
Better by Design

デザ 発想 づく グ力デザイン：発想とモノづくりをツナグ力

ユニ クな価値の創造による企業活性化事例- ユニークな価値の創造による企業活性化事例‒





お話ししたいコト

はじめに

・デザインの役割デザインの役割

・デジタルデザインツールの役割

ユニーク技術の結晶、独創的で発信力のあるものづくり

・構想から具現化

権利化・権利化

・展示会への出展

・プレス対応・メディア露出

・その後の発展・会社に何をもたらすのか？・その後の発展・会社に何をもたらすのか？



お話ししたいコト

原田車両設計と znug design で取り組んだ

「カラクリトウロウ」を題材に時系列でお話し

させていただきますさせていただきます。





自己紹介自己紹介



原田車両設計株式会社 代表取締役原田久光
1998 原田車両設計設立

2000 トヨタネットワーク加入承認

2004 トヨタ自動車との直接取引開始2004 トヨタ自動車との直接取引開始

2005 トヨタ自動車より第39回東京モーターショー出品

「i-swing」開発委託g」開発委託

2007 レーザー焼結式粉末造形機 (EOSINT-P385) 導入

・自動車部品設計

(ワイヤハーネス・シート・内外装

樹脂部品 ブレ キシステム等)樹脂部品・ブレーキシステム等)

・制御開発（ソフトウエア）

・開発委託：自動車部品・ショーカー等開発委託 自動車部品 等

・技術者派遣

・自動車部品の試作製造



znug design, inc. 取締役･デザイナー根津孝太
1992 千葉大学工学部工業意匠学科卒業

トヨタ自動車入社 代表作：愛･地球博 i-unit 

2005 znug design（ツナグデザイン）設立

自動車など工業製品のコンセプト企画とデザイン

ミラノサローネ、100%デザインなどで作品発表

グッドデザイン賞、ドイツ iF デザイン賞など受賞





カラクリトウロウカラクリトウロウ









メディアへの露出

-テレビ愛知NEWS FINE アイ (‘09/11/5)

- テレビ東京ワールドビジネスサテライト
トレンドたまご (‘09/11/12)トレンドたまご ( 09/11/12)

- 中日新聞 (‘09/10/30)中日新聞 ( 09/10/30) 

- 毎日新聞 (‘10/1/4)毎日新聞 ( 10/1/4) 





デザインの役割



デザインの役割

デザイン力≒対話力デザイン力≒ 対話力



デザインの役割

デザイン design de・sign カタチに成すデザイン design de sign カタチに成す



デ

デザインの役割
カタチに成す：デザイン
＝人･社会とのコミュニケーション･アピール

ユニ ク技術ユニーク技術

人 社会人・社会



デザインの役割

な技術 効 的 世 中 ピ すユニークな技術を効果的に世の中にアピールする





デジタルデザインツールの役割



デジタルデザインツールの役割

使用しているデジタルデザインツール

Autodesk Alias Design



デジタルデザインツールの役割

「理」にかなったデザインを探り出す「場」理」にかなったデザインを探り出す 場」



デジタルデザインツールの役割

３つの対話

協業相 潜在的 望 対-協業相手の潜在的な願望との対話

自 中 想 対-自分の中の理想のカタチとの対話

機能 件 計 件と 対話-機能要件･設計要件との対話

れらを試行錯誤し と し く「場これらを試行錯誤してひとつにしていく「場」



デジタルツールデザインの役割

クイ クで高品質なヴ ジ アライズクイックで高品質なヴィジュアライズ

商品力を早期に見定め-商品力を早期に見定め

協業相手のモチベ シ ンア プ-協業相手のモチベーションアップ



デジタルデザインツールの役割

後工程へのスムーズな受け渡し

-商品力検討と製品設計のシンクロ

-製品化への道筋を早期に検討

-権利化を早期に有利に進める





カラクリトウロウカラクリトウロウ



プロジェクトスタートのきっかけ



プロジェクトスタートのきっかけ

別のプロジェクトでお声掛けいただいた

（デジタルシボのデザイン）

日経ものづくり2009年9月号



プロジェクトスタートのきっかけ

いただいた粉体造形のサンプル



構想段階構想段階



構想段階

-会社のユニークネスを基にしたものか？

-わかりやすくアピールできるか？

-自分で買いたいか？

似ているものはないか？-似ているものはないか？



2009年６月



構想段階

-明快な出口目標を設定する

展示会への申し込み展示会への申し込み

（見切り発車で自分を追い込む！）（見切り発車で自分を追い込む！）

-日程表を作る



2009年８月

原田車両設計での

会議板書メモ会議板書メモ





2009年８月 A t d k Ali によるイメ ジヴィジ アライズ2009年８月 Autodesk Alias によるイメージヴィジュアライズ







具現化過程具現化過程



具現化段階

生々しい話

-協業か？委託か？

-誰が何をやるのか？

-誰が何を支払うのか？



2009年８ ９月 設計2009年８～９月 設計



2009年８月 染色の検討開始2009年８月 染色の検討開始



2009年９月 粉体造形機による初号機造形2009年９月 粉体造形機による初号機造形





















2009年10月 名古屋黒紋付染の

伝統工芸師中村修氏による染色



権利化権利化



権利化

国のシステムを活用する-国のシステムを活用する

-コストとメリット 思ったより安い？

-海外をどこまで考えるか？

似ているものはないか？-似ているものはないか？

-似ている名前はないか？



【書類名】 意 登録

意匠登録 (2009年10月20日)
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 ＺＮＵＧ－０９００５
【あて先】 特許庁長官殿
【意匠に係る物品】 照明器具
【意匠 創作をした者】【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】 東京都杉並区善福寺三丁目２２番１０号 有限会社ｚｎｕｇｄｅｓｉｇｎ内
【氏名】 根津 孝太

【意匠登録出願人】
【識別番号】 ０ ３１２４８２【識別番号】 ５０７３１２４８２
【氏名又は名称】 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ
【住所又は居所】 東京都杉並区善福寺三丁目２２番１０号
【代表者】 根津 孝太

【意匠登録出願人】【意匠登録出願人】
【氏名又は名称】 原田車両設計株式会社
【住所又は居所】 愛知県西加茂郡三好町大字三好字中島２４番地 中島ビル
【代表者】 原田 久光

【手数料の表示】【手数料の表示】
【振替番号】 ＸＸＸＸＸＸＸＸ
【納付金額】 １６０００

【提出物件の目録】
【物件名】 図面 １【物件名】 図面 １

【意匠に係る物品の説明】本物品は、花弁形状の歯車を備えたことを特徴とする灯篭型の照明器具であり、
本物品上部の球形部分が内蔵のモータによって回転することにより、本物品下部の歯車と、本物品上部に
回転自在に取り付けられた前記花弁形状の歯車がかみ合って、前記花弁形状の歯車が回転するしくみに
な ているなっている。



【書類名】

意匠登録 (2009年10月20日)
【書類名】 図面
【正面図】 【平面図】

【背面図】 【底面図】

【右側面図】
【使用状態を示す参考図】

【左側面図】



【書類名】

意匠登録手続補正 (2009年12月26日)
【書類名】 図面
【正面図】 【平面図】

【背面図】 【底面図】

【右側面図】
【使用状態を示す参考図】

【左側面図】



【書類名】 商標登録

商標登録 (2009年10月20日)
【書類名】 商標登録願
【整理番号】 ＺＮＵＧ－０９００６
【あて先】 特許庁長官殿
【商標登録を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第１１類】【第１１類】
【指定商品（指定役務）】 電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類
【商標登録出願人】
【識別番号】 ５０７３１２４８２
【氏名又は名称】 有限会社 ｄ ｉ【氏名又は名称】 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ
【代表者】 根津 孝太
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 愛知県西加茂郡三好町大字三好字中島２４番地 中島ビル
【氏名又は名称】 原田車両設計株式会社【氏名又は名称】 原田車両設計株式会社
【代表者】 原田 久光
【手数料の表示】
【振替番号】 ＸＸＸＸＸＸＸＸ
【納付金額】 １２０００【納付金額】 １２０００



権利化にかかるコスト (書類自作の場合)

意匠登録

出願：¥16,000

登録：¥25 500 (３年分)登録：¥25,500 (３年分)

商標登録

出願：¥12,000 (3,400 + 8,600 x 区分数)

登録：¥37 600 (10年分)登録：¥37,600 (10年分)



URL取得とウェブの準備 (2009年10月23日)

wwwkarakuri toro comwww.karakuri-toro.com

- 似ている名前はないか？

(似ているものはないか？)

変な意味はないか？-変な意味はないか？



プレス(報道関係)対応

-印刷物、プレスキットの準備

-プレスへの事前告知・インヴィテーション







展示会出展 100% DESIGN TOKYO 2009

（2009年10月30日～11月３日）



展示会出展 100% DESIGN TOKYO 2009

自ら世界にアピールすること

権利化とは別の世の中への自己主張-権利化とは別の世の中への自己主張

-投資という認識が必要、何で回収するか？

-メディア露出、他の仕事への波及効果

不景気の時のほうが目立てる！？



展示会出展 100% DESIGN TOKYO 2009

現場に立つということ

お客様の反応を肌で感じる怖さと喜び-お客様の反応を肌で感じる怖さと喜び

-自分でも気付かなかった商品力の発見

-自分で創って自分で売る値付けの難しさ













































































メディアへの露出メディア の露出



メディアへの露出

-メールして手紙出して電話する

-事前告知、インヴィテーション
展示会時期は海外のメディアも日本に集まる展示会時期は海外のメディアも日本に集まる

-話題づくりと絵づくり話題づくりと絵づくり
社会情勢との関連性、紙面や画面での見栄え



中日新聞 (‘09/10/30)

毎日新聞 (‘10/1/4) 



テレビ東京 ワールドビジネスサテライト
トレンドたまご (‘09/11/12)



その後の発展その後の発展



その後の発展

その他の事業への波及効果

ZMP社 HUMANOID (人型ロボット)















肉抜き肉抜き
取付部

一体成形

ボルト締結部
質量軽減

ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ取付構造
ベベルト

太腿ｶﾊﾞｰ取付ｺﾞﾑ
構造

ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ組付軌跡確認

組付軌跡

構造







ロボコンマガジン(2010年3月号)

アスキードットＰＣ(2010年3月号)





カラクリトウロウの今後カラクリトウロウの今後



カラクリトウロウの今後

製品化・事業化

ど 客様 売-どのようなお客様にいくらで販売するのか？

粉体造 型 す-粉体造形か？型をおこすのか？

ど ような形態 事業化 く-どのような形態で事業化していくのか？
本業との関係は？



その後の発展

デザインのブラッシュアップ

ズ-第２フェーズ構想中！

お楽しみに！（といって自分を追い込む）お楽しみに！（といって自分を追い込む）



その後の発展

会社になにをもたらしたのか？



長時間のご清聴ありがとうございました！

日本をものづくりでもりあげましょう！






