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うちもシュッとしたデザイン
を取り入れたいけど…
どうするっっーーーーーー！

を図解・可視化してみる
イメージやストーリー

多様なメンバーとのディスカッション

ミエルカノート➡ 伝えるノート

共感

強み

ミ
エ
ル
カ
ノ
ー
ト
の
す
す
め
！

絵心ないと難しいのでは？
他分野とのディスカッション
どうすればいいの？

しゃちょう

みんなで

気づき

気づき

気づき ヒラメキを呼ぶ

しゃいん

言葉 だけでは…

イメージがすれ違うことも…
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デザインを戦略的に活用するために － ミエルカノートのすすめ
大阪大学知的基盤総合センター 𠮷𠮷田悦子

『ミエルカノート』は、デザイン創作のみならず、知的財産権の取得・活用を含めたビジネス全体を見渡す未来を伝え

るノートとしても、可視化・具現化による制作コミュニケーションの効率化、制作活動の証拠、権利化促進や紛争の未

然防止効果が期待されます。これまでに新たなヒット商品を輩出した企業には、技術開発やデザイン制作の部門の敷居

を越えた高いコミュニケーション力がありました。皆様の共創コミュニケーションを加速させるツールとして『ミエル

カノート』がお役にたてば幸いです。では、ミエルカツアーにご案内します！

『ものづくり』を行う際、メンバー同士が当事者意識を

もち、共感しながら活動できる環境が必要とされます。

分野、経験、世代が異なれば、言葉だけではイメージは伝

わりにくいものです。そこで、身近なことをテーマに（ex.

こんなのできる？）図解や可視化することでイメージを共有

し、ストーリーを考えることで感情を共有してみましょ

う。一緒に得た気づきは、分野・経験・世代を超えた

ニュートラルな共感を呼びます。これこそがものづくりの

スタンバイ『共感のゼロ地点！』。これを実感できたら…

いよいよミエルカ活動の幕開けです！

日々の制作行為は、重要な知的情報の蓄積です。その可視

化ツールとして『ミエルカノート』を提案します。

記録・管理をミエルカするノートです。

効能…デザイン戦略のツールとしての活用、

部門を越えた共創コミュニケーションの促進、

特許技術だけでなく、デザインを積極的に活用することを

戦略的に位置づけることで、他との差別化を図る。ミエル

カはその軌跡を伝えるノートでもあります。ものづくり

に携わる人が共感を積み重ね、ワクワクしつつ新たなヒ

ラメキを創りだす。そんなきっかけを共有したいのです。
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例えば…

自社の強みは
わかっている！

うちにはいろいろ問い
合わせはあるなぁ

使ってもらう場面から
考えてみよう

強みシート

シーズためこみ
シート

こんなの
できる？シート

強みシート

こんなの
できる？シート

シーズためこみ
シート

ストーリー
シート

まとめと
チェックシート

こんなの
できる？シート

ストーリー
シート

まとめと
チェックシート

強みシート

シーズためこみ
シート

ストーリー
シート

まとめと
チェックシート

この「ミエルカノート」は、以下の

５枚のシートから構成されていま
す。

1.こんなのできる？シート
2.強みシート
3.ストーリーシート
4.シーズためこみシート
5.まとめとチェックシート

使い方は自由で、上記の順番に
沿って使っていただく必要はあり
ません。

どのシートから始めるのも自由。
何枚増やすのも自由。

振り返ってシートをまとめると、開
発ヒストリーの記録ができあがる
ようなルーズリーフのイメージで
お使いいただければ幸いです。

はじめに 「ミエルカノート」の使い方は自由

3

注：各シートの「50文字」等の表記は目安です。吹き出しはMS
ゴシックPの字体、10.5ポイントであれば、当該文字数に該当す
る大きさに設定してあります。



１．こんなのできる？シート（活用例）

こんなことならできるかも・・？

登場人物になりきって考える✨
簡単なスケッチや写真の組み合わせ等でこう使われて
喜ばれているという利用シーン等を絵日記的に想像

今のうちの良さを活かし
て、もっといいものが作
れるはずなんだけど・・、
何をつくればいいのか？

・新しいつっぱり棒の提案にチャレンジしたい。

・ものがあふれる時代から、世の中が変わっていく中
で、何かすっきりとした新しいインテリア製品を提案し
たい。

（イメージ）

まだ、どういうものか、イメージの絵は固まっていない
けれど、こういうものがつくりたい。

・今まで平安伸銅が作っていた商品ではない商品が
つくりたい。

・コモディティ商品ではないもの。

・招いた友人に自慢したくなる存在。
・カフェや店舗のようにおしゃれに使用できるもの。

お客さんからいろいろ言われる
けれど、手間がかかることはこ
れまでやっていない。

つっぱり棒がコモディティ化して
いて、このままでは先細り。
→代替わりを機に、今の時代に

あった自分たちがほしいものを
つくりたい、新しいスタートを切り
たい。

■当社の課題

もっとおしゃれな色の
つっぱり棒ってないの
かな？

もうちょっとかっこいい
つっぱり棒って、つくれな
いですか？

協力：平安伸銅工業株式会社 常務取締役 竹内一紘様

先代でもいろいろ開発し
てみたけれど、なかなか
難しかったですよ。
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１．こんなのできる？シート（活用例）

こんなことならできるかも・・？

（100文字）

お客様から日々寄せられるネジにまつわるトラブル全
てを開発テーマに設定。「あらゆるネジトラブルをワン
ストップで解決する」というブランドコンセプトでネジザウ
ルスの進化を進めている。

■当社の課題

協力：株式会社エンジニア 代表取締役社長 高崎充弘様

登場人物になりきって考える✨
簡単なスケッチや写真の組み合わせ等でこう使われて
喜ばれているという利用シーン等を絵日記的に想像。
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海外から量産品が入ってきて、
うちの製品は尻すぼみ。類似品
が多く、競合先も多い。

何か新しい製品を開発したいが、
自己満足の製品では売れない
ぞ。お客様のお困りごとを出発
点にしよう！ 頭が出ていない皿ネジは

ネジザウルスでもつかめ
ない。実はこれが一番困
るんだよ。何とかならな
いかな？

十字ネジの頭を潰してし
まって、ドライバーで回せ
なくなる人が結構いるみ
たいだ。開発テーマにし
てみては？

ネットで調べると十字ネ
ジだけでなく六角穴付ボ
ルトのトラブルで困ってい
る人も意外と多いみた
い・・・・。

息子の自転車のネジが
錆びついて回せないの。
カゴを修理したいんだけ
ど安心して使える錆び落
としはないの？

※開発商品の進化を
含めて検討された例



２．強みシート

自社/チームの強み

（項目例）
・協力工場、卸や販売店
・外注先
・社長や役員の人脈、経営者仲間
・デザイナー
・弁理士、税理士、弁護士等専門家

創業以来の歴史や信用

（項目例）

・創業時の事業

・創業以来続いていること

・伸びてきた新規事業分野

・社是、経営者の思い

・賞、外部からの評価点

・ブランド

ネットワーク

（項目例）

・コア技術

・新規開発技術、研究中の技術

・得意な製造技術、加工

・熟練の職人

・特殊な機械や独自開発のアタッチメント

・特許

・取引先から評価されること、信用

営業力、販売力

（項目例）

・長年の販売先

・新たに開拓した販売チャンネル

・すご腕営業担当、売りまくる販売員

・展示会出展

・百貨店やショッピングモール等出店
や催事等の実績やお誘い

企画開発力、提案力
（項目例）

・これまでのヒット商品

・新規開拓成功分野

・発想やアイデア出しの得意な人材、オタク

・商品スケッチを描ける人

・内部デザイナー

・相談できるデザイナー

・取引先やユーザーに褒められた点

・意匠、商標

技術力

今はないが、連携で足せる強み

作成者 参加者 日付 年 月 日
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３．ストーリーシート 「こんなのできる？→こうなったらいい！」+自社の強みを組み合わせ

この強みで実現できる！
（活かせる強みを組み合わせる）

（書き込み例）
・工事現場のプロユース品を、手ごろな価格で欲しい人
・少子高齢化で人手不足で困っている店主
・医療現場で改善したい点一杯の看護師
・新たな感染症が大流行、家庭で予防したいママ
・賃貸マンションでDIYしたいファミリー

こうなったらいい！
（こう解決できるという理想像）

こんなのできる？
（何を解決したいか？）

◆こんなのできる？シートから

◆強みシートから

（書き込み例）
・競合先が類似品発売済
・異分野で参考にできる製品を発見
・他社の登録商標あり 等

市場/競合先の確認

（イメージ）

お題 何を開発したいかのテーマ：

作成者 参加者 日付 年 月 日

7
ミエルカヒント！ 考えるだけでなくストーリを演じることで得ら
れる気づきもある（ex.社長に寸劇や紙芝居でプレゼン)

◆こんなのできる？シートを深掘り

誰にニーズがある？なぜ必要？
（社会的背景等）



３．ストーリーシート（活用例）

この強みで実現できる！
（活かせる強みを組み合わせる）

こうなったらいい！
（こう解決できるという理想像）

こんなのできる？
（何を解決したいか？）

お題：何を開発したいかのテーマ： インテリアとしてのつっぱり棒 （60文字）

インテリア市場はあるが、インテリアと
してのつっぱり棒の市場はない

市場/競合先の確認

（イメージ）

・今まで平安伸銅が作っていた商
品ではない商品がつくりたい。
・コモディティ商品ではないもの。

・招いた友人に自慢したくなる存在

・カフェや店舗のようにおしゃれに
使用できる。

・突っ張り棒の技術。
・賃貸でも活用できるつっぱり棒の汎用性。
・横も縦もある。
・つっぱり棒のことをここまで考えているのは当社が世界一。

・SNSの流行で、各個人の暮らし方として各個人のインテリアに関し
ても情報発信が可能となり、共感を生めるようになった。
・ミニマリストの流行。モノを持たない暮らし方、考え方の変化。
・DIYの人気。

・賃貸でも使いたいニーズ。壁に穴を開けなくても自由に設置できる
もの。 ・インテリアとして活用できるつっぱり棒。

・突っ張り棒をベースに、棚をつけたり、フックをつけた
り、照明をつけて、用途として、ベッドサイドやソファの
横に置くシーン提案できるなど。

↓
突っ張り棒をベースとして様々なアクセサリーを含んだ、
システム全体としての提案。

協力：平安伸銅工業株式会社 常務取締役 竹内 一紘様

©TENT
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◆こんなのできる？シートから

◆強みシートから

◆こんなのできる？シートを深掘り

誰にニーズがある？なぜ必要？
（社会的背景等）



４．シーズためこみシート 写真、資料、思いつきメモ データでも紙でも何でも放り込む。フォルダーやファイル、箱にぴんと来た写真や資料をストックする。

自社の中にあるシーズ 問い合わせに関連 興味・関心

（観点の例）
・歴史
・信用
・人材
・技術
・機械
・特許
・商標
・協力会社
・販路
・人脈
・ネットワーク

（観点の例）
・競合先のヒット商品

・自社関連分野の売り場で
売れている商品
・異分野で売れている商品

・これ使えるかも？ぴんと来
たもの
（商品）
（部品やユニット）

（観点の例）

・やられた！という悔しい
ヒット商品

・そんなのあるんだ！という
アイデア商品

・これおもしろい！とぴんと
来たもの
（商品）
（部品やユニット）
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●イメージスケッチとキャッチフレーズ

「 １本の線からはじまる新しい暮らし 」

●利用シーン（誰が、どういう場面で、どのように 「動詞」で表現）

リビングで、ソファーでくつろぎ、コーヒーを飲みながら、私らしい暮らしを楽しむ。

●自社の強みの組み合わせ
メーカー（培ってきた機能と品質）×外部デザイナー（形・色・素材）。

項目 ﾁｪｯｸ欄 チェック内容

①市場性の確認 〇 ・市場創造や提案につながっているか？
・ライバルが既に多い市場ではないか？

②競合チェックと価格 〇セレクトショップ
のTシャツ価格

・提供価値を安く見すぎていないか？
・競合先の類似品はチェックしたか？

③販売ルートの確保 〇新規
専門店

・販売ルートは新規か、既存か？
・新規であればどのチャンネルか、開拓可能か？

④創作者の明確化 〇専門家に指導を
受けた

・自社内の創作者と外部の創作者を明確に区分し、
記録しているか？

⑤開発期間の考え方 開発は短期、反応
よければ中期へ

・短期、中期、長期のいずれで想定するか？

⑥自社強みの活用方
策
と外部連携

機能と品質
デザイナー

・自社の強みの何を活かすか？
・強みを文脈や市場を変えて再チェックしたか？
・外部連携により、不足資源導入を検討したか？

⑦知的財産戦略と先行
権利

特許、意匠、商標
を出願

・特許、意匠、商標の出願を予定するか？
・出願前の発表がないか？（展示会等）
・先行調査を実施したか？弁理士に相談したか？
・何か参考にした他者商品や著作物がないか？

⑧経営への貢献 新しい方向性を確
認できた

・この開発はどのような形で経営に貢献するか？

作成者 今、何合目？（〇をつける） 日付

リサーチ→企画→開発→設計→試作→販売
知財は？： 先行調査→検討→出願→登録

経営 商品部 開発設計部 技術部 営業部 知財 他

スケッチは手書きでもフリー素材でも写真でも〇

５．まとめとチェックシート（活用例） 協力：平安伸銅工業株式会社 常務取締役 竹内 一紘様
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令和元年度「デザインノート」調査研究事業 検討委員会（敬称略）

（代表委員）

大阪大学知的基盤総合センター 特任研究員 𠮷𠮷田 悦子

（委員）

京都市立芸術大学 美術学部デザイン科 教授 辰巳 明久

特許業務法人藤本パートナーズ 副所長・パートナー弁理士 野村 慎一

（アドバイザー）

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 特任教授 山田 繁和

株式会社ロゴスコーポレーション 代表取締役社長 柴田 茂樹

（事務局）

近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室

株式会社ダン計画研究所

この「ミエルカノート」は、文献調査、ヒアリング調査を踏まえて、以下の検討委員会での

議論により制作しました。ご協力いただきました方々に感謝申し上げます。「ミエルカノート」

～イノベーションとデザインのための自由帳～

発行：令和2（2020）年2月

近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室


	「ミエルカノート」�～イノベーションとデザインのための自由帳～
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	２．強みシート
	３．ストーリーシート　「こんなのできる？→こうなったらいい！」+自社の強みを組み合わせ
	３．ストーリーシート（活用例）
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	「ミエルカノート」　�～イノベーションとデザインのための自由帳～��発行：令和2（2020）年2月�        近畿経済産業局　地域経済部　産業技術課　知的財産室

