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Abstract: Russian psychologist Vigotsky proposed that human 
thinking uses a medium between subject and object. Based on his 
theory, the author tried to make a theoretical model of design 
thinking in expecting it could devote to design research. 
 The author asserts that design thinking is a typical human 
problem solving style by making tools as means for solving the 
problem. Design thinking can be seen as “pre-doing” part of this 
type of problem solving. From this viewpoint, core of design 
thinking is searching process for new means that has suitable 
function to meet the goal. The design thinking is composed of 
trial-and-error representation process in which the search is 

proceeded by repetitive expression of subject’s inner image to an 
externalized form of means to be able to recognize and/or verify 
it. The creative thinking appears in the searching process. It is, 
however, put in paradox that, in spite of it is in focused 
goal-oriented thinking, it needs widened search space to make 
divergent thinking. In that situation an external stimuli can let the 
searching space wider, because the external world is always 
larger than the subject’s internal world. Designer’s sketch is a 
part of the externalized world and sometimes it also can be an 
external stimulus.  
 Proposed model can explain those features of design thinking. 
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	 １	 はじめに	 

	 2012 年に発表したデザインにおける付加価値の分析に続い

て、今回はデザイン思考の普遍的性質について考察を行う。本

発表では人間の生産的労働行為（いわゆる「ものづくり」）の

本質を表現と認知の区別という視点に基づいた試行錯誤過程

として捉え、その中に普遍的なデザイン行為を位置づける。	 

	 

２	 ヴィゴツキーの「思考単位」	 

	 旧ソヴィエトの心理学者 L.S.ヴィゴツキー[註 1]は、人間の

思考は、図 1 に示すような思考対象 O と自己 S の間に媒介項 M

を置く形で成され、これがあらゆる思考の中に貫かれており、

一つの切り離すことの出来ない「思考単位」を形成していると

主張した。それより前、アメリカの哲学者 C.S.パースも、記

号論的視点から人間の媒介的思考について述べている。	 

	 これらを一口に言えば、人間が外界とやりとりを行うとき、

媒介項を通じた間接的関係を持つことにより、人間に特有な抽

象的思考の基礎を築いてきたという主張である。ヴィゴツキー

は、これを人類が、道具を用いた生産的労働を行うことで社会

生活を営み始めたことによるものであり、社会生活におけるコ

ミュニケーションを行うための言語の獲得もこれを基礎とし

ていると主張している。	 

	 

	 

３	 問題解決行為としてのデザイン思考単位	 

	 著者は、この主張に基づき、さらに媒介項の表現と認知を区

別することでデザイン思考の基本的単位を想定し、その上に螺

旋的試行錯誤過程としてのデザイン思考の全体構造を考えた。	 

3.1.	 「機能」の一般的意味について	 

	 人間の「ものづくり」行為は、対象と自己の間に生じたある

種の矛盾を解決する手段として人工物を作り出す行為といえ、

その意味でデザイン思考は問題解決行為であるといえる。した

がって、デザイン思考は本質的に目的指向的であるといえる。

目的指向的思考においては、思考単位の媒介項（M）は「手段

（Means）を意味し、デザイン行為者（S）は対象（O）との間

に生じた問題を、人工物（M）を用いて解決しようとする。こ

の目的と手段の関係を一般的な意味で「機能関係」と呼ぶこと

ができる。したがって手段は目的の関数（function）であると

いえる。これを以下のような関数式で表すことができる[註 2]。	 

	 m	 =	 f(g)	 ここで m は手段であり、g は目的（goal）であり、

f()は関数関係(functional	 relation)を表す。	 

	 ここでの「機能」は単に物理的機構のみを指すのではなく、

手段として使われる場合の「使いやすさ」「分かりやすさ」な

どのような生理的レベルの機能や、使い手の満足感などの心理

的機能をも含む。この目的・手段関係は、実際には多層な入れ

子型となることが多く、その場合は、最初の関係で手段であっ

たものが目的とされることになる。	 

3.2.	 問題解決手段創出としてのデザイン思考単位	 

	 デザイン思考の過程では、主体 S は対象 O との間に生じた問

題を解決しうる新たな手段 M を探索する。この過程は、以下の

ように表せる。Sp⇄m=f(g)	 ここで、Sp は問題解決を指向する

主体であり、その探索過程は双方向的（⇄）であるといえる。	 

	 なぜなら、デザイン主体の頭脳に浮かんだ m のイメージは、

それを外的な形に表出しなければ主体自身も認知できず、表出

されることによって初めて認知の対象たり得るからである。	 

	 このような視点からデザイン思考をヴィゴツキーの思考単

位の基礎の上で捉え返すならば、図２に示すような形で表わす

ことができると考える。	 

	 ここで、主体は、客体的対象との間に生じた矛盾を「問題状
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Fig. 1: ヴィゴツキーの思考単位 



況 Op」として捉えることから思考がはじまる。デザイン主体の

内部に生じた意図Sg は、問題の解決状態を目標g として捉え、

それに必要な手段 m の探索あるいは創造に向かう。主体は自分

の頭の中にある案のイメージを表出しないとこれを確認する

ことができない。したがってこの過程は表出とその確認という

時間差をもった双方向の思考となる。これは人間の表現行為に

特有な思考形式であるといえる。表出された案 Mm は問題状況

の解決に機能関係 m=f(g)を仮想的に適用され、予想される結

果を評価する。結果が不可であれば、もう一度探索をやり直す。	 

したがってこのデザイン思考単位自体が試行錯誤的である。	 

	 

４	 	 多層的試行錯誤過程としてのデザイン思考	 

	 実際のデザイン思考は、この基本単位が図３に示すように、

多層に重なった螺旋的な形で構成され、それぞれのレベル特有

の M の表現形態（Representation）をとると考えられる。	 

	 この多層構造は大きく３つの層に分けられ、第１段階では主

体と客体的状況の間に生じた矛盾を主体が「問題 Op」として認

識し、解決への意図（目的意識 Sg）を形成する段階がある。こ

こでは主体が把握した「問題」がどのような内容であり、何を

要求しているのかを Mg として表現することが必要となる。	 

	 第２段階では、主体は目的指向的になり（Sm）、この Mg を達

成するために必要な手段 m の探索が必要となる。表出された

Mm は m=f(g)を想定適用され、その結果を評価される。この第

２段階はデザイン思考の中核的部分である。	 

	 最後に第３段階では、行為主体 Sa は第２段階で採用された

手段案 Mm を実際に Ma として製造し、実際の問題状況において

使用する。その結果（Oa）に主体が充足すれば問題は解決する

が、そうでない場合は、再びこれらのプロセスを上位階層まで

たどり直さねばならなくなり、問題の再把握が必要となる。こ

の状況からしばしば創造的思考が生まれる。そして、一つの問

題が解決されることで、そこからまた新たな問題が生じる。	 

	 こうしてデザイン思考はそれそれの段階における試行錯誤

と、全体的螺旋構造の中での試行錯誤を繰り返しつつ進行する。	 

	 

５	 	 デザイン思考における創造的思考の特徴	 

	 デザイン思考は、既存の手段で解決できない問題に対して、

問題の再把握を含めて、新たな解決手段を創出することが目的

となるので、その意味では本質的に創造的な思考であるといえ、

そのような思考は、通常のロジカルで推移的な問題解決と異な

る側面をもっていることは周知の事実である。	 

	 その中心に、発散的思考過程での問題がある。デザイン主体

が発想に行き詰まったとき、いったん目的指向状態から遠ざか

り、リラックスした雰囲気に逃避（Incubation	 [註 3]）する

とそこで突然いままで考えつかなかったアイデアがひらめく

ことがある。ある場合には、自分が描いたスケッチをリラック

スした雰囲気でレビューしている際にその中にまったく新し

い案の手がかりを発見することもある[註 4]。	 

	 このような特徴は、創造的思考が問題解決思考ではないから

なのではなく、創造的問題解決における発散的思考でのパラド

ックスに起因していると考えられる。新しい解決手段の探索は、

目的指向的であるいじょう、探索空間は絞られざるをえない。

しかし、狭められた探索空間では発散的思考が行われにくくな

り、創造的思考特有のパラドックスに落ちこむ。	 

	 デザイン主体（S）はこのパラドックスを上述のような方略

を用いて乗り越えようとする。外部空間はつねにデザイン主体

内の探索空間より大きい（S⊂O）という事実と、表現行為にお

いては S の内部に生まれたアイデアのイメージを外部に表出

する過程と、それを確認する過程が時間差をもった逆方向の思

考であるという事実から、S の表出物を含め、探索空間の外部

にある刺激が、S の探索空間を拡大させうるためと考えられる。	 

	 

６	 	 結論	 

	 デザイン主体と客体の間を結ぶ媒介項としてデザイン対象

の表現（Representation）を捉え、それが探索空間内部から外

部に表出されることによって新たな認知対象となるという本

考察のような知見は、今後デザインの創造的思考を考察する上

での新しい手がかりを与え得ると考える。	 
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Fig.2:	 デザイン思考単位	 

[ 表出された媒介物 ] 

[ 主体の状態 ] [ 客体の状態 ] 

Stage I 

Stage II 

Stage III 

B
a

ck
 t

ra
ck

in
g 

表出された解決目標 

Sg 

Mg 
	 

Op 
検証 

表出 適用 

意図形成 客観的問題状況 

評価 

Mm 
	 

Sm 
	 

Oas 
	 

表出された手段案 

手段探索 
想定適用 

想定結果 目的指向 

解決状態 
充足 

Ma 

Sa 
	 

Os 
	 

製造された手段 

使用 
生産 

行動を起こす 

Fig.3:	 デザイン思考単位の多層的構造	 


