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１．はじめに 

プロダクトなどのインタラクティブシステムのデザインを

行う際にデザイン制約の相互編集が行われていることが前川

によって指摘されている[1]。インタラクティブシステムを対

象とした人間中心設計の要求事項の仕様として技術的制約、予

算的制約、時間的制約、法的制約、環境的制約、社会的および

組織的な価値や基準の7つの項目が定義されている[2]。これら

の制約に基づき解決策の提案を行い、評価を行って改善を繰り

返す。 

一方、建築（アーキテクチャ）の設計では人間中心設計の特

徴であるフィードバックループによる改善設計は難しいため、

模型による検証や基本設計や実施設計による図面化が上流工

程で行われる。また、事前に法的制約を満たしているかの確認

申請が自治体によって行われ、施工完了時に完了検査が実施さ

れ法的要件を満たしているか検査される。建築設計においても

図面化を通して相互制約の編集が行われていると考えられる。 

ITシステムではアーキテクチャ設計が存在する。複雑なシス

テムの要求事項を明確にすることで、デザイン対象の制約を把

握することができる。近年ではSociety5.0などの複数のステー

クホルダー間にまたがる社会システムを対象とした設計論と

して産業アーキテクチャが注目され、様々な取り組みが進めら

れている[3]。 

一般的にアーキテクチャはエンジニアリングの文脈で語ら

れることが多く、デザインの分野でアーキテクチャが語られる

ことは少ない。しかし、最終的に生み出されるシステムを感性

的側面から語る上ではアーキテクチャとデザインの関係を明

らかにする必要がある。 

そこで本研究では様々な分野におけるアーキテクチャの定

義や特徴を調査し、デザインとの関係を明らかにする。特にデ

ザインの特徴である制約に着目することで、アーキテクチャと

デザインとの関係を考察する。 

 

２．アーキテクティングとエンジニアリング 

システムやソフトウェアにおけるアーキテクチャの定義と

して、その環境下に置かれたシステムの基本的なコンセプトや

特性であり、要素と要素間の関係性や、設計の進化の原則とし

て表現される[4]。 

また、システムを対象として、アーキテクティングとエンジ

ニアリングに分けることで、その特徴を対比的に指摘されてい

る [5]。 

表1.システムにおけるp役割の性質 

特徴 アーキテクティング エンジニアリング 

状況／ゴー

ル 

不安定な構造 理解された状態 

満足 最適化 

手法 ヒューリスティック 方程式 

シンセシス アナリシス 

アート＆サイエンス サイエンス＆アート 

インターフ

ェース 

不適合に焦点を当て

る 

完全であること 

経営課題に

よって持続

されるシス

テムのまと

まり 

“一心” 規律ある方法論とプ

ロセス 

顧客に向けた機能 施工者に向けた機能 

コンセプト化と証明 

 

プロジェクト要件に

応じる 

信頼 利益対コスト 

ここではアーキテクティング、エンジニアリングという二側面

で考察しており、特にアーキテクティングがアートとしての性

質を持つことを指摘している。シンセシスとしての役割を持つ

ことからデザインとしての意味を持つことを示唆している。 

 

３．建築設計におけるアーキテクチャ 

建築の設計では利用の文脈のみならず、都市、周辺環境、文

化、風土など重層的な文脈から制約を受ける。例えば、図1に

示すようにあらかじめ建築家の頭にある先行イメージが中心

にあり、このイメージをスケッチや図面によって可視化するこ

とで先行イメージを精緻化していく。それぞれの図面では建築

の外部環境から受ける外的制約と建築家や施主の感性や価値

観や嗜好などから受ける内的制約の両面がある。これらの制約

を全て満たすことによって最終形が導かれる。 

 

図1.建築における先行イメージと図面の関係 

平⾯図

配置図

⽴⾯図

仕上げ表

断⾯図

電気設備図

⾒積図

構造図

敷地形状

⽇陰・北斜制限

電⼒契約

予算
建築基準法

内装制限

接道条件 ⾼さ制限



 

 

建築設計の場合は建築家が感性的側面と工学的側面の両面で

整合性を求められる点が特徴であり、各図面間においても頻繁

に相互制約が発生し、図面の更新が幾度となく行われる。 

また、ぺニヤはアーキテクチャラルアナリシスと呼ばれる建

築プログラミングによって機能、形態、経済、時間という相互

に作用する4つの側面からの考察方法を示している[6]。これら

4つの側面ごとに問題点を単純化し、全体問題として明快に理

解することが必要としている。この問題点はデザインの制約と

位置付けることができる。 

 

４．システムズエンジニアリングにおけるアーキテクチャ 

社会システムなどの大規模、複雑な対象の設計方法論である

システムズエンジニアリングにおいて、アーキテクチャ定義プ

ロセスの目的として「システムアーキテクチャ候補を作成し、

利害関係者の関心事をとらえ、システム要求を満たす一つまた

は複数の候補を選択し、一貫した一連の複数のビューの中でこ

れを表現すること」と定義されている[7]。ここでは適合性、

実行可能性、コストの妥当性などを管理して要求や振る舞いに

関する洞察を集めることとされている[8]。 

白坂はアーキテクチャをシステムと外界の関係及びシステ

ムを構成する要素とその構成要素間の関係と定義している。一

方、アーキテクチャの設計については複数の視点において、構

成要素とそれらの関係性を明確化するとともに、各視点間の関

係性を明確化することと解説している。 

 

５．デザイン教育におけるトータルアーキテクチャ 

近代における最初のデザイン教育を試みたバウハウスにお

いても建築を教育課程の最終課程に据えて、統一や調和を体得

することを目的としていた。ワルターグロピウスはバウハウス

設立に当たり、建築芸術(architectonic art)について言及し

ている[9]。この宣言では「あらゆる造形活動の最終目標は建

築であり、建築家、画家、彫刻家が建築の多岐的形成を全体と

部分にわたり再度認識し把握せねばならぬ」としている[10]。

教育課程を予備教育、工作教育、建築教育の三段階で構成し、

建築教育では音、色、形の統一を基礎に、実際的な調和を得さ

せる教育が、個人の肉体的、精神的特性を均衡させる目的とし

て授けられている。この当時から製品のデザインにおいてタイ

ポグラフィ、画像、色、パターンなどの表現に関係なく、共通

の目的達成のために連携して動作する部分のシステムとして

デザインを意識していたとされている。そのためにグロピウス

は建築を建築芸術として位置づけ、特定の設計分野としての建

築ではなく、すべての設計の包括的な原則、それは芸術と方法

のシステムとして、組織化原則の表現として意図していた。そ

の後、ミース・ファン・デル・ローエが学長に就任してからは

建築専門の工科大学としてバウハウスは性格づけられていく。 

 

５．アーキテクチャの観点に基づくデザイン制約 

建築、システム、デザイン教育においてそれぞれのアーキテ

クチャの意味を俯瞰してみると、それぞれデザイン制約にあた

る要素が発見できる。プログラミングにおける問題点、システ

ムズエンジニアリングにおける要求や振る舞い、バウハウスに

おける統一を基礎とした調和などが挙げられる。それぞれデザ

イン対象が異なるとして、共通することは「システムとして共

通の目的達成のために部分が関係性を持って機能させる」とい

う点である。デザイン対象を超えて、アーキテクチャが秩序や

調和を実現するための方法であることを示している。 

 

６．結論 

本研究では建築設計、システムズエンジニアリング、デザイ

ン教育においてアーキテクチャの観点からデザイン制約につ

いて調査を行った。その結果、アーキテクチャはシステムデザ

インの特徴である目的達成のためにシステム内の要素間が相

互作用するといった特徴を持つことを考察した。特にバウハウ

スにおいて建築を組織化原則として位置付けていたことから、

デザインが様々な要素の集合体であることを意味している。こ

のことは大規模かつ複雑化する文脈やデザイン対象を設計す

る上で手がかりになると考えられる。近年、システムデザイン

とデザインシンキングに関する研究が盛んとなっており、今後

も建築やバウハウスでのデザイン教育を中心にアーキテクチ

ャの理論や実践について調査を進め、具体的な方法論としての

アーキテクチャを提示したい。 

 

７.参考文献 

1. 前川 正実. (2015). デザイン対象の外部制約と内部制約

の観点に基づく思考プロセスモデル. デザイン学研究, 

61(6), 6_9-6_18. 

2. ISO25065:2019, Systems and software engineering 

—Software product Quality Requirements and 

Evaluation(SQuaRE) — Common Industry Format(CIF) for 

Usability: User requirements specification 

3. IPA、デジタル・アーキテクチャ・デザインセンター、 

https://www.ipa.go.jp/dadc/index.html 

4. ISO/IEC/IEEE42010-2010, Systems and Software 

engineering – Architecture description 

5. Maier, Mark W., 2009, The Art of Systems Architecting 

(Systems Engineering), CRC Press. 

6. ウィリアム・ペニヤ・本田邦夫，1990，『建築計画の展

開―プロブレム・シーキング (SD選書)』鹿島出版会． 

7. ISO/IEC/IEEE15288, Systems and Software 

engineering-System life cycle processes 

8. INCOSE, 2015, INCOSE Systems Engineering Handbook: A 

Guide for System Life Cycle Processes and Activities, 

Wiley. 

9. Buchanan, R. (2019). Systems Thinking and Design 

Thinking: The Search for Principles in the World We 

Are Making. She Ji, 5(2), 85–104.  

10. 利光功，2019，『バウハウス――歴史と理念〈記念版〉 (ア

ート&デザイン叢書)』My Book Service Inc.． 


