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これからのデザインを担う、世界の若き才能
Talented new designers create the future
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マウロ・ポルチーニ
ペプシコ  シニアバイスプレジデント、
チーフデザインオフィサー
Senior Vice President & Chief Design Officer at PepsiCo

写真／GION
Photos by GION

文／瀧口範子
Text by Noriko Takiguchi

Mauro Porcini

077

L
E

A
D

E
R

S



078

他人が持つ、優しさ、親切さ……。殺伐とした世界のなかで、真に社会のためとなる価値を生み出すために人は何を大切に
すべきか。3Mのデザイン責任者を経て、2012年から飲料大手、ペプシコのチーフデザインオフィサーを務めるマウロ・ポルチー
ニは、近著のなかでそのヒントを記す。大きく見開かれた瞳の奥に、柔らかさや暖かみが滲み出るその表情からは、他者を敬い、
信頼することへの祈るような思いが伝わってくる。「ハピネスをデザインする」ことに想いを寄せる氏に話を聞いた。

デザイン思考に欠けた視点を思い起こさせる

　「イノベーションとは、愛の行為だ」。

　ペプシコのチーフデザインオフィサー（CDO）、マウ 

ロ・ポルチーニの著書「The Human Side of Innovation

（人間側から見たイノベーション）」は、こんなふうに始

まる。

　「―いや、少なくともそうあるべきだろう」とその

後に続くのだが、思い切った書き出しには、この本を

読み続けるのを 一瞬ためらわせるものが ある。これ

は大上段に構えた説教か、ロマンティストの戯言か。

　だが、読み進めるうちに、世界第 2位の飲料メー

カー、ペプシコで、創業以来初の CDOという重要な

任に着きながら、イタリアで育った子ども時代の感性

を失わず、愛に溢れたデザイナーという職業とビジネ

スマンの両方の言葉を習得した同氏の内面に触れて

いるのに気づく。実際同書は、ビジネスとして通用す

るデザインのあり方や、ただの方法論に陥ってしまい

がちなデザイン思考に欠けた視点を思い起こさせて

くれる内容になっている。

　同書の最終章には「ハピネスをデザインするため

に」というタイトルが 付けられているが、そこに至る

前にポルチーニの生の声を聞こう。

　「この本は、社内外で日々繰り返し語っていること

を書き留めたものです。つまり、企業にとって適切な

才能を集めるのがどれだけ大切か、ということです。

CDOに求められるのは、企業のなかにデザイン文化

を打ち立てること。それがイノベーションを起こし、ひ

いてはビジネスの成長につながる。企業文化はデザ

インそのものを超えて、企業がどうブランドを構築し、

どう利益を得るかを左右する。ですから、自分を超え

たもっと大きなことについて語っているのです」。

　人材の重要性は、デザイン思考を使っていくつもの

プロジェクトを進めるうちに思い当たったことだ。う

まくいくときと失敗するときの違いは何か。それを考

え抜いた結果、プロジェクトに携わっているのが世界

を探求しようとする人間か、何よりも「他人に優しい」

人間であるかどうかが結果を左右すると知った。そし

て、ここで「優しい」とは単に「いい人」を指している

のではない。

　「今日の環境は20〜30年前とはすっかり変わりま

した。グローバリゼーションやデジタル環境などすべ

てが 超加速的に変化し、参入障壁も消えて小さな会

社が大企業を駆逐する。そうしたなかで、新しい性質

が本当に重要になってきたのです」。

　その性質が「優しさ」「親切さ」だ。当然、毎日の仕

事で嫌なメンバーに囲まれていたくはないだろう。し

かし、それに加えて鍵となるのは、信頼し合う人々は

共同作業をうまく進めていくことができる点だ。互い

に深いつながりを感じ、プロジェクトが困難な局面に

あるときも異なった視点を提供し合って前進する。そ

うしたチームは、プロジェクトに最良の質をもたらす。

「ですから、優しさは効率性や生産性と無縁ではない

のです」とポルチーニは言う。

デザインとビジネスに「優しさ」を

　「優しさ」「親切さ」というのは、通常ならビジネス

の場で口に出すのもはばかられるタイプの言葉だろう。

しかしこの表現こそ、デザインとビジネスの両言語を

話すポルチーニの語りそのものだ。「優しさというの
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著書「The Human Side of Innovation」では、企業にとって最重要
な人材のあり方を、デザインを熟知した視点から語っている。デザイン思
考に欠けている視点や、意味あるデザインとは何かなど、参考になること
は多い。
In The Human Side of Innovation, Porcini discusses the stance of the 

most valuable human resources for corporations from the perspec-

tive of a person who thoroughly knows design. There are numerous 

topics that will be helpful including the perspectives that are lacking 

in design thinking and the question, “What is  meaningful design?”

ニューヨークでの住まいであるマンハッタンのペントハウスには、多くのアー
ト作品が飾られている。マルカントニオによるキリンのシャンデリア、ブラ
ジルのアーティスト、ロメロ・ブリットによる肖像画が見える。
His penthouse residence in New York is adorned with numerous 

artworks including a giraffe chandelier by Marcantonio and a portrait 

by the Brazilian artist Romero Britto.



ペプシコのデザインやイノベーション・チームが開発する新製品やアイデアの 一部。ソフトドリンクペプシコのデザインやイノベーション・チームが開発する新製品やアイデアの 一部。ソフトドリンク
のメーカーとして健康維持やサスティナビリティの視点を取り込み、健康モニター用パッチ、再利用のメーカーとして健康維持やサスティナビリティの視点を取り込み、健康モニター用パッチ、再利用
ボトル、カスタマイズ可能なドリンク・ディスペンサーなどを発表している。ボトル、カスタマイズ可能なドリンク・ディスペンサーなどを発表している。
Some new products and ideas being designed and developed by PepsiCo’s design and inno-Some new products and ideas being designed and developed by PepsiCo’s design and inno-

vation teams. As a maker of soft drinks, it incorporated the perspectives of health maintenance vation teams. As a maker of soft drinks, it incorporated the perspectives of health maintenance 

and sustainability, and has unveiled such items as a health monitor patch, reusable bottles, and and sustainability, and has unveiled such items as a health monitor patch, reusable bottles, and 

customizable drink dispensers.customizable drink dispensers.

Photos courtesy of PepsiCoPhotos courtesy of PepsiCo
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私
た
ち
は
、人
生
を
通
し
て「
生
徒
」で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い マウロ・ポルチーニ／ペプシコの上級副社長兼チーフデザインオフィサー

（CDO）。2012年に同社に移籍する前は、3MでCDO やデザイン部門
のトップを務めた。ミラノ工科大学卒業後に就職したのはフィリップス・
デザインだった。ペプシコではローカライゼーションを重視し、現在デザ
イン拠点はデリー、上海、ケープタウン、バンコクを含む12カ所に設け
られ、CDOとしてそれらを統括する。

Mauro Porcini is Senior Vice President & Chief Design Officer (CDO) at 

PepsiCo. Before he moved there in 2012, he served as CDO and the head 

of Global Design at 3M. The first place he worked for after graduating 

Politecnico di Milano was Philips Design Company LLC. At PepsiCo, he 

first placed importance on localization, and today, he has design bases in 

12 locations including Delhi, Shanghai, Capetown, and Bangkok.

は、感情的な言葉です。デザインやアート、詩の世界

の表現です。それをビジネス界に理解してもらうため

には、実体的なものに置き換えなければなりません」。

　もちろん、あるレベルのデザインの才を備えている

必要はあるが、ポルチーニは新規人材の募集に当たっ

ても「優しさ」を重視するよう人事担当に伝えるとい

う。「企業は人々のために価値を生み出さなくてはな

らない。そのとき、企業側でもビジネスと社会的・人

間的な価値の両方を組み合わせることで、成功への

近道を得るのです」。

　さて、著書「The Human Side of Innovation」で

は、ポルチーニがデザインとビジネスの間で思いを

巡らせてきた重要ポイントが整理されている。例えば、

製品やサービスなど何であっても、イノベーションの

柱となるのは「人々が求めるもの、技術的に実現可能

なもの、経済的に実行可能なもの」であること。つま

り「人間、技術、ビジネス」の3本柱が揃っていなけれ

ばならない。　

　あるいは、「意味あるデザイン」のための12の基本

条件が ある。それらは人間性（使い勝手がよく、感情

が込められており、記号論的）、革新性（新しくユニー

クで、明確で、平凡でない）といった基本原則と、美的、

機能的、感情的、知的、社会的、環境的、経済的にサ

スティナブルであるという有効原則、そして明解化原

則（相対性、詩的・表現的、物語性）に分かれている。

　上述したデザイン思考のプロセスを成功に導く人

材の特徴も、正しい問いかけをし、知的な回答を探し、

クリエイティブなつながりを生み出し、直感をコンセ

プトに置き換え、楽観性と勇気をもってリスクを冒す、

などと説明している。何よりも多くのページを割いて

いるのは、同氏が「ユニコーン（ 一角獣）」と呼ぶイノ

ベーションを起こす人材の性質についてだ。ビジョナ

リーである、直感的かつ分析的である、進んで原因

を探し一層の努力をする、まじめになりすぎず楽しむ

ことを知っているなど、数々の特徴が説明されている。

完全なユニコーンは生来のものかもしれないが、意識

や教育によってそこに近づくことができるとポルチー

ニは言う。そして、「DNAと教育、天才と経験、素質と

訓練、生まれ持った才能と努力。それらは二極化され

ているのではない。私たちには両方が 必要だ」と同

書で書いている。

愛犬に見守られながらスケッチをするポルチーニ。ただ、通常はメモ用
紙やナプキンなどに断片的にアイデアを描くことがほとんど。
Porcini doing a sketch under the watch of  his pet dogs. In most cases 

though, he simply draws fragments of ideas on a memo pad or a napkin.

ポルチーニの靴のコレクション。本人によると、コレクションと呼べるよ
うな戦略はない、とのこと。ビジネススーツを身に着けた際に求める「ク
レージーな」アクセントとして重要なアイテムだ。
A part of Porcini’s shoe collection. He says there is no such clear strat-

egy in it enough to be called “collection.” They are important items as 

a “crazy” accentuation, which he wants when he wears a business suit.

ハピネスをデザインするために一生を捧げる

　ところで、こうしたポイントを整然とまとめたポル

チーニだが、直に接するとその身体からは爆発するよ

うなエネルギーが放たれ、話し出すと止まらない。そ

して、凝ったスーツやユニークな靴などから、並外れ

たファッション好きであることが わかる。服や靴を買

うのは完全に内面の衝動によるものだと、自身も認め

ている。ただし、役員会などの会議に出席する際には、

ビジネス風のジャケットを纏う。「ビジネス側の彼らと

同じ言葉を話す人間だという信頼を得るため」だ。た

だ、そこに「ちょっとクレージーなもの」を混ぜる。こ

こで、靴が大いに活躍するのだ。

　著書のなかには、「muchness（たくさんさ）」とい

う心理学者による新語も出てくる。ひとりの人間がい

ろいろなものであることだ。それを備えているのがポ

ルチーニ自身だろう。厚く、深く、広い。そして、さま

ざまなものの間で宙吊りの状態になることを拒まな

い、と本のなかでは語っている。デザインとビジネス

の間、ノーマルとオリジナルの間、違ったアプローチ

の間、分析とリスクの間、イタリアとアメリカの間……。

今、大切とされる「多様性」というわかりにくい表現

は、同氏のこの記述によってよく理解できるのではな

いだろうか。

　そして、著書の最終章。ここでポルチーニが語る「ハ

ピネスのデザイン」は、ひじょうにシンプルだ。「他人

との関係性において自分を実現すること」「周りの近

しい人々との間に優しさや信頼、尊敬の関係を築くこ

と」、そして「社会と世界のために価値を生み出すこ

と」だ。ただ、シンプルではあるがその実現には 一生

かかるかもしれない。同氏はこう書く。「私たちは、人

生を学ぶ生徒であり、人生を通して生徒であり続けな

ければならない」。a



The kindness of strangers…. What should we cherish to create values that are truly for our 

society in this bleak world? Once responsible for 3M’s global design and serves as chief 

design officer (CDO) at the major food and beverage manufacturer PepsiCo since 2012, 

Mauro Porcini provides some possible answers to this question in his latest book. We talked 

to Porcini who prioritizes his goal as “designing happiness.”

Reminding us of what has been lacking in 

design thinking 
 

“Innovation is an act of love.” 

This is the first line of The Human Side of 

Innovation, a book written by Chief Design Officer  

(CDO) at PepsiCo, Mauro Porcini. The paragraph 

continues with the phrase “—or at least it should 

be.” There is a sense of momentary hesitation be-

fore one continues reading the rest of the book. Is 

this a haughty attitude, or just the silly lecture of 

a romanticist? As you continue reading this book, 

however, you start to notice the inner side of 

Porcini; he learned and acquired the expressions 

of a designer without forgetting his childhood sen-

sibilities in Italy, and mastered both the language 

of a designer affectionate and business man, de-

spite his very important position of being the first 

CDO at the world’s second-largest beverage maker 

in the world, PepsiCo since its foundation.

“I wrote this book while referring to what I 

had jotted down about things I said daily and re-

peatedly within and outside the company. That 

is, how important it is to attract the right talent 

into the company. The role of CDO is to create a 

culture of design within the enterprise. That drives 

innovation and ultimately builds business growth 

for these organizations. The culture of a company 

is beyond design and influences how you build 

brands all the way to how you build revenue and 

profit. That’s why I talk about greater things that 

extend beyond myself,” Porcini says.

The importance of “right people” is something 

he came across while advancing many projects 

using design thinking. What is the difference be-

tween when you succeed and fail? Porcini, as a 

result of giving thorough thought to this, realized 

that the result of a project depends on whether 

those involved were asking their ability to inves-

tigate the world, and “being kind to each other” as 

really the first criteria to human resources.

“The business environment has changed 

drastically today, compared to 20 to 30 years ago. 

Everything including globalization and the digi-

tal environment shifts extremely quickly, and the 

barriers to entry has also disappeared, leading to 

small companies becoming able to compete with 

large corporations. During this shift, new char-

acteristics have really become important.” And 

before anything else, “kindness” is to be secured. 

   

Bringing “kindness” to design and business
 

“Kindness” normally is a word that’s considered 

somewhat taboo in business venues. This expres-

sion, however, applies perfectly to the delivery 

of Porcini who speaks both languages of design 

and business. “Kindness is an emotional word. It’s 

an expression in the worlds of design, art, and 

poetry. If you want the word to be understood 

and leveraged by the business world, you need to 

link it to something that is tangible to them that 

they understand.”

It is naturally necessary for one to be equipped 

with a certain level of design ability, but Porcini 

says he tells those in charge of personnel to place 

importance on “kindness” when newly recruiting 

staff members.

By the way, in his book The Human Side of 

Innovation, Porcini organizes the crucial points he 

has been thinking about extensively between de-

sign and business. For example, no matter what it 

is, including products and services, what become 

the key pillars of any innovation process are to 

make something desirable, technically feasible, 

and economically viable. That is, they can be sum-

marized into three relevant keywords: “human 

beings,” “technology,” and “business.”

He also explains the characteristics of people 

who lead the process of design thinking to success 

as: posing the right questions, finding intelligent 

answers, generating creative connections, trans-

forming information and intuitions into concepts, 

and running risks with optimism and courage. The 

topic that takes up the greatest number of pages 

in the book concerns the characteristics of of 

those whom Porcini calls “unicorns.” In it, various 

elements are explained, including “being a vision-

ary,” “being intuitive and also analytic,” “actively 

finding the cause and making further efforts,” and 

“knowing how to have fun without being too se-

rious.” A perfect unicorn may be born with those 

characteristics, but Porcini says it is possible to 

get close to that state through consciousness and 

education. He also writes, “There is no dichotomy 

between DNA and education, between genius 

and experience, between predisposition and 

training, between natural gifts and hard work; 

you need both.”

   

Dedicating one’s life to design happiness
 

A new word muchness created by a psychologist 

also appears in the book. It means one human 

being can bevarious things. A person who is 

equipped with that is perhaps Porcini himself. 

Being kind, profound, and broad. He also says, 

in the book, not to refuse to exist in a suspended 

state among various possibilities, eg. between de-

sign and business, normal and original, different 

approaches, analysis and risk, Italy and the US.... 

The expression “diversity” that is seen as important 

today but is difficult to clarify may become clear 

through Porcini's writings.

In the last chapter of the book, Porcini writes 

very simply about designing happiness. All you 

need is to “realize yourself in relation with others,” 

“build a relationship of kindness, trust, and respect 

between close to you,” and “try to create value 

for society and the word.” Nevertheless, while it 

may be simple, it may take a lifetime to achieve 

it. Porcini writes, “We must be students of life, stu-

dents for life. a
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