
ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。
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羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

モビリティデザインの系譜

　歴史的アイコンとなったモビリティデザイン

The Lineage of Mobility Design

青木俊介＊

森口将之＊＊＊

菅原義治＊＊

羽藤英二（司会）＊＊＊＊

Shunsuke AOKI＊

Masayuki MORIGUCHI＊＊＊
Yoshiharu SUGAWARA＊＊

Eiji HATO＊＊＊＊

　車、バイク、さらに鉄道やバス、タクシーなどの公共交通も含めたモビリティとは、
私たちの暮らしと深く関わるものであり、そこに施されたデザインもまた、生活環境や
都市空間、街の風景の一部になるものとして、多大な影響力を持っている。社会状況や
技術革新、開発者の思考性や思い、利用者のライフスタイルやニーズなどが複雑に絡み
合う中から生まれるモビリティデザインは、時代を映す鏡であり、単に“乗り物”とい
う枠を超えて、そこにはさまざまなものが見えてくる。それぞれの専門の立場からモビ
リティデザインの系譜を辿るとともに、日本におけるモビリティデザインがどのような
方向に進もうとしているのか、その将来像と可能性をひもといていく。

　Mobility design, which includes not only cars and motorcycles, but also public 
transportation such as railways, buses, and taxis, is deeply involved in our lives. 
The design behind that mobility as well exerts great influence as a portion of living 
environments, city spaces, and townscapes. Mobility design emerges from the 
complex entanglement of such factors as social situations and technical innovation, 
the considerations and thoughts of developers, and the lifestyles and needs of users. 
It is a mirror that reflects the era, and it moves beyond the simple category of 
"vehicles" to reveal various things. While tracing the lineage of mobility design from 
the perspective of each discipline, I will also unravel the direction in which 
Japanese mobility design is heading in terms of its prospects and possibilities.
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サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的



ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と
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共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的



ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた
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サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせWHILL Model C

　グッドデザインに見る、モビリティデザインの今

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的



ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ
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ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

PROFIA のインテリア（2017）トヨタC-HR
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な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的



ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

10

（ 10 ）

座談会

国際交通安全学会誌　Vol. 43,  No. 1 平成 30 年 6 月

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的MOTOROiD（2017）



ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ
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のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的
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ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも
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な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

　合理性の追求の先に見えてくる、非合理性

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的



ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは
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女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ
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のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的
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ン賞の審査で、Amazonダッシュや楽天ドローンが
「モビリティ」に分類されることも、その一例とい
えるでしょう。私自身、思考をもっと柔軟にしなけ
ればいけないと痛感しました。
羽藤　私は駅の設計や計画にも関わりますが、東京
駅は100年間、同じ形のまま新幹線や地下鉄など、
いろいろな動線を受け入れてきました。その上で、
容積移転の制度を使って、素晴らしい広場と行幸通
りを皇居に向かう軸として通すという復原のデザイ
ンに成功しています。これはすごいことだと思いま

す。でも、今設計するとしたら、どのような駅の設
計をするかというと、たぶん全く違うデザインにな
ると思います。品川駅では今、自動運転やシェアリ
ングといった道路交通、リニアや新幹線といった鉄
道交通が融合する新しい駅のデザインに着手してい
ますが、現代においてモビリティが置かれている非
線形な状況の中で、デザインが持っているさまざま
な可能性を感じています。本日はどうもありがとう
ございました。

羽藤（司会）車に代表されるモビリティのデザイン
は、それ自体が高度な技術と多くの開発者の関わり
の中で生み出されているとともに、利用する人々に
とっての日常の暮らしそのものであるため、その評
価は容易ではありません。今日は、50年以上の歴史

を持つグッドデザイン賞のモビリティユニットの審
査グループの皆さんから、モビリティデザインの動
向とその難しさや面白さについてお話を伺いたいと
思います。まず自己紹介をお願いします。
青木　私は、ロボットを開発するスタートアップ企
業の代表をしており、自社でコミュニケーションロ
ボットをいくつか製品化しています。自動車会社と

共同のプロジェクトも進んでいますが、モビリティ
分野ではカーナビのエージェント化が進んでいて、
その流れの中で、よりロボットに近づけていくとい
うところを、皆さん、模索されているように感じて
います。
菅原　私が代表を務める株式会社GKダイナミック
スは、1953年創立のGKデザイングループという国
内外に12社あるデザイングループの一員です。人
がまたがる、あるいは着座するスタイルの「パーソ
ナルモビリティ」という乗り物、およびその周辺環
境デザインがビジネスドメインです。近年はモビリ
ティが全く異なる領域と交わり、領域の境界線がに
じんできているので、「動態（モビリティ）」という
考え方に基づき、スポーツ用品などの身体性を伴っ
たダイナミックな動きに関わるプロダクトへも、デ
ザインの領域を広げています。その一環で新しいデ
ザイン研究として、国際的車椅子テニスプレーヤー
の眞田卓選手の義足と車椅子のデザインを行ってい
ます。
森口　私はフリーのジャーナリストで、モビリティ
関連のリサーチやコンサルティング を行う会社の
代表もしています。もともとモータージャーナリス
トとして30年、それ以前は自動車雑誌にいたので、
かなり長いですが、21世紀に入る頃から車だけで
はなく、街や地域における移動というものに視点が
変わり、自転車や公共交通などの取材、またその取
材経験を生かして、いろいろなメーカーからの相談
や調査を受ける仕事をしています。
羽藤　私は、都市と交通の研究者として自転車の共
同利用サービスやシェアリングなどのオペレーショ
ンシステムの開発・設計などのアルゴリズム開発を
手掛けています。加えて、最近は駅の計画や設計、
例えば長崎駅や池袋駅などの駅と街の空間計画や空
間設計にも携わっています。本日のテーマはモビリ
ティデザインです。わが国におけるモビリティを取
り巻くデザイン史を振り返ると、何かしら時代を変
えてきたモビリティデザインというものがあるよう
に思います。例えば、HONDAの「スーパーカブ」
は4.5馬力で、蕎麦の配達にも何にでも使えるとい
うことで、当時の日本の暮らし方を変えるインパク
トのあるデザインだったと同時に、長くそのデザイ
ンを続けることで街の風景の一部となっています。
まず、時代をつくったデザインについて議論してみ
たいと思います。森口さんはおそらくジャーナリス
トとして、いろいろなものを俯瞰的にご覧になって

きたと思いますが、いかがでしょうか。
森口　車だと、「スーパーカブ」と同じ時代に「MINI」
が出ています。オイルショックが原因で、とにかく
経済的な車を造れという中から生まれたというバッ
クグラウンドがありますが、そうした時代の危機の
中で名作が生まれやすいというのはあります。それ
までエンジンを縦置きにして後輪を回していたの
を、エンジンを横置きにして前輪を回すようにしま
したが、結果的にそれが今、街を走っている小型車
のスタンダードになっているわけです。
青木　FFは、「MINI」から始まったのですか？
森口　もう少し大きい車でFFはありましたが、
「MINI」の場合、既存のエンジンを使うことが設計
条件に入っていたそうです。それで小さく造れとい
うのは相当、無理難題だったわけですが、それなら
横にして前輪を回そうというブレークスルーが、結
果的に今の小型車の定型をつくったというのはすご
いと思います。イギリスつながりでいうと、ロンド
ンバスとロンドンタクシー。特にタクシーについて
は、今の日本やニューヨークにも専用車種はありま
すが、タクシーを専用化することで街のアイコンに
なるし、ユーティリティ的にも優れているというこ
とで、それを昔からやっていたロンドンというのは
賞賛したいと思います。2階建てバスも、もともと
は馬車の時代のもので、馬車の箱の上に人を乗せた
のが源流です。連結して長くするのではなく、限ら
れた空間の中でいっぱい載せるということを、その
まま自動車の形で展開したところが画期的だった 
わけで、これも街のアイコンになっています。公共
交通の中で目印になることを理解しつつ、使いやす
いものをうまく形にしたという点で、ロンドンバス
とロンドンタクシーは、これからも影響を与えるも
のだと思います。
羽藤　菅原さんは、二輪に関して、時代を変えた印
象的なデザインというとどんなものがありますか？
菅原　モーターサイクルでは、技術革新やカスタ
マーニーズの変化がデザインエポックのトリガー
になると考えられています。幾つか例を挙げます。
まず技術革新によって、従来、存在していたものが
なくなり、デザインに革新が生まれた例です。黎明
期のオフロードモーターサイクルはリアサスペン
ションユニットが左右2本ありましたが、70年代に
モノショックというリンク形式が開発され、車体の
内側にサスペンションがインテグレート（収納）で
きるようになりました。それまで外に露出していた

サスペンションユニットは不要になり、軽量化から
走行安定性能が飛躍的に向上します。デザインの自
由度も変化し、圧倒的に細身のスタイリングが達成
され、新たな乗り方やアクションに発展しました。
もう一つは80年代後半にアメリカで発売された
「V-MAX」というモーターサイクルです。80年代
のアメリカはレーガン政権や映画俳優のアーノル
ド・シュワルツェネッガーの人気を背景に「強いア
メリカ」を志向する風潮が色濃い社会で、カスタマー
もモーターサイクルにマッチョでパワフルなイメー
ジを求めていた時代でした。「V-MAX」は、猛烈
な加速力、車体が歪む程のパワーを持つドラッグ
レースカーのエアインテークというアイコニックな
モチーフをデザインに取り入れたのです。当時、世
界のモーターサイクルデザインといえば、ドイツ的
な機能主義と合理的機能美が主流でした。しかし
「V-MAX」は、アメリカンカルチャーと機能性を
ミックスさせることで、独創的なエンターテインメ
ントデザインとして誕生しました。現代でも
「V-MAX」のデザインは唯一無二の存在として、
世界中に多くファンがいます。
羽藤　青木さんくらいの若い世代の人からみて、モ
ビリティデザインの中でインパクトがあったものと
いうと、何がありますか？
青木　「セグウェイ」はどうですか。車でもなく、
自転車でもないパーソナルモビリティというのがあ
るかもしれないと期待させてくれた。話題性はすご
くあったと思います。結果的に「セグウェイ」を機に、
いろいろなパーソナルモビリティが出てきました。
グッドデザイン大賞を獲った「WHILL」も、ただ
の車椅子ではない。機能的にいえば、電動車椅子と
変わらないかもしれませんが、そこにデザインの力
が加わることで、新しい使い方が生まれていくとい

いなと思います。
菅原　確かに「セグウェイ」は、感性と移動がフュー
ジョンした興味深いプロダクトでした。操縦方式が
とても身体的で、モーターサイクルとも違う不思議
な感覚が印象的でした。身体を前傾させると前進、
前傾を戻せば停止という直感的な運転フィールと適
度な未来感がデザインされていました。21世紀に
突入したばかりで、これからの車や乗り物って、ど
んなものになるだろうと期待していた矢先に、あれ
がポンと出てきた。
森口　20世紀の末くらいからだと思いますが、そ
れまで車は大きい方がいい、速い方がいい、という
価値観があったのに対し、「セグウェイ」をはじめ、
ダイムラーが出した「Smart」あたりから、小さく
てもいい、“Fun to Drive ”だからいいという流れ
が生まれ、自転車の復権みたいなものもあって、
ちょっと時代が転換してきた感じがあります。
羽藤　動くということについて、長らく車とバイク
というスタイルしかなかった道路交通に対して、全
く新たな原理の下で動くモビリティが登場しつつあ
るというのは間違いないでしょう。デザイナーから
すれば、水素カーやシェアリングに自動運転といっ
た新たなテクノロジーに対して形を与えるデザイン
の仕事はやりがいがある時代だと思います。

羽藤　グッドデザインの審査をこの４名でさせてい
ただいて、全部で90点くらいのモビリティの審査
をしました。2017年は質の高いモビリティデザイ
ンとイノベイティブな提案が交錯した一年だったよ
うに思います。ベスト100に選ばれたもので印象に
残っているものについて、それぞれの立場からご意
見をお聞かせください。
森口　講評の場でもちょっと言いましたが、移動す
るだけの便利で壊れない乗り物というのではなく、
楽しみや快適性など、移動の時間を豊かなものにし
てくれる提案が幾つかあったと思います。グッドデ
ザイン賞に選ばれたものだけでなく、それ以外のも
のも含めてですが、例えば、鉄道で象徴的だったの
がクルーズトレインの「四季島」と「瑞風」だった
と思います。
羽藤　JR西日本の「瑞風」は、オープンデッキを
用意した鉄道の懐かしい移動体験を演出しており、
内部デッキの工夫が光っていました。「四季島」は、
震災で列島が揺れた2011年に開発をスタートさせ

ています。東北の何気ない美しい川面の風景が見え
るように下向きに設けられた小さな窓と、南部鉄器
のダブルアーチによる広い客室をつくり込み、地域
管理区の運転士による誇りを持ったオペレーション
が、非電化区間をハイブリッドに走るエンジンの実
装など、高い技術に支えられていた。震災から立ち
上がろうとしている東北文化を再編集するためのフ
ラッグシップデザインとして高く評価しました。
森口　それ以外では、トヨタのSUV「C-HR」が選
ばれましたが、基本的に中身はプリウスと同じ。で
も、プリウスは台数が多くて、今や普通の車になっ
ている中で、一味違うアクティブでファッショナブ
ルな車ということでヒットしました。ただのハイブ
リッドカーではない、もっとアクティブな車という
認識で選んでいる人が多いように思います。それも
付加価値の一つでしょう。今SUVがブームで、各
メーカーから出ていますが、ユーザーはオフロード
に行くわけではありません。ファッションとして、
プラスアルファを求めていて、造り手・送り手側も
それを意識するようになっているのを感じます。
羽藤　トヨタの「C-HR」は、ダイヤモンドをモチー
フに車体の斜めをカットして、上部構造がクーペの
ようにしっかりデザインされています。駐車と走行
時のエラーの確実な認知を助ける安全技術装備もつ
くり込みの精度が高く、車のデザインとして最高水
準に達していると思います。
菅原　今年のグッドデザインで一つ選ぶならば、日
野自動車の大型トラック「PROFIA」です。タイミ
ング的に世間がロジスティクスに注目した年でした
ので、多くのトラックの応募がありました。その中
で「PROFIA」を選んだ理由は、エクステリアデザ
インの先進性に加えて、インテリアデザインが吟味
され、多くの提案が含まれていたことです。トラッ

クのインテリアは従来、特殊環境での機能が優先さ
れ、堅牢性や耐久性、耐汚性重視の形状や仕上げ、カ
ラーでデザインされてきました。しかし「PROFIA」
は、これからのトラックドライバーや未来のロジス
ティクスを担う人たちに向けた未来志向でデザイン
されたことが革新的でした。これからのトラック
ユーザーは、清潔さを感じさせる人々である、とい
う仮説です。明るくカラーコーディネートされた乗
用車感覚のインテリアは、エルゴノミクス視点で丁
寧に仕上げられています。デザインによって、スト
レスを感じさせない、疲労軽減と安全・安心を提供
しています。このデザインであれば、ユーザーが仕
事に誇りを感じられ、未来のトラックドライバー、
ロジスティクスを担う人たちの夢と希望につながっ
ていく。業界の未来をも見据えた志の高いデザイン
を評価しました。
森口　「PROFIA」は乗ってみてね、といいたくな
りますよね。
羽藤　物流の危機が深刻化する中、自動車製造100
年の節目に、日野自動車は300kgの軽量化と高い水
準の客室性能と安全技術を実現した印象的なフロン
トの「PROFIA」を、またシトロエンはエアバンプ
という安全コンセプトをトータルデザインしたスタ
イリッシュな車らしい車を提案しているのが、とて
も印象的ですね。

青木　すごく印象的だったのは、オリックスの「あ
んしん運転見守りサービス」。車がIoT化して、サー
ビスがどんどん増えていくのが感じられました。あ
とはドコモの「Peasy」。スマホで駐車場を探して
停められる検索・予約サービスで、空き情報もチェッ
クできる。すでに市販車で携帯の回線につながるも

な蓄積はロボットづくりでも生かせると考えていま
す。ゲームも同じで、任天堂は古い企業で昔からお
もちゃを作っていますが、最新作「ゼルダ」を開発
する際、マップの大きさを決めるのに、京都の町並
みを基本にして設計したというんですね。京都の町
並みは、人々が歩いて移動していた時代に町づくり
がなされているので、その歩く距離感を、キャラク
ターが歩いて移動するマップのデザインの際の参考
にしたそうです。「スーパーマリオ」に出てくるキャ
ラクターも、日本の文化からヒントを得ているもの
がたくさんありますし、そういった文化の蓄積に由
来したユニークなモノづくりは、日本人が得意とす
るところだと思います。それがモビリティのデザイ
ンでどうなるかは、なかなか難しいですが。
羽藤　昔でいえば、「アキラ」や「攻殻機動隊」、あ
るいはドラえもんやポケモンなど、日本で生み出さ
れているキャラクター文化やモビリティ社会の未来
像というのは、世界をリードしているといってもい
いでしょう。それがモノづくりとどのように結びつ
くかということについては、日本礼賛のようになっ
ても困りますが、一定の可能性を持っているように
思います。
森口　先ほど、トヨタのコミュニケーションする車
の話がありましたが、HONDAもソフトバンクと組
んで同じような車を開発しています。車と友達にな
る、ロボットと友達になる、そういう発想は西洋社
会にはあまりなくて、ロボットはどちらかというと
奴隷みたい扱われる。日本がこれだけコミュニケー
ションロボットの分野で進んでいるのは、車やモビ
リティとでも友達として付き合える、気持ちを通わ
せられるからで、そこが日本の得意分野になってい
くかもしれません。

羽藤　日本では20歳代の外出率が70歳代をついに
下回るなど、移動の形は大きく変貌を遂げようとし
ています。コンピュータの計算性能が向上し、
「AlphaGo」は既に世界チャンピオンに勝利してお
り、AIによる運転自動化も深層ボルツマンマシン
などの学習理論を基礎とする技術によって、移動す
る楽しみは形を大きく変えていくことでしょう。菅
原さん、今注目しているものはありますか？
菅原　注目しているのは、「合理性」と「非合理性」
という言葉です。四半世紀もすれば、シンギュラリ
ティ（技術的特異点）が訪れ、合理性こそ最適解と

なります。それは60年代に世界中の映画や小説が
こぞって描き、人々が憧れたバラ色の未来です。移
動は自動運転で、ロボットが食事を作り、掃除をす
る、非常に合理的な社会が到来します。翻って弊社
がデザインするモーターサイクルは、無くてもいい
ものにカテゴライズされます。では本来、非合理的
である人間が合理的な社会で生きる上で、無くても
いいものが無くなってハッピーなのか、そこが気掛
かりです。合理的社会では、「非合理性」が重要なキー
ワードになるはずだ、というのが私の仮説です。こ
の仮説の上で、未来のモーターサイクルデザインで
は一層非合理的な価値が重要になります。例えば、
えも言われぬカッコいい雰囲気、非日常的で感性的
な操縦フィール、セクシーで撫でたくなるカーヴと
曲面、官能的な震動や感性に響くサウンドなど。非
合理的な価値を理由に購入するという人の欲求は必
ず存在するはずです。ただ一方で、社会全体が合理
化する風潮に対し、「非合理的」という“逆ハン”
に賛意を示せる経営者が果たしているかどうか。日
本という国が「非合理性」を許容できる社会と経済
にならなければ、「非合理性」は排除されてしまう。
それが怖い。人間として根源的な「非合理性」は何か、
改めて定義を考える必要があると思います。
羽藤　人間の移動欲求がいちばん非合理ですよね。
本当はみんな、移動したくないわけですから。危な
い思いをしてまで、なぜ移動するのか。でも、ここ
ではないどこかへ行きたくなるというのがフロイト
の定義したタナトスという人間の本源的欲求です
し、そういう欲求は万国共通に誰にでもあります。
100年経ってもメッカ巡礼が無くなっているとは思
えない。そういうのがモビリティデザインの本質で
はないでしょうか。いちばん非合理的なところで仕
事をしている青木さんは、このあたりどうですか
（笑）。
青木　社名も「ユカイ工学」ですからね（笑）。愉
快なものを作るということで、ただ便利なだけのも
のは作っていない。合理性には陥らないものを作ろ
うと心がけています。ロボットを使って、いろいろ
な人の生活が愉快になったらいいなと考えていま
す。しっぽのついたクッション型セラピーロボット
「Qoobo」も、最初はペットが飼えなかったり、施
設に入っていてペットが禁止されていたりする高齢
者の方に使ってもらおうと考えていたのですが、実
際に展示会などでは、若い人も“かわいい”といっ
て買っていく。海外と比べると、特にアメリカは

女性が圧倒的に多いんですが、日本だと20代の男
性が多い。かなり草食化が進んでいると思います
（笑）。

森口　最近モビリティの分野に、グーグルやApple
など、IT系の企業が新たに入ってきています。ソ
フトバンクやDeNAもそうで、彼らはスマホで何
でもできる世界を構築しようとしている 会社です
が、そういう人たちがリアルな移動に手を出し始め
たのは、やはり移動という行為が人間の本能的なも
のであって、移動することは大事だというのを感じ
たからこそ、参入してきた のではないかと思いま
す。ただ彼らは、合理性の高いものは作れると思い
ますが、逆に付加価値的な部分というのは、既存の
カーメーカー、モーターサイクル、鉄道車両を手が
けてきた人たちの強みだと思います。
青木　よりエンターテインメントに近づいていくん
でしょうか。
森口　二極化すると思います。知り合いで「アルピー
ヌ」という昔 のスポーツカーを持っている人がい
ますが、車はそれ一台だけ。実用はカーシェアリン
グで賄っています。
青木　なるほど。すごく合理的ですね。
森口　そういう使い方をする人が徐々に増えつつあ
るし、ある意味、合理的ですが、そうやってうまく
使い分けていくのが、モビリティのある暮らしを豊
かにすることではないかと思います。その部分での
発展性というのは、まだまだあるように思います。
青木　海外に行くと「Uber」をよく使いますが、
「Uber」ならでは、の面白さもあって、個人的なも
のがぶら下がっていたりして、現地の生活の様子が

うかがえる。タクシーに比べると、だいぶいい加減
なサービスだと思いますが、インターネット、スマ
ホが組み合わさると、いい加減なものでも何とか成
り立つ分野だと思います。でもそこは、日本人が苦
手なところかもしれません。宅配でも個人で請け
負って、最後に孫請けで個人が配送するというのが
昔からありますが、そういう世界でもITを使った
配送サービスがスタートアップでかなり出てきてい
る。タクシー業界のような規制もないので、今後は
日本でも使われるようになると思います。車でエン
ターテインメントというと、90年代に走り屋文化
があったと思います。漫画の「よろしくメカドック」
で育った世代なので、昔から車も大好きですが、
アメリカだとカスタムカーがいっぱいあります。
ヨーロッパにも車をカスタムする文化というのはあ
るのですか。
森口　アンダーグラウンドではありますね。でも、
ヨーロッパは正統派の方が強い。
青木　アジアだと、中国でも香港でもいっぱいいる
し、ああいうヤンキーっぽいカルチャーはまだまだ
根強いので、そういう人にウケる車があるといいな
と思います。
菅原　モビリティデザインは、「モビリティそのも
のをデザインする」という枠からはみ出して、都市
や道路、標識などの環境デザイン全般に拡大すると
考えています。そこで活躍するモビリティデザイ
ナーというのは、インターネットの普及で情報量が
飛躍的に増える中、膨大な情報から正しい課題を見
つけ、正しく社会に提案できる人たちです。「モビ
リティとは何か」という問いの解が複数あるからこ
そ、モビリティデザイナーには、今まで以上にバラ
ンス感覚が問われていくと思います。グッドデザイ

のがほとんどになってきている中で、そういう新し
い機能・サービスというのが出てくるのはすごく楽
しみですし、車の価値として運転だけでなく、サー
ビスとの連動や利便性も重要になっていくと思いま
す。「WHILL」も、もともと携帯回線経由で遠くか
らスマホでコントロールできる機能が標準で入って
います。
菅原　近い将来、モーターサイクルは必ずコネク
テッドになるでしょう。昨年の東京モーターショー
で何台か参考出展がありましたね。
羽藤　「Peasy」による駐車シェアのようなモビリ
ティスペースの資産管理の電子化という新しい提案
や、Amazonダッシュボタンのような物流と家庭の
買物ニーズをワンボタンで直接結びつける提案な
ど、移動の粒子化に向けたデザインが見られました。
こうした提案はIoTを下敷きにしながら加速し、今
後、都市の形そのものを変えていくのだろうと思い
ます。
青木　街でバイクにiPadやiPhoneを載せて走って
いる人を見ると、少なからず、バイクの世界でもそ
ういうサービスとの連携が出てくると思います。個
人的には、自動車のシェアサービスが本格的に普及
し始めると、車を所有する人が減っていくのではな
いかと思っています。そういう論調の記事も増えて
いますが、車は不思議と愛着が湧くというか、ただ
の道具というよりは家族に近いものなので、個人的
には、未来も自分の車というのはあってほしいと思
います。シェアサービスの車は、まず家族にすごく
不評。「この車、臭い！」とか（笑）。一方でトヨタ
は愛車という方向に振っていて、車が情報化しても、
そこに人工知能で人格を持たせて、人とコミュニ
ケーションすることで、もっと関係性を持たせよう
と考えていて、すごくいいなと思います。そういう

ロボット的な要素が増えていくといいですね。
羽藤　今の青木さんの話には、モビリティに対する
日本固有の感覚が出ているように感じました。これ
から中国やアメリカが進もうとしているモビリティ
デザインの方向性に対して、日本がどういうデザイ
ンの感性で、どういう質のものを目指していくのか、
微妙に違いがあるように思います。今年のグッドデ
ザイン賞には、楽天ドローンの宅配やAmazonダッ
シュボタンとか、ロジスティクスの背後で誰が動か
しているかは別にしても、とにかく便利に、という
システムやサービスの提案が目立ちました。その一
方で、人間が車やバイクに抱いている愛情や愛着、
信頼というものを抜きにして、本当にモビリティ社
会が成り立つのかどうかというのは、文化的・社会
的問題だと思います。確かに今年のモビリティ周り
のデザインや商品を見ていると、中国やインド・台
湾など各国から出ているものと、日本人が考案した
ものがせめぎ合っている感じがします。現地審査で
上海に行きましたが、アリババがインターネットネ
イティブで出している車両などは、確かに車として
みれば造り込みに物足りなさは残りますが、サービ
スとしてみるとインターネットネイティブで、自分
の車をインテリジェントキーによってシェアできる
仕組みを有しています。自分の車を収益性のあるア
セットとして考えれば、こういうデザインができる
という典型でしょう。台数も日本のプリウスくらい
は出ていて、デザインしているのは北米の自動車
メーカーでデザイナーをしていた中国人です。日本
のモビリティマーケットはハイコンテクストで閉鎖
的なところがあって、その中で話し合っていろいろ
なデザインやサービスを作り込んで、現実のサービ
スや車両が市場に出ることで、人々の動きを支えて
いるわけですが、一方、海外の方はもっとローコン
テクストでオープンという印象を受けます。全く違
う作り方で，デザインやサービスが矢継ぎ早に投入
されている。モノでは太刀打ちできないなという感
じもしますが、森口さんはそのあたり、どうお感じ
になっていますか。
森口　たぶん日本にいちばん近いのは、ヨーロッパ
だと思います。もともと車は、自動車メーカーが造
るのはメカ部分だけで、ボディは専門のコーチビル
ダーが造っていました。そういう歴史があるので、
デザインやインテリアにこだわる文化があります。
その後、フォードが流れ作業で生産するようになり
ますが、ヨーロッパ源流のデザイン、インテリアへ

のこだわりというのは、今もヨーロッパには生き続
けていて、日本にもそれはあると思います。アメリ
カはフォードを生んだ国でもあるので、移動という
ものを快適にしてくれる機能的なものとして自動車
文化があり、そこに昨今のシリコンバレーの勢いが
結びついて、「Uber」が生まれ、テスラが出て来た。
テスラのデザインを見ていると、ヨーロッパや日本
の足し算のデザインではなく、むしろ引き算的なデ
ザインで、スマホなどに通じる考え方かと思います。
新興国はまた違って、アフリカのようなところだと、
ランドクルーザーやハイエースを所有することがス
テータスです。でもそういう地域もやがて発展して
いくと、今度は、先進国にないものを武器にしよう
ということで、電動化という話が出ています。エン
ジンは日本やヨーロッパ、アメリカがやってきたこ
となので、自分たちは電気自動車で追い越そうとい
うことです。それと、中国のシェア自転車を見てい
ると、スマホの適応力がすごく高い。そのあたりで
日本が悩ましいのは、すべての人が使えるシステム
にしなければいけないと考えていて、現金でもカー
ドでもスマホでも払える全方位的な発想になってい
く。スマホだけという中国のような割り切りができ
るかどうかが今後、世界の流れに乗る上で大きいと
思います。
羽藤　テスラは36個のセンサーとカメラに40倍の
計算機を実装したインターネットネイティヴなモビ
リティデザインを提案しています。底堅い造り込み、
大胆な発想と“らしさ”の追求、やり方はさまざま
ですが、社会の問題解決に向けた革新的なデザイン
の息吹が感じられます。それと印象的なのは、
YAMAHAの「TMAX530」。高級感のある丁寧な
樹脂素材のこだわり、ハイアップされた排気と腰高
のシートで独自の世界観を表現しており、欧州でス
ボーツコミューターの新しいカテゴリーを自ら確立
したデザインが卓越しています。あと、パナソニッ
クのワイドビューのインターフェイスは、Aピラー
だけではなく、車両デザインや運転感覚そのものを
変える可能性がある画期的なものだと思います。モ
ビリティのデザインというのは、安全や環境といっ
た制約の中で行われるとともに、そのデザインは地
域や社会に大きなインパクトを与えるため、変わら
ない価値の体現と変革に形を与えることが同時に求
められるという、その両面にデザイナーは直面する
ことになります。

羽藤　菅原さんは海外の現場でもデザインを手がけ
ていますが、日本のモビリティデザインの強み、デ
ザインの優位性について、どのようにお考えでしょ
うか。
菅原　日本の優位性は、細部にわたり突き詰めるメ
ンタリティと、メタファーをうまく使うデザインテ
クニックだと考えています。日本は自動車もデザイ
ンも歴史の浅い国なので、デザインのきっかけをモ
チーフに求める傾向があります。ただし、そのまま
直接的にモチーフを使わないところが日本らしさた
るゆえんです。モチーフの歴史や背景を突きつめて
トコトン考え抜いて、メタファーとしてデザインに
応用する。私はそれが俳句的だと感じていて、日本
のデザインの優位性、独自性の根源だと考えていま
す。見る人のイマジネーションを静かにかき立てる、
静寂のエモーションと表現できるかもしれません。
海外の人は、日本人がそういう思考でデザインして
いることを知りません。理解するのは非常に難しい。
これこそが優位性です。ただ一方で、日本の弱点は
ブランド力です。ヨーロッパは歴史を背景に未来永
劫、圧倒的なブランド力で闘うはずです。高級車や
スポーツカーは正しくそうでしょう。強力なブラ
ンド力に対峙するには、テクノロジーとデザイン、
日本らしさ（俳句的な情緒性）の具体的なミック
スレシピが喫緊の研究課題だと感じています。
羽藤　欧州と対峙した時の日本のデザインの強みは
テクノロジーだったわけですが、今私たちはアジア
と向き合おうとしています。モノづくりをめぐる環
境の変化という意味でいうと、新しいモノづくりに
チャレンジしている青木さんは、アイデアの出し方、
作り方など、日本を意識されるのでしょうか。
青木　僕らは日本にいることをすごく意識していて、
作ったものを海外に持っていくと、“Very Japanese”
といわれます。キャラクターっぽさや癒しのような
要素でしょうか。ロボットはただの情報端末ではな
く、ボディがあるので、実際に撫でたり、言葉を使
わず、仕草でコミュニケーションができたりする。
そこが強みだと思います。そういうことでいうと、
昨年、絵文字が流行語の一つになりましたが、20
年前から日本人が携帯で使っていた絵文字が、よう
やくグローバル化してきました。そういう言葉を使
わないコミュニケーションは日本の文化と相性がい
いし、得意なところだと思うので、今までの文化的


