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１．はじめに 

デザイン思考の浸透により、近年は非デザイナーでもデザ

イナーの思考法を習得する機会が増加している。デザイン思

考は人間中心、問題のフレーミング、多様性、実験、可視化

などの実践例が報告されている[1]。しかし必ずしも誰でも革

新的なアイデアを出せるわけではない。デザイン思考はデザ

イナーの思考方法やプロセスを体系化したものであり、デザ

イナーとデザイン思考を使う非デザイナーには本質的な違い

が存在する。それは「直感」である。モホイ=ナジは解決策と

直感の関係を以下のように説明している。「科学的、技術的

な選択肢の中から解法は、視覚的、造形的な形の基本的問題

や、その本質的な心理学的役割と同様に、これらの動向に配

慮しつつ、主に直感によって決められる」。そして単一の要

素ごとの配慮に基づいて選択するのではなく、生活全体の関

連に基づいて選択し、それが時代を表しているものであれば

あるほど、そして将来の動向を予測しているものであればあ

るほど、より良い答えとなる[2]。 

デザイナーは創造したアイデアを説明する際に、着想に至

る先行イメージによってその説明を試みる。つまり着想した

「イメージの具体度」がアイデアの質にも大きく影響してい

ると考えられる。デザイナーは実行に先立ち、実質的な解決

策をもって仕事全体を視覚化し、瞬時に評価する能力の重要

性について指摘されている。そこにはデザイナーとしての実

践経験や知識の差が影響としていると考えられる。 

デザイン思考の研究は建築家や都市デザイナーの専門的職

業の思考方法の観察に由来する[3]。現代のデザイン思考がア

イデア創出を目的としているが建築家や都市デザイナーのプ

ロフェッショナルは最終的な建築や都市の実現にまでその責

任の範囲は及ぶ。そしてこの責任が経験としてデザイナーの

プロフェッショナルを強化し、問題状況の可視化に対するレ

パートリーを豊かにすると言われる。 

そこで本研究ではデザイナーの専門的職業（プロフェッシ

ョナル）に関する特徴について既往研究を調査し、デザイナ

ー固有の先行イメージについてモデル化を試みる。 

 

２．プロフェッショナルにおける省察の研究 

プロフェッショナルの思考方法に着目した研究としてドナ

ルド・ショーンの「省察」が挙げられる。省察とは自らをか

えりみて考えることである[4]。ショーンはプロフェッショナ

ルの省察的実践の研究として建築家や精神科医の専門的職業

におけるその思考過程を分析している[5]。 

専門家の省察的実践は「問題状況」の認識を行うと共にそ

のままでは意味をなさない不確かな状況に一定の意味を与え

ていく行為である。問題状況に基づき問題が抽出されて、技

術的解決が必要条件として認識される。 

このような直観的なプロセスに暗黙に作用している実践の

認識論は実践者が不確実で不安定、独自で価値観の葛藤をは

らむ「ジレンマ状況」をもたらすような認識論である。最初

の状況認識に従って状況を方向づけ、それに状況が「返答」

し、この状況からの返答に対してデザイナーが応答する。 

デザイナーはこの状況で意図せざる変化を考慮に入れるこ

ともあるが、その場合には新たな認識と理解が生まれ、そこ

から新たな「手立て」を講じて以下の評価を行う。 

1. 標準的デザイン領域から引き出した分類と照らして判断

した結果が望ましいかどうか？ 

2. 以前講じた手立てから生み出された意味と合っているか

反しているか？ 

3. 自分の講じた手立てから生み出された新たな問題が可能

性をどう認識するか？ 

デザイナーによって持っている意味のレパートリーも異な

り、作り出す変化の中に予期せぬ新しい意味を見出し、見出

した意味に応じて講ずる手立ての方向展開を行う。優れたデ

ザイナーは状況からの応答について行為の中で省察を行い、

省察しながらそのスタンスを「こうしたらどうなるだろう

か」という問いから、込められた意味の認識、部分から全体

に関する考察、検討から関与と変化していく。 

ショーンは状況の把握に関して、実践者は過去の経験を固有

の状況へ持ち込むと指摘している。事例、イメージ、理解、

行動のレパートリーを築き上げ、実践者は受け止めている状

況が固有のものだと気づいたときでも、それを自分のレパー

トリー内にあるものと見なす。最初はどんな点で類似してい

るか異なっているかは言わず、よく知らない固有な状況を、

既知のものと類似しているが異なったもの、と「見なす」。 

一方、既知の状況は、先例あるいはメタファーとして機能す

る。ある問題に直面するとき、その問題を以前経験したこと

のある例示的な問題のひとつと見なそうとする。デザイナー

は最初に状況を描写し、それから探求が進める。類似性への

気づきは「見なす」ことについての省察の成果である。逆に

類似しているように見えたふたつのものが異なる領域の経験

と考えられているものに陥った場合には、見なすことは、生
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成的メタファーと呼ぶ形式をとることになる。生成的メタフ

ァーの形式で見なすことは探求やデザインにおいて極めて重

要である。 

 

３．建築家や都市デザイナーのデザイン思考過程の研究 

ロウは建築家や都市デザイナーの思考過程をプロトコール

（観察記録の再現）によって、行動の連続性や論理の進行を

正確に説明している[3]。デザイン思考の手順を示すと共に経

験則に基づく「発見的手法」の存在を指摘している。発見的

手法は推論の手順が整うまで、あるいは全ての方策が実行さ

れるまで、実際に解決するかどうか分からないような意思決

定の過程を伴う。発見的手法理論は解決を生み出す多くの策

略の重要部分となり、個々の問題解決者の創造的特性とな

り、問題空間に対する探求の全体系を支配する。 

デザイナーが用いる発見的手法は、先の個人的経験により

生ずるため、主観的であるがその存在が示唆されている。そ

してそれはデザイナーの頭の中に思い出される状況において

のみである。発見的手法理論の概念は、問題解決論の客観

的、機械論的領域を超えて展開する時、「状況概念の解釈」

（メルロー・ポンティ 1962）と著しく似ている。メルロー・

ポンティは状況という言葉を「周囲の事情にかかわりをもつ

こと」あるいは「自然、文化、人間の問題の各々との能動的

関係」の意味で用いている。個人が、あることにすっかり夢

中になり、自分自身と馴染み、それを理解し始める時、状況

が生ずるとされる。 

デザインの過程はエピソードや状況の連続する流れによっ

て特徴づけられ、そのエピソードや状況は、問題が明確にさ

れ、解決される過程の発見的手法理論の段階と一致する。 

発見的手法理論に適用されている論理構成は「もし問題Xが

表われ認められれば、状況Zのもとで行動Yがとられる」とい

う形式で示される。別の言い方をすると、「問題X、行動Y、

状況Z」という集合をいかにして最初の場で認識するかが重要

とされる。 

 

４．人間を取り巻く「場」の4つの秩序 

 建築家や都市デザイナーは物体としての建築物だけでなく

人間を取り巻く環境について先行イメージを形成する。それ

らは「場」という状況によって説明することができる。ブキ

ャナンは人間を取り巻く環境について図1に示す4つの秩序に

よって場のデザインを論じている[6]。 

 

図1 環境デザインによる「場」の4つの秩序 

「場」には記号、物体、体験、思想の視点が存在し、それら

は環境デザインによってコミュニケーション、構造物、体

験、人間性として統合される。各要素はそれぞれ秩序を持っ

ており、場における人間の生活活動を支援するために一体と

して機能する。コミュニケーションは人やモノの間で情報を

伝達、交換する。構造物はプロダクトから建築物まで多種多

様なスケールで存在する。また、体験は人間の感情や心情の

時間的変化を伴う。そして人間性という倫理的視点とともに

場における人間のあり方を問う。先行イメージはこれらの要

素が統合された結果として1つの状況として可視化される。 

 

５．問題状況把握に関する先行イメージモデル 

既往研究の調査より、デザイナーの思考には省察、発見的

手法の特徴があることが分かった。また、場を構成する4つの

秩序によって先行イメージを以下のモデルとして提案する。 

1. 過去のレパートリーに基づく直感 

2. 4つの秩序に基づく場のイメージ構築 

3. 場を構成する要素（問題X、行動Y、状況Z）の把握 

デザイナーは個人的経験に基づく過去のレパートリーから

直感によって先行イメージを着想する。発見的手法によって

エピソードや状況を場の構成要素間の秩序を調整する。着想

された場のイメージを過去のレパートリーの情報をメタファ

ーとして利用する形で構成する問題、行動、状況の説明を試

みる。これらの関係を図2に示す 

 

図2 先行イメージの構築モデル 

今後、提案するモデルを評価検証すると共に、非デザイナ

ーへの適用を通して本モデルの再現性を考察していく。 
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