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4. 創造性開発技法
何にでも素朴に疑問を抱くわれわれの幼年期の態度であ

るので，この原則でそれを要生らせると考えてよい.

2.5節で，創造性の心理学的研究を通して，創造性を高 [量を求む」とは，文字どおりアイデアをどんどん提

揚させる数多くの技法が開発されていると述べた.ここ 案すべきであるということである.アイデアを出せば出

では，その代表的な技法として，ブレーン・ストーミン すほど，良いアイデアも出やすくなる.科学的研究によ

グ， KJ 法，シネグティタス，および等価変換理論につ れば，量が質を生むという原貝1]が実証されているという

いて紹介する [12].

4. 1 ブレーン・ストーミング

プレーン・ストーミングはオズボーンが考案した集団

討議による創造性開発技法の 1 つで，既成の概念や権威

を廃し，自由で気ままな雰囲気の討論の中からアイデア

を引き出そうとするものである [12 ， 21J. この会議の参

加者は 5 人から 15人の範囲が良いとされ，討議のリーダ

ーは単なる進行役にすぎず，特別な権限はもっていない.

この討議に参加する者が忠実に守らなければならない

4 つの原則が存在する.それは(1)批判厳禁， (2) 自由奔

放， (3)量を求む， (4)結合改善，である.

「批判厳禁j とは，提案されたアイデアに対し討議

終了まで良い悪いの批判はしてはならないということで

ある.人々は教育を受け成人になるにしたがって，創造

性に必要とされる拡散的思考能力が衰え，論理的思考能

力のほうが強くなると述べたが，このため，習慣的に発

言の内容にも自己抑制lの態度が身につくので，この原則j

はこの抑制をとりのぞくためのものである.

「自由奔放J とは，自由で奔放なアイデアを歓迎する

ということである.創造とは，新しいものを生み出すも

のであるので，従来の固定的，常識的観念にとらわれな

い発想が重要である.創造性の源は，何でも興味を示し，
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「結合改善J とは，提案されたアイデア tこ対して，そ

れをさらに改善させたり，自分のアイデアを給びつけた

りすべきであるということである.これはアイデアの発

想、活動の中で重要な役割を演ずるアイデアの観念連合と

呼ばれるものの応用といえる.

観念連合とは，想像を記憶に対応させ，ある考えから

他の考えをもたらす心理的現象をいい，プラトンやアリ

ストテレスは，それを人間心理の基本的な原理であると

考えた[12J. 観念連合は， r接近(恋人の忘れた櫛を見て

恋人を思い出す)，類似(子供のトラの写真を見て猫を思

い浮べる)，対照(牛者丸から弁慶を連想する) J の 3 つ

の法則で示される.

結合改善の原則は，この観念連合の働きにより，人間

の潜在的な創造の心理状態を高揚させる手段となり，発

想の飛躍を促すものとして非常に重要視されている.

プレーン・ストーミングは，上記 4 つの原則を忠実に

守ることにより，まさに頭脳の中に嵐を巻きおこさせる

ものである.しかし，プレーン・ストーミングでは，拡

散的思考のみが主役を演じるため，この技法は，前章で述

べた第 1 水準の創造にとどまっているといわれる [21].

4.2 KJ法

KJ 法は川書回二郎氏によって考案された発想法であ

る [17].それは，たとえば会議などで提案されたような

ばらばらの個々のアイデアを，全体の中で位置つeけて事実

理，評価する方法である. KJ 法の技法は次のとおりで

ある.
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発言内容の中でひと区切りになった内容を圧縮して しい見慣れないものに見方を変えようとするのである.

r 1 行見出し j にして，紙片に書き込んでいく.この紙 前者は[異質慰11化j といわれ，本質的に問題の分析段階

片は数十枚から百数十枚が適当といわれている.次にこ に当り，すでに述べた論理的思考や集中的思考に対応す

の紙片を並べ，記載されている 1 行見出しを眺めながら， るといえる.この段階だけでは創造的な問題解決は困難

お互いに関係のありそうな紙片岡士を直観を働かせなが である.一方，後者は[馴質異化J といわれ，それは直

ら，グループ別に分類する. 観的思考や拡散的思考に対応するといえる.この段階で

次の段階で，このグループの紙片の内容を熟読して理 は，見慣れた世界を焦点を変えて眺めることにより，発

性的に分類していき，グループの意味する内容を再度 1 想の転換や飛躍を生む可能性に通じるといえよう.

行見出しに圧縮していく.この過程を繰り返しながら， シネグティクスにおいては，刷!質異化を行なうための

より大きなグループ編成を完成させていく. 次の 4 つの実践メカニズムが考え出されている.それ

KJ 法においては，グループ編成を通して生ずる，こ は， (L)擬人的類比， (2)直接的類比， (3)象徴的類比，

の[複雑すぎもせず単純すぎもせず，お互いに相関のあ (4) 空想的類比，である.

るデータのグループ」から，新しい独創的な発想が，そ 「擬人的類比J とは，問題に潜む要素を人聞にたとえ，

のデータの個々の結びつきを通して暗示されるといわれ 自分がそれになったつもりで問題を観察することであ

る [1 7]. る.これにより，すでに分析ずみの要素を用いて問題を

そして最後に，グループ内の関係を図解で示し，その 眺める立場から脱却できるという.たとえば，シャフト

図解をさらに文章化していくのである.この文章化の過 の開発に当っては，自分自身がシャフトになったつもり

程に分析的過程が含まれていて，アイデア全体の構造が で，その機構を想像的に観察するのである.

良く把揮できるので，新しいヒントが頭の中に湧いてく 「直接的類比J とは，実際の事柄(問題)をそれと類比

るといえる. した事柄，知識，技術などに直接比べることである.特

KJ法は論理的思考を中心としているので，前述のプ に技術上の問題は，生物学上の問題と対比させること

レーン・ストーミングで提案されたアイデアは，このK で，より創造的な発想が生み出されるという.この例と

J 法で整理すると良いといわれている [19J. それ故， K して，電話の受話器を人間の耳のメカニズムに類比させ

J 法は，第 2 水準の創造に対応するといえよう. ることがあげられる.

4.3 シネクティクス

シネグティクスとは，ゴードンによって始められた創

造活動の心理学的メカニズムを解きあかす研究であり，

その名は彼により，異なった一見関連のない要素を結び

つけるとし、う意味のギリシャ語から名づけられたもので

ある [13]，シネグティクス理論の仮定は，次の考え方に

立脚している.

(1)人間の創造性の効率は，実際の行動のもとになる

心理過程を解明することにより，いちじるしく増進させ

ることができる.

(2) 創造過程においては，感情的要素と非合理的要素

は，それぞれに相対する知的要素と合理的要素よりも重

要である.

(3) 問題解決に際して，成功の確率を増加させるため

に理解しなければならないのは，この感情的，非合理的

な要素である.

ゴードンは，この創造性の心理過程の観察から，創造

性発現における次のような実践メカニズムを見いだし

た.ある問題が提出された時，われわれの心の中では，

見慣れないものを見慣れたものに置き換えようとしま

た問題の解決に当っては，われわれは見慣れたものを新
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「象徴的類比J とは，問題を記述するのに，物的で非

人間的なイメージを用いることである.この類比は，技

術的な観点、からみれば不正確ではあるが，審美的に満足

のいく詩的な連想により瞬間的に生み出されるという.

たとえば，パーティー用の照明器具を工夫するのに，雷

の閃光のイメージを思い浮べることなどである.

「空想的類比j とは，通常，人間の潜在意識の底で働

いている非合理な観念を用いることである.たとえば，

重力の存在しない世界を想像する場合がこれに当る.こ

の類比は，恩11質異化の最初の過程で用い，他の類比を引

き出す引き金にするとよいといわれる.

ゴードンは，これらの類比による実践メカニズムを創

造性開発の集団討議に応用した.これがいわゆるゴード

ン・テクニッグと呼ばれるものである.プレーン・スト

ーミングが前述したように，拡散的思考による単なるア

イデアの提案であるが，ゴード γ ・テグニックは，異質

国11化から馴質異化へ，また異質恩11化へと，拡散的思考と

集中的思考の聞を意識的にゆれ動きながら，アイデアを

まとめていくのである.このテクニックは， ~II質異化の

類比に特徴があるため，第 3 水準の創造に分類できると

いわれる.

ゴードン・テクニック [8， 13, 21J はプレー γ ・スト
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ーミングに比較して， リーダーの役割が非常に重要であ

り，彼自身が討論の過程でアイデアを整理し，結論づけ

ていく.参加者はある程度，問題に対して知識や技術を

もっ専門家を対象とする. リーダーは初めから参加者に

問題の詳細を示さないで，その問題に内在する本質的で、

一般的な概念のみを教える.たとえば新方式の切断器を

発明する場合には，“切る"という一般命題を提示する.

参加者たちは，創造性を高揚し，この種の心理状態を誘

発する馴質異化の実践メカニズムを頼りに飛躍した創造

的アイデアを提案していく.

この討議に参加する人々は，ある程度事前の訓練を受

けている必要があるが，このゴードン・テクニックは，

産業界で実りの多い創造性開発技法として評価されてい

る.

4.4 等価変換理論

ゴード γのシネクティタスが人間の創造における心理

過程を分析して提案された考え方であるが，一方，市川

亀久弥氏は，工学的な研究の過程を通して，創造性の理

論を生み出した.これが有名な等価変換理論と呼ばれる

ものである [16 ， 23J. その考え方の基本は，相異なる事

象A ， Bに内在する本質的な等価関係を把握するもので

あり，それは創造における実践理論にもなっている.

この理論は，一般的に次式で表現され，その意味は次

のとおりである [23J.

Cε 
Ao = Br 

0 なる原系に属する事象A が，他の異なる任意の変換

系 T に属する事象に，ある観点 u のもとで，両者に共通

する要素(ある本質 ε とその限界条件 C)を媒介として，

完全に置き換えることができるとすると o 系の事象A

はで系の事象 B に等価変換されたという.

この等価変換思考では，事象Bの発明(発見)のための

アイデアが求められていると， ある事象 A を類推によ

りとりだし，その両者の共通の構成要素 Ce を抽出すれ

ば，概念的にはアイデアが生み出されることになるとい

える.

等価変換による創造的思考プロセスを概略的に示す

と， (1)問題を発見する， (2) 問題を設定する， (3)思考

観点 (v) を探索する， (4)本質，原理(ε) を見つける， (5) 

モデル，ヒント (Ao) を見つける， (6)条件 (C) を導入す

る， (7) C と ε を結合してアイデア (Cε) を見つける，

(8)満足された目標(Br) を創造する，となる.このプロ

セスが問題解決の手I1原となるものである [19， 21].

思考観点りやヒント Ao は，拡散的思考や直観的思考

を用いて探し出され，本質 ε はシネグティクスのところ

1981 年 6 月号

で述べたように類比によって抽出されるが，限定条件 C

は論理的思考によって導入されると考えてよい. そし

て， C と e が結合されることにより，単なる模倣から抜

け出した現実的な創造が生み出されるといえよう.

前述のゴードン・テクニッタは，集団討議の開始時か

ら本質 ε の抽出を意識的に行ない，それからそデル A。

の探索を類比により行なうが，この点，等価変換理論と

ほぼ同じで，市川氏の理論はゴードンのシネグティクス

を基礎づける理論と考えられる [21J. 等価変換理論はシ

ネクティタスと同じく，第 3 水準の創造に分類できると

いわれる.

4.5 創造性発現の例

飛躍した創造活動には，類比や類推，あるいは観念連

合が重要な役割を演ずると述べた.これらの類比，類推

などが有効であることは，数多くの画期的な発明，たと

えば，エジソンの蓄音器[13J，田熊式ボイラー [21J ， x 
線天文学におけるすだれコリメーター[24Jの発明などに

見いだすことができる.

ところで，一見手本とすべきものが存在しないように

思われる自然界の数学的理論の発見に当っても，類比，

類推が非常に重要な働きをしているのを見ることができ

る.物理学史において有名な量子力学創造の例を以下に

示しておく [25J.

1920年代，ニュートンの古典力学は原子レベルの世界

と宇宙レベルの世界で破綻をきたしていた.宇宙レベル

の世界は相対性理論がニュートン力学にとってかわり，

原子レベルの世界では新力学の発見が模索されていた.

この新力学(波動力学.現在では量子力学という)の発見

に当っても，類推が決定的な勝利を導き出したのであっ

Tこ.

当時，光が波動性と粒子性を合せもつこと(光の二重

性という)が実験的にも確認されていた.その頃，フラ

ンスの物理学者ド・プロイは，物質と考えられていた電

子の安定性を説明するためには，従来の波動論でのみ用

いられていた不連続な整数性を導入する必要に迫られて

いた.そこで，彼は光の二重性を電子にも移しかえ，そ

れならば電子のような物質粒子は粒子性と並んで波動性

も有するのではないかと大胆に着想し，物質波の存在を

予言した.これは実験により確認され，続く、ンュレーデ

インガーによる波動力学建設の先駅けを成したのであっ

た.

一方， オーストリアの物理学者シュレーディンガー

は，古典力学と幾何光学の数学的類似関係に注目した(ど

ちらもその基礎は同じ変分原理と呼ばれる数学で表現さ

れる).幾何光学は微小領域における光線の振舞い(回折
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現象等)の説明には無力であり，これを説明するには，

波動論的な概念を含む波動光学を用いなければならなか

った.彼は微小領域での電子の力学的軌道に対して，古

典力学が成り立たないのは，古典力学と幾何光学との聞

に完全な類似(上記の下線のつけられた文章部分の類似)

があるべきであり，光学が幾何光学から波動光学へ発展

したように，力学においても，波動論をとりいれた新力

学が存在するに違いないと考えた.そして彼は，その類

似関係を手がかりとして， ド・プロイの物質波の理論を

発展させて，波動力学を完成させたのである(図 2 ). 

以上述べたように，真に飛躍した創造には，類比，類

推が非常に重要な役割を演じているといえる.われわれ

は，このような点を日常あまり重要視して考えないが，

このような類比，類推が無意識のもとでの，いわゆる直

観とかインスピレーションとか洞察力とかいわれるもの

にあたるものになると考えてよいのではないだろうか.

5. おわりに

近年，商品開発あるいは経営企画などにおいて，創造

性は企業の最大関心事の 1 つである.次第に高度に発展

しつつある情報化社会において，古い技術や伝統を固守

することは，時代の進歩にたちまち遅れをとってしまう

であろう.常に新しい戦略を創造してゆかねば，生き残

ることはできない.

さらに，科学技術の副作用を自然が吸収できなくなり

つつある現在，地球全体を l つの巨大なシステムとして

捉え，情報科学的接近を行なううえで，創造の究明は重

大な焦点課題となっている.

北川敏男氏は，このようなシス』テムの論理として，切

断，自己保存，構成，統合，多様性の 5 つの原理をあ

げ，創造の本質が完成しうるのは，情報の新たな切断と，

新たな構成，統合を作ることによると述べている [10，

26J. 北川氏の切断の概念は， 創造の第 2 水準(分割結

合)，構成，統合の概念は第 3 水準(飛蹟結合)にそれぞ

れ対応するということができる.この意味から，今後は，

このような観点、からの創造的思考方法，すなわち， KJ 

法，等価変換理論，シネグティグスなどが，ますます重

要になるといえるのではなかろうか.
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図 2 力学と光学の対応関係
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