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Design and designers are facing an opportunity and a 

challenge of unprecedented proportions, because the society 

is being transformed in design processes that are much more 

rapid, comprehensive, pe1vasive and driven by humans and 

their systems than ever before in histOIY, This is the context 

for the future of design, whether the design field or the 

society in general perceives it or not 

We tend to see the world according to categories we have 

defined or grown to respect. If we have learned that design 

is a ce1tain kind of thing, it will be hard to see it differently. 

But we owe it to future designers to have an open mind and 

be prepared, and prepare them, to work in a new landscape 

of design, with a much broader diversity of design problems 

to deal with, and with a growing arsenal of new kinds of 

materials for design to know and utilize. 

My views are based on the work we have been doing in the 

Media Lab at the University of Art and Design Helsinki 

UIAH in the ARKI research group (http://arkLuiah.fi), in 

order to develop an understanding of how digitalizaUon may 

influence the society, and what that means to design. 

I do not know what the most important new areas and 

expe1tises will be, or how their teaching should be initiated, 

but I want to present some indications of future directions 

Kari-Hans Kommonen 
Media Lab. University of Art and Design Helsinki U/AH 
Finland 

and propose some points of view to take into account when 

designing design education. 

The issues I will bring forth will clearly touch those who 

are in some way directly involved with new technology and 

computers, and might be of interest to those who want to 

explore new areas, but I would propose that the globalized, 

integrated, design and technology intensive, market driven 

circumstances make it necessary for all design to make the 

effort to see the larger picture and establish a position � or 

accept that it very likely will find itself furthering 

questionable developments in society. 

Design is a universal, ubiquitous phenomenon 
Design has been defined in a variety of ways, but none of 

these seems to capture the idea in a way that would persuade 

a dominant following. Instead of presenting here a gallery 

of examples, I will just quote Richard Buchanan, who 

discusses this phenomenon in his very inspiring and 

insightful reflection of the idea of design and design thinking 

in an article titled "Wicked Problems in Design Thinking": 

"Despite the efforts to discover the foundations of design thinking 

in the fine arts, the natural sciences, or most recently, the social 

sciences, design eludes reduction and remains a surprisingly 

flexible activity. No single definition of design, or branches of 

professionalized practice such as industrial or graphic design, 

adequately covers the dive1sity of ideas and methods gathered 

together under the labeL" 

"There is no area of contemporary life where design � the plan, 

the project, or working hypothesis which constitutes the 

"intenUon" in intentional operations� is not a signific;mt factor 

in shaping human experience." 
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"The challenge is to gain a deeper understanding of 
design thinking so that more cooperation and mutual 
benefit is possible between those who apply design 
thinking to remarkably different problems and subject 
matters." 1 

All human beings design, and the ability to design is one of 

the fundamental things that differentiates us from other 

animals. Also culture and everyday life is permeated by 

design, and it is impossible to impose a tightly defined view 

over such diversity. Given the ubiquity of design, the 

cultivation of this pluralism is beneficial and even essential. 

For a designer it is important not to surrender to this 

apparent difficulty of defining design. I believe that it is a 

designer's responsibility to develop a personal Lmderstanding 

of the field of design, as well as to be able to elaborate and 

explain this view to others. The characteristic of tolerating 

and even cherishing such a subjective freedom is one of the 

strengths of the field. 

This essay relies on such a subjective view.2 I believe that 

the difficulty in defining design results from the desire to 

find clear and indisputable boundaries: because design is 

such a broad phenomenon, this pursuit generally leaves large 

areas of design outside of the boundaries. My concern is to 

study design wherever it can be found, and hence this 

definition may seem vague, open, and broad; however, I 

have found it useful and eye opening for my own needs and 

in facilitating work with colleagues and students from many 

disciplines. 

I propose that 1'design1 means the set of characteristics that 

more or less essentially defines the structure and functioning 

of something. We differentiate things from one another by 

their design. The activity of 1'designingl is to intentionally 

create designs. 

1'Designerl is an expert role in design processes - an expe1t 

person who designs. Some people design intentionally 

without calling it design or identifying themselves as 

designers. Some people identify themselves as designers, and 

a subset of those has been educated as designers in a design 

institution. In this article, I will use the word 1'designerl to 

refer mainly to those who identify themselves as designers. 
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But designs are created in a variety of design processes and 

many, if not most, designs result from processes that are 

not intentional and do not employ human designers. For 

example, evolution has produced uncountable designs that 

existed before humans appeared. 

Design operates within an evolutionary framework 
Evolution did not stop designing when humans developed 

the ability to design. Instead, humans have increased the 

speed of evolution by introducing intention and conscious 

evaluation into the selection process. The human mind, 

society and language created a platform for cultural 

evolution, a process that produces immaterial design 

artifacts, or ideas, as well as material a1tifacts, which embody 

or materialize some of these ideas. 

The interaction of cultural and social evolution has led us 

to the world we have now, and in the process we have created 

an appreciation for the ability of individuals to contribute 

to the evolution by introducing new ideas and practices. 

Unfortunately, a concept of design that emphasizes 

individuals and their creativity and innovations often 

overlooks the evolutionary and societal framework and the 

multitude of processes that actually influence and determine 

the success of designs. This may give well earned respect for 

inventors and designers and their skills, but fails to bring 

forth a more comprehensive, useful and fair picture of design 

in society. 

One source of this trouble is our reluctance to accept that 

complex and functional designs can emerge without the 

intentional designer. In spite of the fairly common 

acceptance of Darwinls evolution as the process that created 

the diversity of life on earth, we still always attempt to 

identify the intelligent being who masterminded the things 

we think exhibit design and intention. 3 

But if evolution designs, what is the role of the designers? I 

propose that designers should not be seen as the individualist 

creative heroes that single-handedly change the world. 

Instead, the human mind and culture form an amplifier 

and extender that makes the design processes and the 

emergence of new designs dramatically more efficient In 



this view, all people, and designers especially, act as agents 

of evolution � but within its constraints � when they design. 

Wicked problems demand design expertise 
There are many areas in society where designs are created in 

ways and processes that could benefit from the kind of design 

expertise that has been developed in the fields of design. 

But because the designs created in these new areas are not 

labeled as fdesignsl, and because there is no design education 

for those fields, the fields are not generally connected to 

design. 

However, I believe that this is changing now, and the change 

is driven by the parallel and interconnected developments 

of increasing convergence, globalization, and the imperative 

of sustainability. 

Convergence of our technology, infrastructures, businesses 

and cultural conditions connect and combine things in new 

ways, and makes new interactions between surprising 

elements suddenly essential. Globalization grows the scope 

and impact of design ar1d introduces completely new kinds 

of concerns for cultural and ethical issues. Demand for 

expertise of a new kind that was not even envisioned a little 

while ago, suddenly pops up. The society grows more and 

more -\'wicked problemsl for which it desires to develop 

comprehensive, systematic solutions, as opposed to one-off 

improvised solutions. 

Buchanan brings up the concept of the wicked problem, as 

introduced by Horst Rittel. Rittel argued that most of the 

problems addressed by designers are wicked problems: they 

are, according to his formulation, a "class of social system 

problems which are ill-formulated, where the information is 

confusing, where there are mar1y clients and decision makers 

with conflicting values, and where the ramifications in the whole 

system are thoroughly confusing." 4 

Buchanan goes on to propose that design problems are 

indeterminate and therefore wicked, because "design has no 

special subject matter of its own apart from what a designer 

conceives it to be. The subject matter of design is potentially 

universal in scope, because design thinking may be applied to 

any area of human expeiience." 

Another interpretation I would like to offer is that design 

deals with wicked problems because it has evolved for that 

purpose. Design as a field has evolved, ar1d design expe1tise 

has been developed, because people and the society have 

always had wicked problems to deal with, and this requires 

approaches that some other disciplines are not willing to 

accept. Thus, to be able to address wicked problems is a 

special characteristic of design, ve1y intimately connected 

to its identity and the justification of its existence as a field 

of its own. 

The issues for society are not running out, and their 

wickedness is increasing, because we are realizing that we 

must take the whole of the world more and more into 

account in eve1ything we do. As the wickedness ar1d scope 

of issues grow, more design expertise is needed. And as 

Buchanan also says, design thinking can be applied to any 

area. 

Digitalization breeds new wicked problems 
One of the key activities that is teaching us a lot about the 

relationship of design and society ar1d the future, is software 

related design. It is tied to the technological revolution that 

is enabling the global changes. This gives it a privileged 

ringside position in the development of new design 

approaches that become necessary because of, and benefit 

from, the emerging technological possibilities. 

Software design gives us new ideas about the world and the 

potential for design, because one of its essential tasks is to 

create abstractions of the real world. Software designers must 

try to analyze patterns that make up human activities and 

social systems, and model them, or systems that complement 

them, in software. This is very interesting right now, because 

the whole society is being transformed by a process of 

digitalization5, in which software design plays a very 

influential design role. 

As more and more of social and cultural activities become 

mediated by digital software systems, the more social and 

cultural concepts, characteristics, structures and systems 

need to be understood and to some extent modeled by 

designers. While most social and cultural phenomena can't 
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be reduced to software, and many important areas of our 

life might even deteriorate from growing efficiency, many 

more or less significant areas remain, which can gain 

tremendously in efficiency through networking and digital 

software. This will generate a strong, irresistible drive to 

digitalize many aspects of our everyday life. 

For example, our food or our friends will not become digital, 

but some digital tools may form a very important part of 

our food-related social activities. We might use digital, 

efficient tools to find what we want, to be able to hold on 

to our demands concerning its quality, to negotiate a 

reasonable price, and to arrange our schedules so that we 

can eat in peace. While most people do not wish to be more 

efficient in everything, there are numerous practical and 

boring functionalities they do want to make more efficient. 

The changes these digital, networked designs infuse into 

society are so powerful that they have a dramatic effect. They 

influence the ways we communicate, trade, make a living, 

make agreements, form communities, make decisions, 

participate in decisionmaking, get information and so on. 

The changes will touch all people in all societies, because 

many digital ways of doing things will replace old, non

digital ways. This makes us all eventually dependent on 

digital technology. Anyone who is involved in the buying 

or sell ing anything;  in using money or credit ;  in 

communication; in passing through locks; in travelling or 

staying in foreign places; and so on - will be touched by 

these changes, whether they want to or not. 

My motivation in pointing out the likely extent of the impact 

of digitalization is not to glorify nor condemn it, but to 

suggest that it is something that we all must take seriously 

into consideration in the long run, and the sooner the better. 

P e o p l e  e v e r y w h e r e  would  b e n e f i t  f r o m  a bet ter  

understanding of  what is  going on, but designers who do 

play a more active part in the making of our common future 

should make i t  a point  to  make sense of the this  

development, because of  its influence on any area of  life, 

but also because of the new areas of design it reveals to a 

perceptive obse1ver. 

But what the techno-economical actors who are driving this 
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development are beginning to see is that software and 

technology expertise is not enough for success. Many 

technologically advanced products have completely failed 

in the market. The failure of the dot-corns testifies of 

grandiose expectations that were completely unfounded. 

Why? 

Technology develops much faster than its applications, 

because technological problems are not wicked while 

application problems usually are. People and organizations 

do not have direct demand for technology - they need 

benefits. These benefits do not result from consumable 

products, but from changes in the practices, activities and 

products which technology makes possible. The success of 

new technology is not possible without social and cultural 

evolution and innovation that can take advantage of it. 

Therefore, even though software design is at the core of this 

development, and its needs are pushing many of the new 

ways to think about design, the most important design issues 

technological development bring forth do not really belong 

to the technological realm. Software can not serve people if 

it does not enable new social and cultural innovation. 

SoftwaTe expertise will be needed for the software problems, 

but expertise about the whole diversity of life is needed in 

order to enable the technology to become material people 

can use to construct their own ways to apply it. 

The ecosystem we design for is now always global 
Another great challenge is to deal with the responsibility of 

attempting to create fair and sustainable designs. We can't 

escape globalization any more, in any field. Globalization 

creates a global market, which brings benefits but also makes 

problems global. Within economies, polarization grows -

the rich get richer, and the poor poorer. Growing efficiency 

means that production does not need as many people as it 

used to, while the production that is still necessary tends to 

move to locations where it is cheapest. In the wealthier 

economies, this development marginalizes many people and 

creates new pove1ty, crime and instability. 

These economies have built that wealth through exploitation 

of other economies over the past centmies. This exploitation 



now continues in new forms, for example through the 

utilization of cheap labor (which is cheap because of the 

lack of investment in the kinds of societal services and 

infrastructures that the workforce in the wealthier economy 

enjoys), and continues to create responsibility to those who 

benefit, for its consequences. 

Design decisions can make a difference in influencing, for 

example, whether the potential of new means will be used 

to increase the efficiency of the exploitation, or to increase 

the faimess of trade. 

Designs can create structures of exclusion. For example, 

although a credit card seems to be designed for a certain 

purpose, it is being used as a general measuring stick of the 

holder's reliability. A number of products and services can't 

be bought if you don't have a credit card - regardless of 

whether you have the money or not. In many countries, it 

is not possible to rent a car or reserve a hotel room without 

a card. Internet payments are almost impossible without 

one. Subtle, but powerful and cumulating details that often 

are overlooked. Convenience and efficiency creates 

dependency and new stmctures with implicit, often at least 

seemingly unintended power. 

Growing efficiency, scope and speed mean that the 

consequences of actions and decisions can have much more 

devastating and irreversible consequences than ever before. 

If we find that some design was not good, it may already 

have destroyed the structures that existed before, and this 

may have taken place in a global scale. In design, we need 

to pay much more attention to issues of sustainability before 

we make the changes, and consider economical, social and 

cultural aspects as well as environmental ones. Societies are 

wholes, and individual people live in them whole lives. Even 

though our designs play only a part, that pa1t interacts with 

these wholes, and we need to be aware of these possible 

interactions. 

While the basic situation is not new, what has changed is 

the scale, speed and efficiency, and that through the global 

media network we have access to any information we might 

want, any time. People will be unable to claim that they did 

not know what was happening; their only excuse can be 

that they did not understand how it works and how they 

were responsible. But designers, as the experts who must be 

able to assess the characteristics of the designs they help to 

create, can't hide behind such an excuse. They can't blindly 

rely on a superficial understanding of a static world, because 

they are creating new circumstances in a changing world. 

They must define for themselves what it is that they should 

know about the context of the things they design, and take 

that responsibility seriously, as p3It of the ethical foundation 

of the profession. 

I am trying merely to point out that as we follow some of 

the threads such as these a little deeper, we find that there is 

almost a new world of design problems waiting to be taken 

into account. It used to be so that we could judge that many 

of these concems would be out of scope, but in a global, 

converging scene, this is no longer tme. 

Challenge to design 
The challenge to the field of design is to deal with the 

dramatic changes in society and the new responsibilities that 

result from growing design intensity combined with new 

pervasive technology and the global scope of everything. 

The best way to do that is to embrace the demand for new, 

unpredictable kinds of design expertise and find ways to 

develop the education to respond to this demand, thereby 

realizing an important opportunity to increase the 

significance of design in society. 

And while the drivers that bring this opportunity forth relate 

to technology and economy, the relevant response to this 

challenge should address social, cultural and political areas 

of design, but be very thoroughly fluent with the emerging 

technological means, in order to be able to use them as 

material. 

This situation of increasing demand has an interesting 

characteristic: neither the design institutions nor the society 

at large have yet really identified its nature appropriately as 

a specific challenge for the field of design. 

The categories we like to use to clarify the stmcture of the 

world often become barriers instead of facilitators. As the 

world is converging, and everything is interacting with 
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everything else, design institutions may become prisoners 

of the boundaries they have defined for themselves if they 

take them too seriously and allow them to be too rigid. 

In spite of the different ideas about specializations and 

boundaries of validity, there are many people who 

nevertheless cross them; the problems and designs do not 

have any respect for boundaries. For the design institution, 

it is probably smart to design a flexible and enabling 

organization which can react quickly and support people 

who come with a capacity and vision to develop new 

activities, even if they were not envisioned by the institution, 

rather than make a long term plan with very specific fields 

and profiles, and then try to find people who fit the profiles. 

1) Buchanan, Richard, jWicked Problems in Design 

Thinking{:, The Idea of Desigr1, Victor Margolin and 

Richard Buchanan, (eds.), The MIT Press, Cambridge, 

MA,l995. P., 3. 

2) This subjective view is obviously inspired and 

influenced by numerous authors whom I am not able 

to credit properly in this space. 

3) Dennett, Daniel C.: DaiWinJ.s Dangemus Idea: 
Evolution and d1e Meanings of Life, Touchstone, New 

Y ark, NY, 1996: An enlightening explanation of the 

relationship between evolution and design. PP. 64-73. 

4) Buchanan, R., jWicked Problems in Design 

Thinkingf:. 

5) Technology development is turning all electronic 

devices and communication systems little by little into 

components of a seamless, global digital platform, a 

digital dimension. This, in turn, forces all content on 

that platform to become digital as well. The digital 

platform is a network of computers, and the 

computers are all controlled and directed by software, 

which all has to be consciously designed by humans. 

For a more elaborated description of the development 

of the digital dimension, see http://arki.uiah.fi/ 

concepts/digitaldimension 

from gadgets to digthings 

0 

�:'»ttk::H,..r 

"'15 ___ ,. 

88 SPECIAL ISSUE OF JSSD Vol.9 No.3 2001 -Tif-1 :/!¥Ull��·"" 

.r..:.nooaun/ 

o�gf)Jrn 

rli:HI•'ty-- _ � iuii .. ·�i IIV.()J'fu 

.... -- ,.- '\ 
. 0 ,\ Ill : 

( • •. -.::.; . 1. 
' 1 ( 0 DlfJ rtiJ fl(} 

l \� ... --� I ' �· .-·--. 
.' J l;;l ) 0 I 

_,.�� .. .r } J' ! • 1',�· { 
�-....__)· �) 



83デザイン学研究特集号  SPECIAL ISSUE OF JSSD  Vol.9  No.3  2001

1 はじめに

デザインとデザイナーは、全く新しい調和の機会と挑戦

に直面している。というのもデザイン・プロセスが、歴

史上かつてないほどの猛烈な勢いで、包括的かつ全面的

に人間とそのシステムによって突き動かされており、こ

の分野で現代社会が転換期を迎えているからである。デ

ザインの分野ないし、社会一般がこのことに気づいてい

るか否かにかかわらず、これはデザインの未来にかかわ

る状況なのである。

　われわれは、自分たちが定義したカテゴリー、あるい

は尊重すべきものに育て上げてきたカテゴリーに従って

世界を推しはかる傾向にある。デザインとはこれこれの

ものであると学んできた場合、それ以外の見方をするこ

とは困難であろう。しかし、広い視野をもち、物事に柔

軟に対応できる未来のデザイナーたちは、デザインに関

する遙かに多様な問題を取り扱い、新たな素材を発見

し、実用化することによって、デザインの新たな地平を

切り開いてゆくに違いない。

　私の見解は、ヘルシンキ芸術大学UIAH(University of

Art and Design Helsinki UIAH)のARKI研究グループ(http:/

/arki.uiah.fi)にあるメディア研究室で行ってきた、ディジ

タル化が社会に及ぼす影響および、それがデザインに対

してもつ意味を理解しようとする研究に基づいている。

　将来的に最も重要となる新たな分野および専門技術と

は何か、それを教えるにはどうしたらよいかといったこ

とには、私は関心がない。私はただ、デザイン教育を計

画するにあたって考慮すべき、将来の方向性を示し、さ

らに、いくつかの視点を提案したいと思う。

　私が提起する問題は、何らかの形で最新のテクノロジ

ーやコンピュータに直接関係している人々にとっては重

要な意味をもつであろうし、また、新しい分野に関心を

もつ人々にも興味ある問題となるだろう。しかし私は、

グローバル化され、統合され、そして、デザインとテク

ノロジーに特化された、マーケット主導の状況において

は、あらゆるデザインがより大きな将来像ないし、自ら

の立場を示す努力をする必要があると主張したい。さも

なければ、デザインが社会の疑問のある発展をみすみす

助長する可能性も大いにあるからである。

2 デザインは普遍的・遍在的現象である

　デザインとは何か。これまでにも、さまざまな方法で定

義されてきた。しかし、いかなる定義も、多数の支持者を

獲得できるほどの概念とはなっていない。ここでさまざま

な実例を引き合いに出すつもりはないが、この現象の分析

を行ったリチャード・ブキャナンの、デザインという概念

および思考に関する、非常に示唆に富み、洞察に満ちた論

文、『デザインの考察における邪悪な問題（“Wicked Prob-

lems in Design Thinking”）』から引用してみたい。

　「造形芸術、自然科学、そして近年においては、社会科

学の分野においても、デザインの概念の基本を発見しよ

うとする努力が積み重ねられてきているにもかかわら

ず、デザインはこのような定義によって矮小化されるこ

となく、驚くほどの柔軟な活力を保持している。デザイ

ンについてのあらゆる定義、あるいは、工業デザイン、

グラフィック・デザインといった、あらゆる専門分野の

区分けをもってしても、デザインというラベルによって

表されるアイディアや方式の多様性を十分にカバーする

ことには成功していない。」

...

「現代の生活において、計画、プロジェクト、あるいは、

意図的な操作において「意図」を構成する作業仮説等々、

デザインが人間の経験を形づくる重要なファクターとな

っていないような領域は存在しないのだ。」

...

「困難な課題ではあるが、デザインという概念についてよ

り深い理解に到達することにより、全く異なった問題

や、主観に関しても、デザインという概念を適用する人

々の間で協同が可能になり、相互に恩恵が得られるよう

にしなければならない。」[注1]

　人間のあらゆるデザインおよび、人間のデザインする能

力は、本質的に人類を他の動物と区分するものである。さ

らに、文化と日常生活の双方にデザインが浸透している。

かかる多様性を一括して厳密な定義で括ること自体不可能

である。デザインの遍在を認め、多元論的な思考に慣れる

ことこそ、有益であり、さらに必須のことなのだ。

転換期の社会に向けたデザイン
Design for Society in Transformation

カリ＝ハンス・コモネン　
ヘルシンキ芸術大学メディア研究所、フィンランド
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　デザイナーにとって、デザインという概念を定義する

ことが非常に困難であるという見かけに屈しないことが

肝要である。デザインという分野について、自分なりに

理解を深めること、そして、自分なりの考えを人に伝

え、説明すること、この二点はデザイナーの義務である

と私は信じる。このような主観的自由を容認し、大切に

育むという特色が、この分野の力となるのだ。

　この論文は上に述べたような主観的な見解に基づくも

のである。[注2] デザインを定義することの難しさは、明

確で議論の余地がない境界線を引こうとすることに起因

している。デザインは非常に広い現象なのであるから、

境界線を引こうとする試みは、その境界線の外に広大な

領域を残してしまうのが常である。私の姿勢は、存在す

る限りのデザインをすべて研究しようとするものであ

る。従って、私の定義は曖昧で、オープンで、意味が広

い。しかし、私自身の必要性を満たし、さまざまな教育

を受けてきた同僚や学生との共同作業を促進するという

意味において、私の定義は有用であり、また啓発的であ

るということが、私自身わかってきたのである。

　「デザイン」とは、ある程度本質的になんらかの物事の

構造と機能を定義づけている特質のセットを意味するも

のである、という説明方法を私は提案したい。こう説明

すると、デザインによって物事を互いに区別することが

できるのである。「デザインする」という行為は、意図的

にデザインを作成するということになる。

　「デザイナー」はデザインのプロセスにおいて専門的役

割をもつ。つまり、デザインをする専門家というわけで

ある。中には、自分の行為をデザインとは呼ばず、ま

た、自分自身をデザイナーであるとは思ってもいない

が、それでも意図的にデザインをする人々もいる。ま

た、自らをデザイナーであると自認し、美術学校でデザ

イナーになる教育を受けた人々のうちの一人と認識して

いる人もいることだろう。この論考では、おもに自らを

デザイナーであると自認している人々に対して「デザイナ

ー」という言葉を用いる。

　しかしデザインは、さまざまなデザインのプロセスか

ら生み出される。そして大部分とは言わないまでも、そ

れらの多くが、人間のデザイナーが意図的なプロセスか

ら生み出したものではないのだ。たとえば、人類が出現

する以前から、進化の過程において無数のデザインが生

み出されてきている。

3 進化の枠組みにおけるデザインの働き

　人類がデザインの能力を発展させた一方で、進化に伴

うデザインも留まることはなかった。そればかりか、選

択の過程に人類が意図と意識をもち込んだために、進化

のスピードを一層速めている。人間の精神、社会、言語

は、文化的進化のプラットホームをつくり出し、また人

間が非物質的な人工物やアイディアを、アイディアが具

現化した物的な人工物を作るのと同様に作り出すプロセ

スを創造した。

　文化的・社会的進化の相互作用によって、現代の世界

が生み出された。そして、その過程においてわれわれ

は、新たなアイディアや試みを導入したという意味にお

いて、個々人が進化に貢献した、その能力を評価するよ

うになったのである。

　しかしながら残念なことに、個人とその創造力や革新

性に重きを置くデザインの概念をもってすると、進化や

社会的枠組み、そして、デザインの成功に実質的な影響

を与え、決定づけることさえある複数のプロセスが見過

ごされてしまうことも多い。発明家、デザイナー、そし

て彼らの技術には多大の賞賛が贈られるが、社会の中で

のデザインに対する、より包括的で、有用かつ公平な概

念を助長するような視点が欠如している。

　意図をもったデザイナーなしでも複雑で機能的なデザ

インが生まれることがある、という考え方をわれわれが

受け入れられないという事実も、このようなトラブルの

原因のひとつである。地球上の生命体の多様性を生み出

すプロセスを説明したダーウィンの進化論が、これだけ

一般的に受け入れられているにもかかわらず、われわれ

はいまだに、デザインと意図を披瀝すると思われる物事

を巧みに操る知的存在を探し求めようとしがちだ。[注3]

　だが、もし進化がデザインをするとしたら、一体デザ

イナーの役割はどうなるのだろうか？　デザイナーを、

独力で社会を変革することができる利己主義的で創造的

なヒーローと見なしてはならない。それどころか、人間

の精神と文化は、それが増幅器となり拡張するものとし

て機能することによって、デザインのプロセスと新たな

デザインの出現を劇的に効率化する働きをしているので

ある。このような考え方に立てば、全ての人間が、そし
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てとりわけデザイナーと呼ばれる人々が、それぞれの持

ち場においてデザインすることにより、進化の担い手と

して機能しているということがわかる。

4 デザインの専門技術に関して要求される邪悪な問題

　デザインの分野において発展してきた専門技術のメリッ

トを生かした手法やプロセスを用いて、社会のさまざまな

領域でデザインが作り出される。しかし新しい分野で創造

されたデザインは「デザイン」というラベルが貼られていな

いために、また、そのような分野ではデザイン教育という

ものが行われていないために、概してそういった分野自体

がデザインとは無縁の領域と考えられてしまいがちだ。

　しかしながら、このような状況は現在、変化しつつあ

ると私は考えている。このような変化は、一層の集中、

グローバル化、そして持続的開発といった、平行しつつ

相互に関係がある発展によって突き動かされている。

　テクノロジーの集中化、インフラストラクチャ、ビジネ

ス環境、文化環境等々が、新しい形で物事を相互に結びつ

け、思いもよらなかったようなエレメント間の新たな相互

作用が突如として必須の結びつきに転換したりする。グロ

ーバル化はデザインの領域とインパクトを拡大させるとと

もに、文化的・倫理的諸問題に対して、全く新たな懸念を

生じさせている。少し前までは思いもよらなかったような

類の専門技術が、突如として求められるようになる。社会

はますます「邪悪な問題」を抱え込むようになり、個別の場

当たり的解決策ではなくて、より包括的かつシステマティ

ックな解決策が求められるようになっている。

　ホルスト・リッテル（Horst Rittel）の提案に基づき、ブ

キャナンは邪悪な問題という概念を取り上げている。彼

によれば、デザイナーから出された問題はすべて、邪悪

な問題ということになる。ブキャナンの定式化によれ

ば、彼らは「誤って定式化された社会システムの問題を抱

えた階級であり、ここでは情報が錯綜し、互いに対立す

る価値観をもった多くのクライアントと意志決定者がひ

しめき合っていて、システム全体に、その末端に至るま

で完全に混乱している」のである。

　ブキャナンは、デザインという問題は不確定のもので

あり、それ故、誤っているとする。なぜなら、

　「・・・デザインには、デザイナーがそうあるべきと思

っているものを除いては、特有の主題が存在しない。デ

ザインの主題は、範囲としては潜在的に普遍性がある。

というのも、デザインの思考は、人間経験のあらゆる領

域に適用可能だから。」[注4]

　邪悪な問題が存在し、それを取り扱わなければならな

いし、その問題に対して「デザイン的アプローチ」が求め

られているのであるから、デザインは邪悪な問題を取り

扱っている、という説明もされる。デザインの専門技術

は、人間と社会が常に邪悪な問題に対処しなければなら

なかったがために発展したのであり、人間がこの誤りに

対処できるように、デザインは数多くのエレメントを組

み込んだのである。この見解によれば、邪悪な問題に対

処できるようになるために、デザインには特別な資質が

求められているのである。

　社会に対する問題は枯渇することがない。そしてその

邪悪さもますます増大する一方である。なぜなら、われ

われは何をするにしても、世界全体を視野に入れなけれ

ばならないということをより深く認識しつつあるから

だ。邪悪さとそこにある問題の範囲が広がるにつれて、

より一層デザインの専門技術が必要とされてくる。そし

て、ブキャナンの言うとおり、デザイン的思考があらゆ

る領域に適用可能になってゆくのだ。

5 ディジタル化が新たな邪悪な問題を生み出す

　ソフトウェア関連のデザインは、デザインと社会の関

係および将来に関して、われわれに多くの教訓を示して

くれる重要な作業と言えよう。これはまた、グローバル

な変化を可能にしつつある技術革新と密接に結びついた

作業である。新たに生まれた技術的可能性のおかげで、

またその技術的可能性から恩恵を受けながら、新たに必

要となったデザイン上のアプローチを開発するに際し、

ソフトウェア・デザインに対しては特権的なリングサイ

ドの席が与えられている。

　ソフトウェア・デザインによって、われわれは世界に

対する物の見方が一変したし、デザインの潜在能力にも

気付かされた。なぜなら、現実世界の抽象概念を作成す

ることこそが、ソフトウェア・デザインの本質的な課題

のひとつだからである。ソフトウェア・デザイナーは、

人間の活動や社会システムを構成しているパターンを分

析しなければならない。その分析結果をモデルにして、

ソフトウェアの中にそれらを補完するようなシステムを
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作成しなければならない。これは現在、非常に興味深い

事象である。というのも、社会全体がディジタル化[注5]

によって変容を遂げようとしている最中であり、しか

も、ソフトウェア・デザインがとてつもなく強い影響力

をもった役割を担っているからである。

　社会的・文化的活動がディジタルなソフトウェア・シ

ステムによって媒介されるにつれて、デザイナーが社会

的・文化的コンセプトや、特質、構造、そしてシステム

を理解する必要が高まり、さらに、多少なりともそれら

をモデル化する必要も生まれる。社会的・文化的現象の

大部分はソフトウェアに収まるほど切りつめることは不

可能であり、人間生活の重要な領分の多くは効率化によ

って質的劣化を逃れられない。だが他方で、多少なりと

も重要と見なされる分野で、ネットワークおよびディジ

タル・ソフトウェアによる効率化の著しい恩恵を受ける

分野も少なくない。このために、われわれの日常生活の

さまざまな局面に、強力かつ抗いがたいディジタル化の

波が押し寄せているのだ。

　たとえば、われわれの食事や、われわれの友人をディ

ジタル化することはできない。しかし、食事に関連した

重要な活動の一部をディジタル化するツールは存在す

る。効率的なディジタル・ツールを利用して食べたいも

のを探し出し、品質の点から吟味し、リーズナブルな価

格で入手し、配達日を指定し、予定通りにその品物を食

するといったことをする人もいるだろう。おおむねの人

はこの程度で満足するだろうが、より一層の効率化を追

求する人々もいるのだ。

　ディジタル・ネットワーク・デザインの社会への浸透

により引き起こされた変化は非常にパワフルで、劇的な

効果をもたらした。デジタル・ネットワークはわれわれ

の通信、交易、生計の立て方、契約の方法、コミュニテ

ィーの形成、意志決定の方法、意志決定への参加方式、

情報収集等々、人間生活のさまざまな領域に影響を及ぼ

している。このような変化はこれから先、あらゆる社会

の全ての人々に影響を及ぼすことになるだろう。なぜな

ら、ディジタル化された数多くの方式が、旧来のアナロ

グな方式に取って代わっていくからである。この結果、

われわれはすべて、ディジタル・テクノロジーに頼らざ

るを得ないという状況になる。何かを売買する場合、現

金やクレジットカードを使う場合、通信手段として、鍵

を開けようとする場合、外国旅行をする場合等々、好む

と好まざるとにかかわらず、あらゆる局面でこのような

変化の嵐に見舞われることになる。

　私がここで、ディジタル化のインパクトを指摘するの

は、ディジタル化を賛美しようとか、逆に非難しようとい

う意図からではない。長い目で見れば、いずれ誰もが真剣

に考慮しなければならない問題であり、しかも、より早期

に対応できた方がよい問題だからだ。現在進行しているこ

の変化をよりよく理解していれば、どこにいてもそこから

恩恵を得ることができるだろう。われわれに共通する未来

を築くにあたって、よりアクティブな役割を担うデザイナ

ーは、このような発展の意味するところを十分に理解して

いる必要がある。なぜなら、これは生活のあらゆる側面に

影響を与えるばかりか、洞察力をもった者には歴然とわか

ってしまう、デザインの新たな領域なのであるから。

　しかし、このような発展を押し進めているテクノ経済の

実行者たちは、すでにソフトウェアと専門技術だけでは成

功は望めないということに気づきはじめている。最先端の

技術を誇る多くの製品が、市場では完全な敗北を喫してい

るのだ。ドット・コムの相次ぐ失敗例は、一攫千金の期待

がまるで根拠のない画餅に過ぎなかったということの、何

よりもの証拠となっている。だが、どうして？

　応用の問題点には誤謬がつきまとうが、技術的問題に

は誤りがない。だからテクノロジーは予想よりもずっと

速く進歩する。人間と組織はテクノロジーに対して直接

的な要求はしない。彼らが求めているものはテクノロジ

ーから得られる利益である。このような利益は消費物資

に由来するものではなく、技術革新によって可能になっ

た習慣、行動、製品の変化によってもたらされる。新た

なテクノロジーの成功は、そのテクノロジーの利点を活

用することによって引き起こされる、社会的・文化的進

化なしにはあり得ない。

　従って、たとえソフトウェア・デザインがこのような

発展のコアな部分であるとしても、そしてそのニーズが

デザインに関する新たな考察方法を後押しするにして

も、技術の発展を促す最も重要なデザインの問題は、実

は技術の領域には属さないのである。ソフトウェアは、

新たな社会的・文化的革新を引き起こすこともできなけ

れば、人間に奉仕することもないのだ。専門のソフトウ

ェア技術が、ソフトウェアの問題に関して必要とされる
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一方で、多様な人間生活の全体像を扱う専門技術は、テ

クノロジーを具体化して、人々が自分なりに応用利用で

きるようにするために必要とされる。

6 われわれのデザインが目指すエコシステムは

常にグローバルである

　もうひとつ大きな試練が待ちかまえている。それは、

公平で持続性のあるデザインを作成しなければならない

という責任である。いかなる分野においても、もはやわ

れわれはグローバル化から逃れることはできない。グロ

ーバル化により、世界市場が形成されるが、これは確か

に利益をもたらす。その一方で、問題を世界中に振りま

くことにもなるのだ。経済的には両極分解が進むであろ

う。つまり、金持ちにはますます金が集まり、貧しいも

のはますます貧しくなっていく。効率化が進むことによ

り、製造工程の人員が削減される。それでもどうしても

必要な製造工程は、人件費の最も低いところに移して行

われる。豊かな経済発展を享受する部分がある反面、こ

の発展は多くの人々を進歩から置き去りにし、新たな貧

困、犯罪、不安定要因を生み出すことになる。

　このような経済体制は、過去数世紀にわたって他の経済

体制を搾取することによって冨を得てきた。搾取は形を変

えながら現在でも続いている。たとえば、安価な労働力を

利用することによって（豊かな経済体制のもとで労働者が享

受できるような、社会的サービスやインフラストラクチャ

への投資が欠如しているために、労働力が安価になる）、利

益を得る者に対する責任を今なお果たし続けているのだ。

　デザインにおける意志決定によっても、その影響に違

いが現れる。たとえば、新たな手法の潜在能力を搾取の

効率化のために利用するか、公平な交易を促進するため

に利用するかといった違いが考えられるだろう。

　デザインは排除の構造を生み出すこともある。たとえ

ば、クレジットカードは決まった目的のためにデザイン

されているように思われるが、実はカード所有者の信用

を測る一般的尺度としても利用されているのだ。現金を

いくらもっていても、クレジットカードをもたないと買

うことができない製品やサービスが数多く存在する。ま

た、多くの国では、カードがなければレンタカーも借り

ることができないし、ホテルの予約すらできないといっ

た有様である。インターネット上での支払いは、カード

がなければ事実上不可能だ。こういったことは普通は見

過ごされがちな些細なことかもしれないが、ひとつひと

つ積み重ねてみると差別化を強制する事象であるという

ことが理解できよう。利便性と効率性は依存性を生むと

ともに、少なくとも外見上は意図的に見えない、暗黙の

権力構造をも生み出す。

　効率化が進み、活動領域が広がり、変化のスピードが

加速すると、行動および意志決定の結果が、以前にもま

して不可逆なものとなる。あるデザインが良くないとな

ると、それまで存在していた構造そのものまでも破壊し

なければならなくなる。しかも地球規模でこの破壊を行

わなければならない事態になる可能性もある。デザイン

の分野においてわれわれは、変化を起こす前に、持続性

という問題にこれまで以上に関心を払わなければならな

い。さらに、環境的側面はもとより、経済的、社会的、

文化的側面にも注意しなければならないのである。社会

は統一体であり、この中で全ての個々人が生活をしてい

るのだ。たとえわれわれのデザインがほんの一部分の役

割しか担っていない場合でも、その部分が全体との間で

相互作用を起こす。われわれはこのような、将来的に起

こりうる相互作用の可能性まで視野に入れておかなけれ

ばならないのだ。

　基本的な状況はなにも新しいものではないが、スケー

ル、スピード、効率が著しく変化している。そして、地

球規模のメディア・ネットワークを利用して、われわれ

はいつでも欲しい情報にアクセスすることができる。「そ

んなこと知らなかったよ」という言い訳は通用しなくなる

だろう。せいぜい、「それがどういう意味をもつか、自分

がそれに対してどのような責任があるのか、わからなか

ったんだ」といった言い訳が成り立つ程度だ。しかし専門

家として作成に参画したデザインの特質に接しなければ

ならないデザイナーは、このような言い訳も許されな

い。デザイナーはスタティックな世界を表面的に理解し

ているだけではすまされないのだ。なぜならデザイナー

こそが、日々変化してゆく動的世界において、新たな環

境を作成している張本人だからである。デザイナーは、

自らがデザインした物事のコンテクストに関し、知って

いなければならないことを、自分自身で定義することが

必要だ。そして、このような責務を職業の倫理的基盤と

して真剣に考えなければならない。
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　このような文脈をちょっと掘り下げて指摘しただけで

も、デザインの将来には全く新しい世界が広がってお

り、われわれが十分に考慮しなければならないものだと

いうことがおわかりいただけたことだろう。今までは、

このようにやっかいな問題は自分たちの領分外であると

決めつけてしまうことも可能であった。しかし、グロー

バルに結びつき集中化してゆく世界においては、このよ

うな判断はもはや許されない。

7 デザインに課された試練

　新たに浸透しつつあるテクノロジーおよび、あらゆる事

象のグローバル化とあいまって進行する、デザインの強

化。それに起因する社会の劇的変化や新たな責任を取り扱

うことこそ、デザインの分野に課された試練と言えよう。

これに対処する最上の方策は、これまで予想だにできなか

ったような、新しいデザイン専門技術への要求を積極的に

取り上げるとともに、このような要求に応えられるような

教育方法を確立していくことだ。その際、社会におけるデ

ザインの重要性を高める重要なチャンスであるということ

を忘れてはならない。

　このようなチャンスを掴み取るためには、テクノロジー

と経済に精通していなければならないということは当然と

して、この試練に対して適切な対応をするためには、デザ

インの社会的、文化的、政治的領域にも考慮を払わなけれ

ばならない。さらに、最新のテクノロジーから生み出され

る技法についても、素材として利用するために徹底した理

解が必要であるということは言うまでもないだろう。

　このように要求が高まっている状況には、興味深い特徴

が見て取れる。それはすなわち、デザイン教育機関も、あ

るいは社会一般にも、このような要求がデザインの分野に

対する特定の挑戦であるという正しい認識が行き渡ってい

ないということである。

　世界の構造を明確にするためにわれわれが好んで使うカ

テゴリーをもってしては、事情を明確にすることができな

いばかりか、かえって認識の妨げとなってしまう。世界が

集中し、あらゆるものが他のあらゆる物事と相互に作用し

合う状況となるにつれ、自らが設定した境界をあまりにも

真剣かつ厳格に捉えすぎると、デザイン教育機関もこの境

界の内に閉じこめられた囚人と化す可能性もある。

　専門化とそこに生じる境界線の妥当性に関してはさま

ざまな考え方があるが、それでも、この境界を踏み越え

てゆく人間は後を絶たない。この問題やデザインは、境

界線に敬意を払うことはないのである。デザイン教育機

関にとっては、特殊な分野やプロファイルに特化した長

期計画を練って、そのプロファイルに適した人間を見つ

けようとするよりも、柔軟で実行しやすい機関として機

能するのがよい選択肢であろう。こうしておけば、たと

えその組織が必ずしも望んでいるような人物ではないに

しても、新しい活動を発展させようとしてやってくる、

才能とビジョンを兼ね備えた人々を、即座にサポートす

ることができるからである。

注：

1) Richard Buchanan: "Wicked Problems in Design Thinking",

in "The Idea of Design", eds. Victor Margolin and Richard

Buchanan, p. 3, 1995 MIT Press

2) この主観的な見えは明らかに、多くの著者が言及してい

ることであり、それが誰のものであるのかを認めることは

難しい。

3) Dennett, Daniel C.: Darwin's Dangerous Idea: Evolution and

the Meanings of Life, Touchstone, New York, NY, 1996: An

enlightening explanation of the relationship between evolution

and design. PP. 64-73

4)  Richard Buchanan: ibid

5) 技術の展開は、全ての電子的なデバイスとコミュニケー

ションシステムを、ディジタル次元にある継ぎ目のないグ

ローバルなプラットホームのコンポーネントへと向かわせ

ている。この力は、そのプラットホーム上にある全てのコ

ンテンツも同様に次々にディジタル化する。そのディジタ

ル・プラットホームとはコンピュータのネットワークであ

り、それらコンピュータは全てソフトウェアによって制御

され指示されている。そしてそれらソフトウェアは全て人

間によって意図的にデザインされている。ディジタル次元

の展開に関する詳細な記述は次のURLで参照できる。

http://arki.uiah.fi/concepts/digitaldimension

（訳責　須永剛司）

訳注： 原著「wicked problem」は道徳的な悪という意味

をこめて「邪悪な問題」と訳した。同様に「wickedness」は

「邪悪さ」とした。
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