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１．デザイン対象の複雑化 

デザインはその適用範囲を拡大する一方で、複雑性に関連

するいわゆる「厄介な問題」に対する課題認識が広がってい

る(Buchanan, 1992)[1]。2015年に発表されたデザイン研究で

はヘルスケア、交通、行政、環境問題などの複雑な社会シス

テムを「DesignX」として定義し、その特徴を9つにまとめて

いる(Norman & Stappers, 2015)[2]。以後、DesignXを引用し

た論文が年々増加している。複雑性の構造は有機体であり階

層的システムである[3]。これら有機体の望ましい状態と現在

の状態が分かれば、2つの状態の差異を解消する相関的過程を

発見することが複雑性を解く鍵として期待されている。 

 

２．システムシンキング 

ハーバード・サイモンは人工物について内部環境と外部環

境の存在を指摘し、その両者の接面を我々はインターフェー

スとして見ることができるとしている。外部環境が内部環境

に適合しているならば、人工的なシステムはその意図された

目的に役立つ。 

関連する工学分野であるシステムズエンジニアリングにお

けるシステムの定義として、システムにはあらかじめ定義さ

れた目的があり、その目的を成し遂げるための相互に作用す

る要素を組み合わせたものであるとしている[4]。これにはハ

ードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、人、情報、技

術、設備、サービスおよび他の支援要素を含むとしている。

システムの特性を工学の見地に基づきシステムズエンジニア

リングとして体系化し、航空、宇宙、軍事などの大規模複雑

な対象における設計方法論としてその分野を確立している。 

一方、システムシンキングはシステムの成長と平衡のシミ

ュレーション手法であるシステムダイナミクスが起源とされ

ている。その後、センゲによって学習する組織設計の手法と

して紹介され、複雑なシステムの根底にある「構造」を捉

え、影響力の大きい変化と小さい変化を識別するためのディ

シプリンとしている[5]。システムシンキングは氷山モデル、

因果ループ図などの手法によって、対象の全体構造を明らか

にすると共にその関係性を考察することで根本原因分析によ

ってレバレッジポイントを明らかにすることが特徴である。 

 

３．デザインとシステム 

一方、デザインの定義を紐解くと、「従来の認識＝記号

(sign)を一旦破壊(de-sign)して分解し、物事を多様に関係し

合った要素の集合として再認識、綜合する」と言われる[6]。

チャールズ・イームズはフランスで行った展示会のインタビ

ューでその特徴を「デザインは望む目的に最も良くかなうよ

うに、必要な要素を組み立てる計画のことであり、デザイン

は目的を表現することである。また、デザインには倫理や制

約があり、行動の方法論である」と示している[7]。その後、

ローエによって建築および都市デザインにおけるデザインの

背後にある思考やプロセスをデザインシンキングとして理論

的に整理され、その中で「デザインは全体像が視覚的である

点や対象にまつわる諸々の要素または知識を審美的、伝統

的、文化的、社会的システムに沿って、暗黙的に組織づける

行為」として紹介している[8]。イームズやローエのデザイン

の定義は目的に沿った組織（システム）を表現する行為がデ

ザインの本質であることを示している。その点でデザインと

システムは古くから深い関係性があると言える。 

 

４．システムシンキングとデザインシンキングの融合 

DesignX以降、デザイン研究においてシステムシンキングに

関する言及が増加している。ブキャナンはシステムデザイン

を「私たちの環境に依存する複雑さ、相互関係、および多く

の相互依存関係を明らかにするもの」として紹介している

[9]。特にデザインシンキングではあまり触れられることがな

い、部分と全体、関係性といったシステムアナリシスの側面

に対する期待が伺える。一方で前章でも指摘したようにデザ

インはそもそもシステムであったとする主張もあり、デザイ

ン自体の原理原則、デザインが役立つ組織を導く原理原則の2

つの不確実性に対する関心がシステムとしてのデザインの側

面を際立たせていることも指摘されている。 

ブキャナンはこの論文でバウハウスにおける

「Architectural Art」について言及しており、「建築」が全

ての造形活動の最終目標と位置づけ、芸術と技術の融合を試

みていたことを指摘している。全ての設計の包括的な原則と

して、建築を本来の意味にもっと一致する芸術と方法のシス

テムとして意味づけていた。これは部分としての工芸が全体

の一部としても機能することを意味しており、建築という統

合を部分と全体の文脈で紹介している点が興味深い。建築は

システムシンキングとデザインシンキングの両面を包含する

存在と言い換えることができる。 

同様に、インテリアデザインについても生活の周囲の物理状

態を人間の行動と経験のための環境に変換する行為であると

して、サインとコミュニケーションの統合、モノとコンスト

ラクションの統合、インタラクションと環境の統合、ヒュー

マニスティックの思想として弁証法的統合という4つの次元の

デザインが行われていることを指摘している[10]。 

この指摘においてもシステムデザインとデザインシンキング

の両面の建築を示唆していると考えられる。 



 

 

５．考察 

デザインは従来、システムとしての意味を持つものとして

いたが、主にIDEOやスタンフォード大学といった米国西海岸

のデザインシンキングの潮流によってその認識が薄れていた

と言っても過言ではない。デザイン思考に脚光が浴びた当

時、デザイナーがデザイン思考に対して疑問を呈していたこ

とが裏付ける[11]。なぜならデザイナーは課題発見を行なっ

ていたわけではなく、デザイナー自身の審美観や世界観と照

らし合わせデザイン対象の関係性を創造し、新しい意味を生

み出している。言い換えればシステムシンキングとデザイン

シンキングの両面で建築を実践していたと言える。 

デザイナーはシステムシンキングとデザインシンキングの

対立をどのようにして調整しているのだろうか？1つの仮説と

してデザイナーの内在的なプリンシプルによってシステムを

秩序立てる行為を行なっていると見ることもできる。システ

ムには秩序の存在が指摘されている[12]。秩序はデザイナー

によって内部環境と外部環境の相互制約を満たす状態をトレ

ードオフによって導くものであるが、デザイナー自身の経

験、哲学、倫理などに大きく依存している。 

客観的にセンスのいい、バランスのある、といった感覚知

はシステムの秩序にも大きく関係していると考えられる。 

デザイナーは内在するイメージと照らし合わせた造形を最

終的に具体として提示しなければならない。そのためにはデ

ザインに対する哲学的信念が必要である。この信念がプリン

シプルであり、内部環境と外部環境の境界の引き方に作用し

ていると考えられる。ブキャナンはデザインにおけるジレン

マと対立の存在を指摘しており、多様な第一原理として

「善、公正、有用、満足」の視点で議論が重要としている

[9]。これら4つの視点に基づくプリンシプルの設定はデザイ

ナーの内面において、システムシンキング、デザインシンキ

ングの両面における建築につながると考える。我々がシステ

ムシンキングとデザインシンキングを融合しようとするのは

それぞれの視点からプリンシプルの本質に根拠を見出そうと

する行為と言える。 

一例として、英国のデジタルサービスでは以下のプリンシ

プルが定義されており、複数のデザイナーによってその根拠

を明文化している。日本のサービスデザイン実践ガイドブッ

クでもこれらを引用した12原則が紹介されている[13]。 

Government Design Principles (Gov.UK) 

1. Start with needs 

2. Do less 

3. Design with data 

4. Do the hard work to make it simple 

5. Iterate. Then iterate again 
6. This is for everyone 
7. Understand context 
8. Build digital services, not websites 

9. Be consistent, not uniform 

10. Make things open: it makes things beter 

６．結論 

本研究ではプリンシプルに沿ってシステムシンキング、デ

ザインシンキングの融合を行い、デザイン対象である人工物

のシステムに秩序をもたらすことにつながることを紹介し

た。建築によって生み出されたプリンシプルによって秩序立

てる考え方はシステムシンキングとデザインシンキングを融

合することにつながると考える。日本語として建築というニ

ュアンスで相当するかは引き続き議論が必要である。 

プリンシプル自体の創造過程は本研究の対象外としている

が、今後はプリンシプルに焦点を当てながら、その創造過程

や制約としての機能も明らかにしていきたい。これによって

システムシンキングとデザインシンキングの融合とデザイン

研究としてのさらなる探究を今後の課題とする。 
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