない場合、後で思わぬ
トラブルが発生することもあります。特にトラブルとなりやすいのは、料金に含まれる業務
範囲や著作権の帰属に関することです。事前にこれらを明記した契約書を作成し契約を締結
しておけば、企業、デザイナーともに安心してデザイン開発を進めることができ、トラブル
の防止にも役立ちます。

①契約書

 企業側がデザイン契約書を作成する場合は、通常は「デザイン業務委託契約書」となりま
す。契約書に記載する基本項目は、通常、下表のような内容です。ただし、委託案件により
記載する内容は異なりますので、参考としてご覧ください。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

記載項目 記載する内容、留意点 

① 依頼内容・成果物
依頼範囲

デザイナーに依頼する内容と納品する成果物の他に、依頼する業務範囲まで
明確に記載していると、より安心です。 
契約書には、「ｘｘｘのデザイン制作業務」と記載しておいて、別途仕様書
や覚書などで、詳細な依頼内容を記載する方法もあります。 

② 納期
合意した納期や納期を変更する条件などを記載します。納期ではなく制作期
間や委託期間を記載する場合もあります。 

③ 料金、費用

合意したデザイン料金（委託料）のほか、検収などの条件を含めた支払条件、
納品物受領後の銀行振込み時期や振込手数料などの支払条件を記載します。 
委託業務に関連して発生する費用についても、「別途請求による実費支払
い」や「デザイン料金に含む」など明記しておく必要があります。写真撮影
の費用や移動経費、イメージ画像レンタル料など、制作過程で発生する大き
な費用に関して費用を持つ側を明確にしておかなければ、後からトラブルの
元になりかねません。 

④ 知的財産権の扱い
デザイン制作物の著作権や所有権の帰属、2次使用の可否や著作物の改編な
どに関して記載します。 
また、不採用のデザインの扱いに関しても記載する場合もあります。 

 契約書の作成は多くの中小企業にとって面倒なものですが、契約書自体は雛形を作成して
流用し、詳細な委託範囲は別紙で記載する方法を採れば、それほど大きな負担にはなりませ
ん。一旦、雛形の契約書を整備することを支援企業に勧めましょう。契約書雛形の作成にあ
たっては、弁護士など専門家に相談してください。 

 時には、デザイナー側から「業務請負契約書」を提示される場合もあります。ベテランの
デザイナーやHP制作会社などは、自前の契約書を用意していることも多く見られます。受託
者側からの契約書を使う場合は、支援企業側にとって納得できるものであるか、文面を詳細
に検討するように助言してください。特に、納品条件や知的財産権の扱いに留意が必要です。 

⑨「デザイン契約書（例）」

 契約書の例です。契約書は、委託業務の内容や条件により異なってきますので、案
件に合せて作成する必要があります。雛形として使用する場合は、ヘッダー・フッ
ターを外すか、本文をコピペしてください。

東京都中小企業振興公社刊「デザイン活用ガイド」に、契約に関するガイドやプロダクトデザインに関する契約書の

例が記載されています。  http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/guide.html 

デザイン活用支援ツールの使い方・留意点 

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 
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②発注書、覚書

 前述したように、デザイン開発を進めるに当たっては、契約書を作成することが理想的で
す。しかし、単発のグラフィックデザインの発注などでは、口頭での発注・了承が慣行と
なっている場合もあり、支援企業にとって契約書作成が大きな負担と感じることもあるで
しょう。その場合は、契約書を作成するのではなく、発注書や覚書を契約書に代えることも
考えられます。その場合は、①発注内容 ②納期・期間 ③料金 の3点の記載が最低限必
要です。 
 より簡便にしたい場合は、打合せ議事録を採り、それを整えて覚書の形にし、双方で確認
するなどの方法も考えられます。いずれにせよ、口頭約束でなく文字にして書面で確認し合
うことが重要です。 

③契約の留意点

 先にデザインの契約書は「デザイン業務委託契約書」として作成すると書きましたが、法
的には、民法に「業務委託契約」という契約形態は定められていません。デザインは民法で
言えば、「請負契約」か「（準）委任契約」のいずれかになります。おおまかに言うと、デ
ザインをして納品する場合は「請負契約」 、コンサルティングの場合は「（準）委任契約」
となります。下記にそれぞれの特徴を記します。支援するデザイン開発の契約がどちらに当
たるのか確認してください。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

契約の種類 説 明 特 徴 

請負契約 

「仕事の完成」を目的とした契約。 
デザイナー（請負人）がデザインを完
成すること約し、発注者が報酬を支払
うことを約束する契約。 

＜請負人側＞ 
 完成責任がある
 瑕疵担保責任がある
 指揮命令権は受託者にある

＜発注者（注文者）側＞ 
 指揮命令権はない
 完成物の明確な定義（要件定義等）

が求められる

（準）委任契約 

業務の実行について、相手側にその遂
行を任せて委託する契約。 
一定の成果に向けて業務を誠実に実行
することを約した契約。 

＜受託者側＞ 
 完成責任はない
 瑕疵担保責任はない
 業務の遂行については一般的に委託

者への「報告書」をもって行う
 指揮命令権は受託者にある

上記表でも分かるとおり、「請負契約」の場合は、デザイナー側が「瑕疵担保責任」を負います。
これは、＜発注者の指定した条件（デザイン与件）を満たしていない場合には、デザイナーはそ
れを修正する義務がある＞ことを意味します。 

いわゆる“やり直し”をしてもらうわけですが、無条件・無制限で要求できる訳ではありません。 
発注側が、＜指定した条件（デザイン与件）＞をデザイナーにきちんと示したかどうかも問われ
るからです。 

トラブルを避けるためには、①企業・デザイナー双方が事前にきちんとした打合せを行い、認識
の齟齬がないように努めて修正が発生しないようすること ②事前に修正回数や範囲を取り決
め、できれば書面に記載しておくこと が重要になります。

発行：中小機構 連携支援課 ※無断転載・複製を禁ず 



4. 知的財産権
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 せっかく優れた商品を開発しても、他社に模倣されては元も子もありません。支援者には、
支援企業の知的財産権の保護に関するサポートも求められます。ここでは、デザインに関し
て派生する基本的な知的財産権について説明します。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

（1）意匠権 【登録が必要 保護期間＝20年】

 創作活動の成果物のうち、量産可能な物品の意匠（デザイン）についての権利です。
特許庁に出願・登録する必要がありますが、設定登録後は20年間保護されます。
意匠を保護することで、他者の模倣から製品を守ります。

 保護される対象は、物品（物品の部分を含む）の形状、模様もしくは色彩、または
これらを結合して、視覚を通じて美感を起こさせるものとなっています。物品の外
観に表れないような構造的機能は、保護の対象となりません。

 物品の一部分の形状や模様との結合でも登録できる「部分意匠制度」がありますの
で、開発の初期段階で特徴的な部分を登録して、類似のデザインの排除や最終的な
製品デザイン完成前の製品の保護に活用することができます。

（2）商標権 【登録が必要 保護期間＝10年 更新登録可能】

 商品やサービス（役務）に使用する名前やマークを独占的に使用できる権利です。
特許庁に出願・登録することで10年間保護の対象となります。更新も可能です。

 商標は、文字だけの商標（文字商標）、図形だけの商標（図形商標）、記号だけの
商標（記号商標）、またはこれらを結合させたもの（結合商標）、これらに色彩を
加えたもの（彩色商標）、立体的なもの、いずれも登録ができます。

 商品に使用する「商品商標」と、サービス（役務）に使用する「役務商標（サービ
スマーク）」の2種類があります。商標登録する際には、商品や役務の区分を指定
して登録し、その範囲内で商標の使用を独占することができます。

 商標は、商品名やロゴなど、ブランド構築に欠かせない重要な知的資産です。商標
登録をすることで専用権を確保し、他者による使用や模倣から商品を守ります。

（3）著作権 【創作と同時に発生 保護期間＝著作者の死後50年間（原則）】

 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属し、思想または感情を創作的に表現した著作
物に対する権利のことです。登録等は不要で、創作完了時点から自動的に権利が発
生し、原則として著作者の死後50年間権利が存続します。

 譲渡、貸与、複製などができる権利である「著作財産権」と、著作者の氏名を公表
する権利や著作者の許可を得ないで改変することを禁ずる「著作者人格権」の2種
類で構成され、後者の「著作者人格権」 は譲渡や相続ができません。

 通常デザインを依頼をし、発注者がそのデザインを使用する場合、納品した時点で
いわゆる“買取り”となり、「著作財産権」が依頼側に移転したものと考えられま
す。ただし、慣行上の側面が強く、著作権譲渡契約などにより、権利の帰属を明確
にしている場合は少ないようです。別メディアへのデザイン流用や改変などについ
ても、本来ならば事前に双方で取決め、場合によっては料金にも反映されるべき事
項です。著作権に関する支援者の支援ポイントは、この辺りの権利関係の明確化を
支援企業やデザイナーに示唆し、啓蒙することといえます。
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■産業技術センターによるデザイン活用支援メニューの例

5. 地域内のデザイン支援機関の活用
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1.5CM

左右幅
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高さ
1CM
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1.5CM
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 デザインは専門性が高い分野ですので、地域のデザイン支援機関や専門家の活用が望まし
い支援分野といえます。地域内にデザインに関して相談できる専門機関があれば、どんどん
活用すべきでしょう。 

 デザイン支援機関の提供する支援メニューは下記のようなものがありますが、支援機関に
より異なりますので、地域内の支援機関が提供できるメニューを確認する必要があります。
一般的に、支援メニューは一つではなく複数活用する方が効果的です。活用するメニューを
組立てて支援シナリオを作成してください。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

産業技術センターによるものづくりに関連したデザイン活用支援のイメージを掴んでいただくため
に、（地独）東京都立産業技術研究センターのシステムデザインセクターによる支援メニューを
ご紹介します。ワークショップに参加して商品を企画し、その後、個別指導メニューやセンター
の３Dプリンターなどの設備を使って製品開発に取組み、開発後はセンターの撮影スタジオや
高性能プリンターを活用して販促物を作成するなど、フェーズに合わせて戦略的にメニューを
活用する企業が目立ちます。 

⑧「デザイン支援機関リスト」

 全国のデザイン支援機関のリストです。問合せ先を探す際に、参照してください。
※リストは発行時におけるものです。変更になるがありますので、ご了承ください。

デザイン活用支援ツールの使い方・留意点 

ものづくり講座 

セミナー

ワークショップ
研究会

デザイン相談 
デザイン助言 

デザイナー 
情報提供 

デザイン制作 
（有償） 

設備・機器利用 
操作指導 

デザイナー紹介 
マッチング

デザイン 
ライブラリー

依頼による開発 

デザイン展 
デザインコンペ 

販路開拓支援 

産学プログラム 

直接支援 

デザイナー育成 

産業技術センター 

自前で持つデザイ
ン支援機関は少な
いので、支援者が
他の支援策を活
用して行う。 

間接支援（啓蒙・教育・振興） 

■デザイン支援機関の支援メニュー例

第2稿
P15修正（東京都立産
業技術研究センター
からの要望→赤字）

【デザイン支援メニューの例】（※平成25年度の主なメニュー） 

•デザイン相談
•ブランド確立実践ワークショップ（売れるデザインブランドの確立支援）

・商品企画基礎講座：座学～デザイン展開の実地支援～プレゼンテーション
・販売促進企画講座：座学、ワークショップ

•設計モデリング支援、各種講習会（CAD、3Dモデリングなど）
•ギャラリー、設備・機器、ソフトウェアの利用、技術指導
•オーダーメード開発支援による個別商品戦略立案～商品企画・販促企画
•依頼試験による商品企画～デザイン実制作～モデリング制作支援、オーダーメイド開発
•機器利用による試作品出力（大判プリンタ、シール作成プリンタ、3D試作）
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6. 中小機構のデザイン活用支援事例の活用
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 デザイン活用支援にも様々な方向性や手法があります。デザイン活用支援事例からは、課
題や支援手法、デザインの導入方法など、学べることが多数あります。支援事例を研究する
ことは、支援者の対応能力の拡大に繋がります。また、支援企業に提供してデザインの重要
性を認識してもらうためにも有益です。支援事例を活用しましょう。 

 中小機構では、平成25年度に「デザイン活用による高付加価値化支援」事例を取材しまし
た。それぞれの支援に特徴がありますので、参考にしてください。 

支援機関指導員のための デザイン活用支援・ガイドブック 第4回 「デザイン活用支援のポイント」 

課題 支援手法、デザイン活用手法の特徴 

老舗料理店の加工食品
製造販売事業への進出 

 観光振興プロジェクトに食品開発計画を組込んで、事業化を推進
 デザイン協議会と連携して、商品とデザインを同時に開発

牡蠣養殖業者の加工食
品事業への取組みと商
品ブランドの構築 

 専門家派遣によるデザイン開発支援と、6次産業化を活用した食品開
発・事業化支援の2軸で並行支援

 デザイナーと共にブランドストーリーを構築し、高付加価値商品を開発

天然水メーカーによる
他社との差別化戦略と
自社ブランドの構築 

 支援機関が紹介したデザイナーがデザインを全面支援し、支援機関自ら
は販路開拓や広報企画を支援

 経営者がデザインを経営資産と認識し、「デザイン経営」を実践中

建設業者の食品加工品
の事業化と販路拡大 

 デザイナーの専門家登録による派遣や、助成金によるデザイン費用の充
当など、企業がデザイナーを活用できる環境を整備

 ブランド戦略の企画提案や写真撮影など、デザイナーのディレクション
により、高品質なデザインを導入

新市場向けインテリア
小物の製品化 

 製品開発道場と事業化実践道場により商品企画～事業化まで総合支援
 プロのデザイナーが開発担当者に密着してノウハウを伝授

機械設計会社による福
祉機器の開発・製品化 

 デザイン相談と専門派遣を活用して、プロダクトデザインと、会社CIや
販促のデザインなどグラフィックデザインの両面から支援

 デザイン相談員による材質や形状を含むアドバイスで、製品化が実現

謝辞  本ガイドの執筆・編纂に当たっては、下記の支援機関のご担当者の方々よりご協力を賜りました。 
心よりお礼申し上げます。 

• （地独）北海道立総合研究機構
• あきた産業デザイン支援センター
• （公財）仙台市産業振興事業団
• 神奈川県産業技術センター
• 横浜市工業技術支援センター
• （地独）東京都立産業技術研究センター

• 北海道立総合研究機構 工業試験場
• あきた産業デザイン支援センター
• （公財）仙台市産業振興事業団
• 神奈川県産業技術センター
• 横浜市工業技術支援センター
• （地独）東京都立産業技術研究センター

• （公財）東京都中小企業振興公社
• （公財）東京都中小企業振興公 城南支社
• 山梨県工業技術センター
• 富山県総合デザインセンター
• （公財）ふくい産業支援センター
• 大阪府産業デザインセンター

• （財団法人）大阪デザインセンター
• （公財）広島市産業振興センター
• （地独）鳥取県産業技術センター
• 愛媛県産業技術研究所

• （公財）東京都中小企業振興公
• （公財）東京都中小企業振興公 城南支社
• 山梨県工業技術センター
• 富山県総合デザインセンター
• （公財）ふくい産業支援センター
• 大阪府産業デザインセンター

• （一財）人大阪デザインセンター
• （公財）広島市産業振興センター
• （地独）鳥取県産業技術センター
• 愛媛県産業技術研究所

■「デザイン活用による高付加価値化支援」事例のHP掲載

上記事例は、中小機構のHPに掲載されています。ダウンロードしてご活用ください。 
https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/soft_asset4/index.html
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