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Abstract: The basic form of design thinking is come from first 
time of making artifacts in human history. It has been, however, 
modified as various form of production through the human 
history. Present form of production is matured in the modern 
capitalism society. The author presents the specific feature of its 
production form, in which engineer and industrial designer are 
born as special job styles of it. 
 As the results, in the consume-accelerated economy, over 
production of commodities have been brought exhausting 

natural resources and pollution of the earth environment.  
 The author assert that the designers themselves cannot solve 
this problem, because their mission is to promote sales and win 
competition in market.  
 We should be alert on it. The author tried to grasp an essential 
feature of design thinking, which we have conceived from the 
birth of our civilization. This study might be aids of discussion 
for criticizing the modern production form and push design 
studies to next stage.

 
Key Word: Origin of design thinking, Capitalism production form, Critical attitudes 

 

１．デザイン行為とは何か 1)	 

	 あらゆる生命体は、細胞膜の内側の世界と外側の世界との動的

な平衡状態（ホメオスタシス）を生み出すように行動する（Fig.1）。

動物はこれを自分の手足などの身体的部位をもって外界に働き

かけることで行っているが、人間の場合は、これを、モノ（人工

物）を媒介として行うようになった。「ホモファーベル」と言わ

れる所以である。そこでは人間は外界と内界の間で生じる適応矛

盾を「問題」として認識するようになり、「問題」を、モノづく

りを媒介として解決する

ようになることによって、

その内部に人間特有の

「デザイン思考」を育て

ていったと考えられる。

したがって、普遍的な意

味でのデザイン行為は人

間に特有な問題解決行為

の原型であり、「問題」と

して認識された状況への

解決を「目論む」ことを可能にさせる媒介的思考であるといえる。	 

その過程は、何が「問題」であるのかを認識し、その解決案を考

え、それをつくり、実際に実行してみることを媒介としながら、

もっとも良い解を具体化していく試行錯誤過程であるといえる。

したがってそれは本質的に目的意識的であり、時間の先取り的で

あり、不確定的かつ非直線的な過程である。	 

	 

２．デザイン思考過程の構造 1)	 

	 デザイン行為の核となる部分の思考は、客体的問題状況（O）

とそれを「問題」として把握する主体（S）、そして仮解としての

制作物（M）を両者の間の媒介項とする 3項構造を持つ思考単位

であると考えられる（Fig.2）。	 

	 デザイン思考はこの思考単位を何度も繰り返しながら解をら

せん的に具体化していく試行錯誤的過程をとると考えられる。そ

の過程は、Fig.3 に示すような3段階の過程であるといえる。	 

	 第 1段階は、問題状況の発見とそれを何らかの形で「問題像」

として表出し、同時にその解決への意図を生成する段階である。	 

	 第 2段階は、生成された意図のもとで、解決手段（解）を探索

し、考案する段階である。ここが現在行われているような「デザ

イン行為」にあたる。	 

	 第 3段階は、そこで得られた解を実行に移し、問題の解決をす

る段階である。	 

	 通常、第 2段階では最適と考えられる解が得られるまで、試行

錯誤が繰り返され、ときには第1段階まで遡って問題の再把握が

必要になる場合もあり、そのような場合には創造的解が得られる

ことが多い。	 

	 

３．デザイン行為の歴史的変遷	 

	 もともと人類の「モノづくり」行為から始まったデザイン思考

は、人類の歴史とともに変化した。それは特定の歴史的社会にお

けるその社会特有の形態をとったのである。	 

	 現代社会特有の「モノづくり」体制は 17世紀頃のヨーロッパ

に始まる近代資本主義生産様式の発展とともに現れた。それまで

の受注生産的な職人工房（ギルドなど）でのモノづくりが、最初

から商業的販売を目的とする商人資本家の支配の元に置かれる

ことで、モノづくりの方法は最初から「売るためのモノ」をつく

る体制に変貌し、販路拡大に伴う多量な商品の生産に応じられる

効率化のために細分化・並列作業化され、やがてそれは機械に置

き換えられていった。これはモノの生産の場では産業革命という

形で表れ、ほとんどの人工物が商品としてつくられるようになり、

人々は商品を買って生活を行わねばならなくなっていった。	 

	 さらに、人工物の複雑化にともない、生産現場の労働から、工

学的知識を用いた頭脳労働に特化されたエンジニアが分離登場

し、最初は製造機械などの生産手段や橋梁、船舶、鉄道などの運

輸交通手段などの設計を中心に、人工物の工学的仕様を満たす思

考を専門とする職能になったと考えられる。	 

	 20 世紀に入ると、いわゆる消費主導型の資本主義経済が発展

し、生活資料商品の市場が拡大した。それとともに従来生産手段

を中心にその工学的仕様設計を行ってきたエンジニアは生活手

段商品の設計をも行うようになり、それに対応するため、エンジ

ニアの労働から美的センスを必要とする部分が分離し、やがても

っぱら商品に魅力を与えて購買意欲を高めさせることを専門と
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Fig.1: 生命体のホメオスタシス 



した「インダストリアル・デザイナー」と呼ばれる職能になった。	 

	 それとともに、レイモンド・ローウイの「口紅から機関車まで」
2)に見られるような生活のあらゆる部面でその仕事が要請され

るため、それぞれの分野での「デザイン」が専門的な仕事として

分化し、さまざまな分野での○○デザイナーが登場した。そのた

め他方でデザイナーの教育への要請から、それら各種の○○デザ

インに共通した要素を抽象することでデザインの理論化が図ら

れることになっていったと考えられる。	 

	 

４．デザイン理論研究における問題点	 

	 上述の様に、資本主義社会の発展とその特有な生産様式に基づ

く分業形態の展開によって生まれてきたエンジニアやデザイナ

ーは、モノづくりに必要な生産手段や販売手段をもつ資本家経営

者に雇用され、あるいは依頼され、その意図の商品化への実現の

ために働くことが使命であり「何のためにつくるのか」という基

本的な目的意識に関してはつねに雇用者の意図に従わざるを得

ない。エンジニアやデザイナーはどんなに理想を描いてみても、

それは一口に言えば、企業が利益をあげるためにつくるのであり、

市場での競争に勝てる商品でなければならない。社会的に必要と

されるモノの本来の使用価値はそのための手段としてしか実現

させることができなくなっている。こうして社会的な生産におい

て、直接モノをつくる立場の人々からは「何のためにそれをつく

るのか」という主体的目的意識が失われ、それがそうした人々を

雇用し利益をあげようとする人の目的意識（例えば競合商品に勝

つなど）となって表れることになったのである。	 

	 こうしたモノづくりにおける目的と手段の逆転が、今日、市場

での企業間の過度な競争を背景として、消費（購買）の拡大を促

す経済体制をもたらし、過剰な生産を推進させ、その結果、地球

資源の枯渇や自然環境の破壊を引き起こしているといえる。	 

	 しかし、こうした問題は「デザイナー」という職能の場におい

て解決することはできない。なぜならその職能自体がそれを推進

する役割のもとで誕生したのであるから。	 

	 デザインの理論研究は、その意味で単なる職能的知識の体系化

やその共通部分の抽象化（いわゆる「横の抽象」）ではなく、む

しろデザイン行為の現状における矛盾や問題から出発し、それを

批判的にとらえることを媒介として、その矛盾の底から「そうで

はない」デザイン行為の普遍的な姿を抽出しようとする視点（い

わゆる「縦の抽象」）が必要である。	 

	 

５．「デザイン行為の3段階」の持つ意味	 

	 上述	 第 1節および第 2節で述べたデザイン思考およびデザイ

ン行為の構造は、そのような視点から得られた結果である。これ

によれば、本来のデザイン思考過程では、デザインの目的意識は

「要求仕様」として外から与えられるものではなく、内発的に発

生するのでなければならない。最初に、第 2 節で述べた「第 1

段階」として、問題が何であるかを主体的にとらえることが重要

であり、それによってどのような解が求められているのかを考え

ることになる。デザイン主体自身とともに社会全体に関わる問題

を含んでいる場合にこそデザイン思考が必要になるといえる。本

来はその上で「第2段階」でその問題の解として「何をいかに作

るべきか」が初めて思考の対象になるべきなのである。	 

	 例えば、「なぜ過剰な生産が資源問題や地球環境問題を生じて

いるのに必要もないニーズを生み出さねばならないのか？」とい

った問題に直面した場合には、企業間の競争という利害の壁を超

えて、むしろ社会全体のさまざまな専門的知識を持つ人々を横並

びに結びつけることで、社会全体に共通する問題を解決しようと

する視点から、人工物デザインの本来のあり方について考え実践

するための理論的な武器になり得るものでなければならない。	 

	 また、提案された解は、単に、利益をあげたヒット商品になっ

たかどうかではなく、第3段階で実際に問題解決の手段として用

いられることによって、初めて評価され、次の問題解決に必要な

知見を蓄積することができるようになるのである。	 
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Fig.3: デザイン行為の 3 段階 
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Fig.2: デザイン思考単位 


