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∃ 「第四の波」の到来

グ）エイテイブという言葉が流行っている。リチャード

フロリダの「ダ）エイチイブ資本論」（ダイヤモンド社、

2008年）や、ダニエル・ピンクの「ハイコンセプト」（三笠

書房、2006年）、ヨーナス・リッデルストラレとシェル・ノー

ドストレムの「成功ルールが変わる！」（PHP研究所、

2004年）など、21世紀に入って登場した世界的ベスト

セラーは、決まって創造性に着目している。そこに共通

するのは、個人のグ）エイティビティをビジネス化するこ

とだ。

アルビン・トフラーは、30年も昔に、社会の発展の流れ

を決める三つの波を予想した。「第一の渡」は農業革
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命による農耕社会であり、「第二の波」は産業革命によ

る工業化社会の到来であった。そして「第三の波」は、

情報革命による情報化社会の流れである。この予想は

現実となり、ウェブやクラウドを通じ刺青報化の進展とと

もに、現代産業社会のグランドデザインとなった。

それに続く「第四の波」とは？ダニエル・ピンクによれ

ば情報化時代（第三の波）には、「左脳主導思考」を

得意とする合理的なナレッジワーカーが有能たりえだ。

しかし、その後に到来するコンセプトの時代（第四の波）

では、「右脳主導思考」による創造性こそが、発展のカ

ギを握っているという。芸術的・情動的な美を創造する

能力や、一見関連性のないアイデアを組み合わせて斬

新で新しいものを生み出す能力など、いわゆる創造的

な能力こそが、情報化社会が行き着いた先には、国と

組織の勝負を分けるのである。



』ビッグCとリトルC

創造性が重要であることは論を待たない。有史以

来、われわれ人類は、その創造性ゆえに文明を形作っ

てきた。その一方で、創造性はとらえどころがないもので

もある。

その一番の問題は、創造性が学術用語として、しっか

りと定義されていないことにある。まずもって、創造性と

近い言葉－イノベーション、独創性、新奇性、想像力、

発想力、着想、インスピレーション、創意工夫など－と

はっきりと区別することができない。

実際、多くの創造性研究でも、その対象を明確に定

義することを避けながら、測定を試みている。だから、

創造性研究の第一人者であるハーバード大学テレ

サ・アマビールは、「創造性は定義できない」とさじを投

げている。

同じく第一人者のインディアナ大学ジョナサン・プラッ

カーは、その現状をかんがみて、「新奇で、かつ有益な

ものを生み出す能力」というふうに、創造性をシンプル

に定義している。創造性には、「新奇性」と「有益性」と

いう二つの要素が、セットでなければいけない。単に「新

奇性」だけでは、突飛で常軌を逸した考え方と区別でき

ない。だから、創造性には、社会のためになる有益なも

のの考え方を含まなければならないのである。

ふつう、創造性を天才や偉人のものと見るふしがあ

る。創造性が高いと思われる人物を思い浮かべてみよ

う。たとえば、レオナルドダヴインチやニュートンやシェ

イクスピアやベートーベンなど。天分の才をいかんなく

発揮して、後世に名を遺すような偉大な発明や作品を

生み出してきた。このような天才の資質を「ビッグC創造

性」と呼んでいる。

一方、われわれ一人ひとりは、日々の生活の中で、新し

く有用な働きかけをすることがある。たとえば冷蔵庫の

残りものを使って、わが家ならではの昼ごほんをこしらえ

たりする。こちらを「リトルC創造性」と呼んでいる。

別の切り口からすれば小説やマンガや作曲や絵画

など自己の内面に浮かんだモチーフに頼って「無か

ら何かを生み出す才能」と、目の前にある事物の他の

活用法を考えたり、一見つながりのないものと関連づけ

たりする「つなげる才能」とに分けるのがよいかもしれ

ない。

現代では、多くの創造的活動は、一握りの天才の

手に委ねられるのではなく、多くの普通の人々の、小さ

な創造性の積み重ねからできている。革新的なアイデ

アは出せなくても、不断のカイゼンによって細かな欠点

を無数に修正していけば、きわめて高い品質を実現で

きる。そこにわが国の強みがあり、イノベーションの源

がある。

∃創造性の四つの視点

創造性について、メル・ローズの古典的研究では四つ

の視点－prOCeSS，prOduct，perSOn，preSS－が述

べられている。第1は「process」の視点だ。閃きや独創

や創造が、人の頭の中でどのようなプロセスを経て起こ

るのかということに注目する。たとえば、グラハム・ワラス

は、創造的アイデアや概念を生み出すプロセスに、四つ

の段階があることを唱えた。

まず、準備期（preparation）では、創造的思考を行う

前段階として、関連する情報を収集し、その領域自体を

普通の人より深く知ることが必要である。専門性がない

ところには、創造は生まれるはずはない。それは、芸術で

も科学でも同じだ。

第2の購化期（incubation）では、収集した情報を頭

の中であたため、考えが醸成されるまで待つ時期であ

る。必死に考え続けるだけでは、新しいアイデアが生ま

れるとは限らない。ときにはいったん問題から離れ、一見

無関係なことをしながら、考えが熟して自然に湧き出てく

るのを得つのがよい。

第3の啓示期（illumination）とは、突発的にアイデア

が閃く瞬間である。それは、神の啓示のように突然であ

り、また、強い確信を伴うものでもある。

そして、第4の検証期（verification）では、閃いた考

えを評価・吟味し、それが正しいことを検証する。アイデ

アが素晴らしいものであればあるほど、反対に実現が

困難であることが多いため、考えを実行可能な形にまで

落とし込むことが必要である。それを行うのが検証期で

ある。

第2の視点は「product」である。創造性を検討す

る元として、芸術作品、発明品、出版物、作曲などの成

果物に着目する。成果物は、多くの人が、直接目にして

評価できるため、もっとも客観的なアプローチのように

見える。専門家の日から見て、創造的だと評価される

成果物を生み出した人物は、創造性が高いと考えられ

るからだ。成果物が創造的かどうかは、その分野の専
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門家が評価する。音楽を評価するなら音楽家が、絵

画を評価するなら画家がよい。しかし、成果物から創

造性を類推してみても、それを生み出す過程自体は

評価できない。

第3は「person」の視点である。創造性あふれる人々

に共通する性格や行動特性を洗い出し、その特性をど

のくらい備えているかを調べることによって、創造性を探

求する。

J・P・キルフォードによれば四つの知的資質が創造

性と関連しているという。すなわち、次々とたくさんのア

イデアを出せること（思考の流暢性fluency）、すでに

確立された方法や既存の考えにとらわれずに考えるこ

とができること（思考の柔軟性flexibility）、他の人と

は異なる非凡なアイデアを出せること（思考の独創性

originality）、そして、考えを発展させ、細部まで深く

詰めていけること（思考の緻密性elaboration）であ

る。この四つは、創造性の中核を担う拡散的思考の特

性を表しているものだ。

そして最後は「press」の視点である。人が創造性を

発揮できるかどうかは、その人をとりまく環境からの圧力

（プレス）に影響される。創造性を発揮することが常に

期待されている環境においてこそ、人は創造性を発揮

する。たとえば自由な発想、人と異なった考え方が奨励

される職場のほうが、規律を重んじる職場よりも創造性

を発揮しやすいだろう。だから、環境と創造性との相互

作用を考えに入れるのがよい。

∃教育が創造性を奪う！？

創造性が社会にとって、いかに大切か？教育学者

のケン・ロビンソン卿は、「読み書きと同じくらい創造性

は重要だ」と指摘している。また、多くの大学では、「自

ら問題を発見し、解決できる創造的・自発的人材」を

育成しようと躍起になっている。その一方で、われわれ

は創造性については自信がもてないでいる。自分が

創造的であることを実感したことがない人も、相当い

るものだ。

では、なぜ人は創造的でありえないのか。その原

因の一つが教育にある。皮肉なことだが、教育が創

造性を奪ってしまうのだ。われわれの多くは、教育を

受け、経験を積むほど創造性を失っていく傾向があ

る。創造性を妨げる要因はさまざまあるが、そのいくつ

〈喜田犠創灘の現瀾題

もが学校教育や企業の人材育成と密接に結びつい

ている。

たとえば、機能的固着（functional fixedness）

がその一つである。われわれは一般に、経験からの

学習によって知恵を身につけていくものだが、同時

に、自分の経験や習慣などにとらわれ、思考が堅く

なっていく側面もある。ものの考え方について言え

ば、一度、適切な解決策を身につけると、それに固着

し、他の解決策を思いつきにくくなる。それを機能的

固着と呼んでいる。

企業の中で、過去の成功体験や前例の正しさを経

験すればするほど新しい環境や新しい課題に柔軟に

適応できず、創造性の芽を摘んでしまう。学習といえば、

ポジティブな意味しか持たないように感じられてしまう

が、人はまた、悪いことも経験により身につけてしまう。学

校教育や企業教育があまりに熱心であると、その経験

にとらわれ、知らず知らずに、新しいものを生み出す力

を失ってしまうものだ。

また、同調傾向（Conformity）も創造性に影響する。

人は多数者の行動や意見の影響を受け、同じような行

動や主張を意識的・無意識的にしてしまうことが多い。と

りわけわが国では、「皆と同じであること」を重視する傾

向がある。人と違うことへの不安から、周囲と同じように

考え行動する横並び意識がよく見られる。また、学校や

企業組織において、周囲に同調する人材を「協調性が

ある」とみなし、評価してきた。こうした傾向は、独創性を

求める創造的活動を阻害する方向に働く。

さらに、西洋と比べて、東洋における創造性の低

さを指摘するケースもある。ンダアイクワン（Ng Aik－

Kwang）によれば西洋人と比べて、東洋人が創造的

思考や創造的活動が不得手なのは、文化や社会に理

由がある。東洋の社会は集団主義的・年功的であり、秩

序と体面を重んじる。個人主義的で、自己主張による民

主的な意見交換を重んじる西洋とは、際立った違いを

見せている。だから東洋では、個人の創造性は身につ

きにくい。社会秩序と協調性を重視する東洋的文化背

景が影響して、個人よりも集団に価値を置いてしまい、

個人の創造性を阻害してしまうのだ。

∃思考三位“体理論の誕生

創造性に関する過去60年にわたる科学的研究は、



もっぱら教育心理学という狭い分野で熱心に検討され

てきた。そのため、学齢期にある子どもの創造性につい

でま熱心だが、実社会で活躍する成人による組織現象

としての創造性については、ほとんど目立った貢献がで

きずにいた。

そこで神戸大学では、これまでとは違った新たな創

造性の定義とアプローチを提唱する。すなわち、創造性

を三つの思考法からとらえるモデル－「思考三位一

体理論」－を構築しているのだ。これを図示すれば、

図1のようになる。

図主思考三位一体理論

思考三位一体理論では、創造性にかかわる「思考」

に注目する。第1はロジカル・シンキング（論理的思考）

だ。これは「論理的に考える力」である。ロジカル・シンキ

ングの大切さは、あらためて指摘するまでもないだろう。

対象となる事物の要素と要素を切り分けて分析し、そ

の関係性を論理的に整理する力は、あらゆる知的活動

に共通して求められるものだ。

実社会で働く場合を考えてみよう。ふつうの仕事に

従事していても、論理的思考は必ず求められる。相手

の求めるものを先読みする能力は、ロジックに基づいて

いる。また、就職面接で決まって評価されるポイントは、

話に筋が通っているかどうかという論理性だ。入試や

IQテストやSPIなどの適性検査で試されるロジカル・シ

ンキングが、多くの場面で重視されている。

第2のダ）テイカル・シンキング（批判的思考）は、「批

判的・評価的に考える力」だ。決められたルールやロジッ

クに従って、対象となる事物が正しいかどうかを判断し

たり、論理や命題を批判するのがこの力である。

MBA（経営専門職大学院）プログラムの中では、身

につけるべきビジネススキルとして、ダ）テイカル・シンキン

グが強調されている。グローバル化したビジネスシーン

では、単にIQが高いだけではタメで、相手と有利な交

渉を進め、異文化の下でプロジェクトをマネジメントし、

不確実な状況で投資を行う必要がある。そのために、ク

リティカル・シンキングがなにより大切だと思われている。

相手を説得したり、論破するためには、与えられた情報

を無批判に受け入れるのではなく、論点を批判的に精

査し、論理の穴を見つけ、論理破綻をなくすためのスキ

ルが必要だ。

とはいえ、グ）テイカル・シンキングは、対人場面だけで

使われるわけではない。ITからゲームまで、デジタル・コ

ンテンツを制御するプログラミングの世界では、書かれ

たプログラムを批判的に精査し、バグを見つける作業

が欠かせない。そこにもグ）テイカル・シンキングが必要

である。

第3のラテラル・シンキング（水平思考）とは、「自由に

連想し、既存枠組みから離れて考えるカ」である。既存

のパターンを変えるだけでなく、既存と全く異なるパター

ンを生み出す思考なのだ。

ラテラル・シンキングは、創造性のもっとも創造的な側

面である。ラテラル・シンキングを提唱したエドワードデ

ポノによれば、ロジカル・シンキングやグ）テイカル・シンキ

ングは、論理を縦方面に深く掘り下げていくような思考

法である。一方のラテラル・シンキングとは、固まった考え

方に対して横穴を掘り、ショートカットや抜け道を見つけ

るような柔軟な思考法を意味している。

畳 創造性の測定法

思考三位一体理論に基づく創造性の測定は、創

造性検査によっておこなわれる。神戸大学で開発され

た創造性検査は、大きく三つの問題から構成されてい

る。ロジカル・シンキング問題、ダ）テイカル・シンキング問

題、ラテラル・シンキング問題である“注1。創造性には視

覚的イメージが重要な役割を果たすとの考えに立ち、

図形や写真による視覚問題も含まれている。一例を示

そう。

創造性検査は、予備調査と本調査の複数の検査実

施によって開発されている。図2に示した問題は、予備

注1：創造性の思考三位一体理論と検査の詳細については、神戸大学

図書館「博士論文データベース」wEBサイトに掲載されている博士

論文を照会されたい。堀上明く2012）『経営組織における人材の

創造性に関する研究一思考三位一体理論に基づく創造性の測定

尺度開発をめぐって－』（http：／／WWW同b。kobe－U．aCjp／handie

kemel／DlOO5666）
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調査で採用されたラテラル・シンキング問題の一つだ。こ

のような問題が出題されたなら、読者の皆さんはどのよ

うな答えを思いつくだろうか。

図2　創造性検査の問題例

ブギダシに適当なセリフを入れてください

参考までに、実際の答案の中から傑作だと思った例を

示そう。ただし、採点者の立場で考えてもらいたい。図3

のような解答の場合、読者の皆さんならどのような採点

をするだろうか。

図3　解答の例

フキダシに適当なセリフを入れてください
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パーマ当てようと 
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新たな検査を開発する場合、どのような問題を作成

すればよいのかということだけでなく、どのように採点す

るのかということも大きな課題となってくる。図2のような

問題はマークシートでは採点できない。だから、採点者に

よって採点結果が異なることがないよう、採点基準をあ

らかじめ決めておく必要がある。

今回開発した創造性検査を産業界で実践していくた

めには、まだいくつかの課題を克服しなければならない。

しかし、創造性を測定することができれば、創造的人材

を発掘するための手段となる。それだけでなく、創造性

育成のための研修や訓練方法の開発など、さまざまな

可能性が開けてくるのだ。

国 創造性の育成に向けて

創造性の評価測定と並んで、わが国で喫緊の課題と

なっているのは、創造性の育成である。組織の競争力を

高めるために、外部から創造性の高い人材を採用確保

することが難しければ、なんとか自前で人材の創造性を

高めていかなければならない。

これまでの流れからすれば、創造的思考を高めるた

めには、創造性を支える知的特性を伸ばし、同時に、

創造性を妨げる要因を排除するのがよい。さらに、創

造的思考を伸ばすための訓練を行い、創造性を高め

ていくのが望ましいだろう。たとえば、創造性を高める

代表的な発想法として、次の二つの古典的方法が普

及している。

第1は、ブレインストーミング法である。アレックス・オズ

ボーンによって開発されたこの発想法では、グループで

アイデアを出し合うことによって、アイデアの連鎖反応や

誘発を促していく。

ブレインストーミングの過程では、参加者は四つの

ルールを守ることが求められる。自由なアイデアを制限

するような、批判や価値判断を慎むこと（批判の禁止）。

誰もが思いつきそうなアイデアよりも、奔放で奇抜な考え

方や斬新なアイデアを重視すること（自由奔放）。アイデ

アの質よりも量を重視すること（量の原則）。他人の意見

に便乗し、アイデアを結合させたり、一部を変えて新たな

アイデアを発展させること（結合と改善）が推奨されて

いる。

5－10名の参加者を募って、このグループプロセスを

実施していき、メンバーからのアイデアが出尽くしたとこ



ろで、ブレインストーミングは評価の段階に移る。参加者

の意見交換や投票結果を参考にして、実際に使えそう

をアイデアを絞り込んでいく。

わが国の教育現場では馴染みの薄いブレインストー

ミングだが、NHK Eテレ『スタンフォード白熱教室』で、

ティナ・シーリグが実践してきたイノベーションのための

活動の多くは、このブレインストーミングである。個人主義

が徹底したアメリカでも、創造性を喚起するためには、グ

ループプロセスが欠かせないのだ。

一方、わが国で考案された発想法訓練もある。川喜

田二郎によるKJ法である。文字データをカードに記述

し、カードをグループごとにまとめて分類を繰り返し、グ

ループ化された分類同士の関係性を図解し、視覚化・

文章化していく手続きである。彼は人類学的データを

まとめる技法としてKJ法を考案したが、そのプロセス

が、グループメンバーの共同作業で行われることが多

いため、創造性の開発に効果があることを見出したの

である。

その他にも、創造性を開発するための訓練プログラ

ムが、さまざま開発されている。しかし、わが国の現状で

は、ブレインストーミングやKJ法といった古典的発想法

が、もっとも支持されているといえるだろう。

ダ）テイカル・シンキングが尊ばれる現代にあっても、

批判的態度を嫌う創造性開発では、批判は禁物であ
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