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要旨 

革新的な製品アイデア創出のために近年注目されるものに，

ビジョニング，すなわちある未来の状態を想像した上で，それ

を実現するための製品アイデアを考えるようなアプローチがあ

る。本研究はそのビジョニングについて，創造的認知研究で議

論される想像の知見に依拠し，その認知プロセスの説明を試み

た。13の事例を対象とした定性事例研究から，次の知見を導い

た。ビジョニングとは，ビジョンの想像と，そのビジョン実現

要素としての製品の想像という２段階の想像の過程によって，

そしてそれぞれの想像における概念の組み合わせ試行によって，

革新的な製品アイデア創出に貢献するものと考えられる。そし

てその製品アイデアの革新性とは主に，①製品想像の際に選択

されるビジョン，そのビジョン想像の際に選択される，②開発

者にとっての希望的要素，特にそれがどれ程外部情報に依拠し

たものか，③未来の状態，特にそれが未来の企業の状態よりも

市場の状態であるか，これらよって導かれることが考えられる。 

 
Summary 
  Visioning is proposed as a promising approach of idea 
generation. This research aims to understand the 
cognitive process of visioning based on theories on 
imagination discussed in creative cognition research. The 
author drew several findings from 13 case studies. First, 
visioning can contribute to innovative idea generation 
through the process consisting of two steps of imagination, 
namely, imagination of a vision and imagination of a 
product as a constituent of the vision, and trials of 
conceptual combinations at each step of imagination. 
Second, innovativeness of a product idea is assumed to 
depend mainly on (1) a vision selected during the 
imagination of a product, (2) a certain object that a 
manager finds hopeful, especially when it is drawn from 
external sources, and (3) a future state, especially with 
regard to a market rather than a firm, selected during the 
imagination of a vision. 
 

 

 

１．はじめに  

 新製品開発において製品アイデアとは，企業が生み出す新製

品等の源泉となるものである。それ故にその製品アイデア創出

管理の問題とは，新製品開発における最重要課題の一つとされ

る[注１，２]。その製品アイデア創出のためのアプローチとし

て近年注目されるものに，ビジョニング，すなわち未来市場に

対していかに技術的にアプローチできるかを洞察しその技術便

益を特徴づける能力[注３]，将来ビジョン「注４，５」，ある

いはバックキャスティング，すなわち「すでに起こった未来」

のストーリーを想像し，戦略的示唆を得る[注６]といったもの

がある。これらはいずれも，ある未来の状態を想像した上で，

それを実現するための戦略，技術便益や製品アイデアを考える

という点で共通する。これらアプローチが注目される理由とは，

それが開発の明確な見通しとなることで急進的なイノベーショ

ンの実現を促す[注３]，またそれが必然的に発散的になりがち

な製品アイデアの探索努力を収束的にさせ，開発の成功確率を

高めると考えられるからである[注７，８]。 

本研究ではそれらビジョニングやバックキャスティングにつ

いて，想像がそのベースにあることから，認知心理学の一分野

である創造的認知研究で議論される想像の応用として捉える。

ここで想像とは，Finke et al. [注９]によって，何らかのゴー

ルに向けた，ある時点で知られていることを超えたアイデアや

産出物を生成し体験することと定義される。さらにFinke et al. 

[注９]は，想像の性質を次のように説明する。すなわち想像に

よって，全くの新規なアイデアが創出されるとしてもそれは，

開発者の記憶の中の知識の引き出しに依存し，それは異なる既

存概念知識の構造化であり，またそれは既存の知識の枠組みに

影響される特徴をもつ[注９]。従って想像によって創出される

アイデアとは，ある程度推測可能なものとされる。 

新製品開発分野の先行研究において，ビジョニングやバック

キャスティングといったアプローチはいずれも想像をベースと

していることは言及されるものの，それらのアプローチの一構

成要素である想像自体の性質を踏まえた上で，それらのアプロ

ーチがいかにして製品アイデアをもたらすのかを直接的に理解

しようとするものは見当たらない。しかしそのことを理解する

ことで，それらのアプローチによって創出される製品アイデア 
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を，その元となった知識やその構造化の過程からある程度推測

できることが考えられ，そのことによってより効率的に革新性

のある製品アイデアを探索し特定できることが考えられる。そ

こで本研究では，ビジョニングやバックキャスティングといっ

たアプローチを想像の応用として捉えた上で，新製品開発プロ

ジェクトの製品アイデア創出段階におけるそれらの活用状況を，

製品アイデア創出に関わる開発者を対象とした事例研究によっ

て調べ，それらがいかにして製品アイデアをもたらすのかを理

解し，それをいかに推測できるのかを検討する。 

 

２．先行研究レビュー 

2. 1. ビジョニングの定義 

 本研究が注目する未来の状態を想像することにより製品アイ

デアを開発するというアプローチに関して，新製品開発研究に

おいてはこれまでにビジョニングについての研究知見が蓄積さ

れてきた。ビジョニングとは，O’Connor & Veryzer [注３]に

よって提唱された概念である。彼らは急進的イノベーション実

現のために，最新の技術と市場とをいかに結びつけることがで

きるのかとの問題意識のもと，それには彼らがビジョニングと

呼ぶ組織能力が重要であることを主張した。そしてHamel & 

Prahalad [注10]，Davis [注11]等に依拠した上で次のように主

張した。すなわちビジョニングとは一種の想像力であり，それ

はある問題に対していかに技術的にアプローチできるかの洞察

と，その技術がもたらし得る便益を特定し，それを現存しない

市場の観点から特徴づける能力に由来するものである。また

Lynn & Akgun [注12]は，ビジョンを，何らかの望まれる未来の

状態と定義し，それが効果的な製品の特定に結びつく条件を示

した。その後Reid et al. [注８]が，ビジョニングが（イノベ

ーション実現の先行要因となる）製品アイデア革新性の実現に

繋がることを示した。 

O’Connor & Veryzer [注３]がビジョニング概念を導出する

際に依拠したのは，バックキャスティングと呼ばれる思考アプ

ローチであるが，それは技術による急進的イノベーション実現

に限らず，一般的な革新的アイデア創出や経営体制革新のため

等と幅広く用いられている考え方である。例えばDavis [注９]

はバックキャスティングとは，現時点での企業の実像とX年先

における未来像とを明確につかみ，実像を未来像へと変えるた

めにはどんな変革が必要なのかを考えることという。西村 [注

６]はバックキャスティングを，未来に起こり得るシナリオを

描いて戦略的示唆を得るためのものとし，それは「すでに起こ

った未来」のストーリーを想像することを含むと説明する。 

 O’Connor & Veryzer [注３]によるビジョニング，Lynn & 

Akgun [注12]によるビジョン，Davis [注11]や西村 [注６]等に 

 

 

 

 

 

 

 

よるバックキャスティングとはいずれも，未来の市場等の状態

を想像することで共通する。その上でO’Connor & Veryzer [注

３]によるビジョニングとは，未来の状態を実現させるように

最新の技術を特徴づけることであり，Lynn & Akgun [注12]によ

るビジョンとは，未来の状態をもとに効果的な製品を開発する

ことであり，バックキャスティングとは未来の状態を実現させ

るように企業変革をおこなったり，戦略を策定することである。 

 ここでO’Connor & Veryzer [注３]によって議論されてきた

ビジョニングとは，新技術を市場創出に結びつける急進的技術

的イノベーションに関するものであったが，ビジョニングのビ

ジョン想像プロセスに焦点を当てる場合には，新技術だけでな

く既存技術をもって新しい意味的価値を実現することで新市場

創出に結びつける場合も考えられ，Lynn & Akgun [注12]による

ビジョニング，あるいはバックキャスティングがそうである。

本研究ではビジョニングの，技術的イノベーションに限らず市

場的イノベーションをも含めたイノベーション実現に対する効

果を検討したい。そこで本研究では，ビジョニングおよびビジ

ョンを次のように定義する。ビジョニングとは，ある開発対象

分野に関し，いったんビジョン，すなわちその開発対象分野に

とっての顧客が望むような未来の状態を想像した上で，そのビ

ジョンを実現するような製品アイデアを創出することである。 

2. 2．創造性プロセスの特徴を持つビジョニング 

O’Connor & Veryzer [注３]は，ビジョニングの性質を明ら

かにすべく事例研究を行った。その結果，ビジョニングが実践

される主要な流れの一つとは，未来に対する何らかの見通しを

立て，それによって新たなコア・コンピタンスを獲得するもの

であることを明らかにした。さらにそのビジョニングプロセス

とは，モティベーション，インサイト，修正展開の三段階から

なること，そのモティベーションにおいては，思考の結びつき

や飛躍が存在することを指摘した。さらにそのビジョニングの

推進は，ルミネーター（思考者），チャンピオン（推進者），

インプレメンター（実行者）の三種の役割による働きによって

なされるとした上で，ルミネーターとは，幅広い経験を背景と

し，未来を思考することに時間を費やし，現在よりも遥か先を

見通すことで情報の断片を結びつける人材であると指摘した。 

その後Reid & Brentani [注７]が，そのビジョニング概念を一

種の組織コンピタンスとして捉え，それは個人レベルの人脈活

用や組織レベルの市場学習からなる拡散的思考，個人レベルの

製品アイデア推進や組織レベルの市場志向からなる収束的思考

からなることを主張した[注13]。思考や情報の断片の結びつき

や，拡散的思考・収束的思考とは，創造性プロセスの特徴であ

ることから[注９]，ビジョニングとは創造性プロセスの一種で

あることが示唆される。 
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 このように先行研究においてビジョニングとは，未来の状態

の想像がそのベースにあることが言及され，それは創造的特徴

を持つことが示される。そして次に見るように想像とは，創造

的認知的特徴を持つことが示される。しかしその想像の創造的

認知的特徴を踏まえるとき，ビジョニングとは，どのような認

知プロセスによって革新的な製品アイデア創出に貢献するのか

については，議論されてきてはいない。 

2. 3. 創造的認知における想像の原理 

 想像とは認知心理学研究の観点からは，Ward et al. [注14]

やFinke et al. [注９]等によって創造的認知プロセスの一種と

して説明される。ここで想像とは，Finke et al. [注９]によっ

て，ある時点で知られていることを超えたアイデアや産出物を

生成することであり，それはかつ何らかのゴールに向けたもの

と定義される。そしてその想像とは，新規なものの生成ながら，

既存の知識の枠組みに影響されること，また人はある程度類似

した知識構造を共有する故，彼らの想像したものはそれらの構

造から推測できるある特定の特性を共有することであろうこと

が明らかにされてきた[注９，14]。 

 その知見の１つとして，想像の産物とは，既知のカテゴリ事

例（カテゴリに属する事例。例えば鳥カテゴリに属する鳩やペ

ンギン）の特徴的属性（例えば鳩の翼，羽毛，くちばし）に関

する知識の構造化によることが明らかにされてきた。例えば，

何らかの既知の２種以上のカテゴリ事例を想起し，そのそれぞ

れの特徴的属性（の知識）を心的に組み合わせることで，新た

なカテゴリ事例が生成されると説明される[注９，14]）。ここ

で「カテゴリ」とは，概念知識の構造を表す考え方の一つであ

り，あるルールに従った階層的な「カテゴリ」という形で保持

された知識を指す[注15]。また概念知識とは，対象に含まれる

事例の共通特性（属性）などを抽象したものである[注16]。想

像研究において，「カテゴリ」という概念知識の捉え方が用い

られるのは，それが想像は知識の構造化であることを示すのに

役立つからである[注17]。しかし本研究においては，その焦点

は想像における知識の構造化の理解を精緻化することではなく，

想像の知見を応用することによりビジョニングの認知プロセス

の理解を試みることにあるなかで，「カテゴリ」を用いること

は，そのプロセスの記述をかえって煩雑にする。そこで以下で

は「カテゴリ」を用いずに，単に概念知識あるいは概念を用い

ることとする。 

 また一連の想像研究はその知見を，事例生成パラダイムと呼

ばれる枠組みによる実験から導出しているが[注９]，それは被

験者に概念の組み合わせを促すものである[注９, 14, 18]。こ

れはすなわち，想像とは概念組み合わせがその認知プロセスの

基盤であることが前提とされていることを示す。そしてその概 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

念組み合わせとはまた，認知心理学研究において議論されてき

た創造的認知プロセスの一種である。これらのことを踏まえれ

ば，想像の認知プロセスにおいては，何らかの既知の２種以上

の概念を想起し，そのそれぞれの特徴的属性（の知識）を心的

に組み合わせることで，新たな概念が生成されるとの説明が可

能である（図１）。そしてそのような新たな概念は，組み合わ

せの元となった概念の性質や，その組み合わせの仕方により，

その元の概念には典型的に見られないような特徴を備えたり，

その解釈によりあいまいさを伴うものとなり得るという意味で，

創造的であり得る[注９，19, 20]。その新たな概念は解釈され，

課題に対して満足であればそれがアイデアとして採用される。

そうでなければ別の概念の特徴的属性との組み合わせが試行さ

れ，また別の新たな概念が生成され，解釈される。そのように

新たな概念の生成と解釈の試行が繰り返される[注９] 

 Ward et al. [注14]やFinke et al. [注９]による想像の説明

によれば，開発者が製品アイデアを創出しようとするときの認

知プロセスとは，想像として捉えることができる場合があるだ

ろう。そしてその認知プロセスにおいては，異なる２種以上の

概念それぞれの特徴的属性の組み合わせ試行によって製品アイ

デアが創出されると説明できる。その上で本研究が関心を持つ

ビジョニングについて，その定義からそれは次のような認知プ

ロセスからなることが考えられる（図２）。それは，いったん

ビジョンを想像した上で，製品等を想像するという，いわば２

段階の想像からなるプロセスをとる。その製品を想像すること

がすなわち，製品アイデアを創出することとなる。ビジョン想

像の際には，何らかの既知の２種以上の概念それぞれの特徴的

属性（概念（X）の特徴的属性（x）と，概念（Ａ）の特徴的属

性（a））の組み合わせ試行がなされ，その組み合わせの結果

が新たな概念としてのビジョン（Y）となる。製品等想像の際

には，ビジョニングがビジョンを手がかりとして製品アイデア

を創出しようとするものである以上，そのビジョンを組み合わ

せる片方の概念（Y）とし，その特徴的属性（y）と，開発対象

分野を組み合わせるもう片方の概念（B）とし，その特徴的属

性（b）を対象としてそれらの組み合わせ試行がなされ，その

結果が新たな概念としての製品アイデア（Z）となる。ビジョ

ニングとはこのような認知プロセスによって，革新的な製品ア

イデアの創出を意図することが考えられる。 

 
 

 
 

  

 
   図１ 想像における認知パターン 

 

 

 

 

 
 

 

組み合わせ 

概念 例：「人」 

アイデア（新たな概念） 

例：「火星人（頭が大きく 

タコのような体の生物）」 
特徴的属性 

例：「頭・体・手足」 

「シンメトリー」 

特徴的属性 

例：「弱い重力」 

「地球と似た惑星」 

概念 例：「火星」 

概念(X) 

概念(A) 

開発対象分野（概念）(B) 

ビジョン（新たな概念）(Y) 

製品アイデア（新たな概念）(Z) 

特徴的 

属性(x) 

特徴的 

属性(a) 

特徴的 

属性(b) 

特徴的 

属性(y) 

図２ ビジョニングの認知プロセス  

 組み合わせ 

（ビジョン想像） 

 組み合わせ 

（製品想像） 
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３．調査計画 

3. 1. 調査課題 

 先行研究レビューをもとに本研究の調査課題（RQ）を次のよ

うに設定した。すなわち①イノベーション実現を意図する新製

品開発において，創造的認知的特徴をもつ想像をベースとする

ビジョニングとは，どのような認知プロセスによって革新的な

製品アイデアの創出を意図するのか。②その認知プロセスを踏

まえれば，ビジョニングによって導かれる製品アイデアの質と

は，その元となる知識からいかにして推測できるのか。 

 調査課題①については，上述した先行研究から想定できる認

知プロセスを前提として検討する。調査課題②については，調

査課題①に対する調査結果からの知見をもとに検討する。 

ここでの開発成果の評価については，Garcia & Calantone 

[注21]によるイノベーション分類に依拠し，市場的新規性，技

術的新規性，企業（自社）的新規性の有無を評価することにし

た。ここで，企業（自社）的新規性とは，市場的や技術的には

新規性はなくともその企業にとって新規性が実現されたものを

意 味 し ， 他 の 先 行 研 究 で は 漸 進 的 イ ノ ベ ー シ ョ ン

（Incremental innovation）と見なされるものである[注21]。

市場的新規性とは，その企業にとっての新規性はもちろん，そ

れが対象とする市場にとっても新規性が実現されたものを，技

術的新規性とは，その企業にとっての新規性はもちろん，その

技術分野においても新規性が実現されたものを，それぞれ意味

する[注21]。市場的新規性もあり，技術的新規性もあるものは，

他の先行研究では急進的イノベーション（Radical innovation）

と捉えられる[注21]。そして市場的，企業的，企業的新規性が

実現された開発プロジェクトにおいてはそれぞれ，市場的，技

術的，企業的新規性のある製品アイデアが特定されたことを前

提した。さらにGriffin & Page [注22]に依拠し，製品アイデア

革新性がより高ければ，企業的新規性のみならず，市場的ある

いは技術的新規性が，さらにより高ければその市場的と技術的

新規性の両方が実現されたと前提した。ここで開発成果の評価

に，Reid et al. [注８]による製品アイデア革新性ではなく，

このGarcia & Calantone [注21]によるイノベーション分類に依

拠した理由は，彼らによるイノベーション分類の方が開発プロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェクト成果としてより直接的な上，インタビューの際により

聞き取りやすいと考えられたからである。今回調査した開発プ

ロジェクトのほとんどはそもそも，製品アイデア革新性を直接

的には評価しておらず，それ自体を捉えることは困難であった。 

 またO’Connor & Veryzer [注３]とReid & Brentani [注７]

から，ビジョンの想像自体は開発者個人に依存することが指摘

されてきている。従って調査対象として，主には開発者個人に

焦点を当て，開発組織については追加的に理解することとした。 

3. 2. 調査方法 

本調査課題に対して，本調査の関心であるビジョニングが採

用されたと考えられる開発プロジェクトに関わった開発者を対

象とした，事例調査（定性インタビュー調査）によった。本調

査の焦点は，開発者がビジョニングによって，イノベーション

につながるような革新的な製品アイデアを創出するときの認知

プロセスを理解し，その仮説を構築することにある。そのよう

な理論仮説の構築には事例調査が適切とされるからである[注

23, 24, 25]。そして調査計画から調査実施，調査結果の分析は

主に，Bryman [注24]やGlaser & Strauss [注25]が示すグラン

デッド・セオリー法を参考にしておこなった。なおYin [注23]

は定性調査であってもある程度の仮説を持って進めるべきと述

べている。本定性調査では先行研究から想定できる認知プロセ

スをもとに進めたが，それはそのYin [注23]に従うものである。 

3. 3. 調査対象の選択 

 本調査が対象とすべき開発プロジェクトとは，イノベーショ

ンを実現したあるいはそれを意図した製品アイデア創出におい

てビジョニングがなされたものである。そのような開発プロジ

ェクトに関与した開発者を対象とするために，学術論文，実務

書やインターネット，他の研究者からのアドバイス等から知り

得た，ビジョニングによる開発プロジェクトに関わった開発者

26名にインタビューをおこなった。その内，確かにビジョニン

グを応用したと見なせる開発プロジェクトに関わり，その開発

プロセスを具体的にお教えいただけた13名から得られた内容を

分析対象とした（表１）。分析対象となった開発者はいずれも，

それぞれの開発プロジェクトにおいてビジョニングを主導的に

おこなっていた。このうち，マーケティングディレクターが４ 

 
 

 
 

  

 
   図１ 想像における認知パターン 

 

 

 

 

 
 

 

組み合わせ 

概念 例：「人」 

アイデア（新たな概念） 

例：「火星人（頭が大きく 

タコのような体の生物）」 
特徴的属性 

例：「頭・体・手足」 

「シンメトリー」 

特徴的属性 

例：「弱い重力」 

「地球と似た惑星」 

概念 例：「火星」 

概念(X) 

概念(A) 

開発対象分野（概念）(B) 

ビジョン（新たな概念）(Y) 

製品アイデア（新たな概念）(Z) 

特徴的 

属性(x) 

特徴的 

属性(a) 

特徴的 

属性(b) 

特徴的 

属性(y) 

図２ ビジョニングの認知プロセス  

 組み合わせ 

（ビジョン想像） 

 組み合わせ 

（製品想像） 
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表１ インタビュイ・リスト 

 インタビュイ 所属 プロジェクト分野 

A CD  メーカ 日用品 

B CD  メーカ AV 機器 

C MD  メーカ 食品 

D CD  メーカ 食品 

E CD  フリーランス 化粧品 

F CD  フリーランス インテリア 

G MD  大学 地域産品 

H ED  コンサル IT 

I MD  メーカ 農業・食品 

J ED  メーカ 食品 

K MD  メーカ アパレル 

L ED  サービス IT 

M ED サービス IT 

CD：クリエイティブディレクター 

MD：マーケティングディレクター 

ED：エンジニアリングディレクター 

 

名，エンジニアリングディレクターが４名，クリエイティブデ

ィレクターが５名であり，いずれも開発経験が15年以上のシニ

アレベルであった。彼らは，メーカーあるいはサービス企業に

所属しその開発プロジェクトに関わっていたか，フリーランス，

コンサルタント，研究者としてメーカー，サービス企業の開発

プロジェクトに関わっていた。いずれもその開発チームの組織

規模は30人以下であった。彼らが関与した開発プロジェクトが

対象とした分野とは，日用品，AV機器，食品，化粧品，インテ

リア，地域産品，IT，農業，アパレルであった。 

3. 4. 調査実施と調査結果の分析 

調査は２回のフェーズでなされた。最初のフェーズは2015年

８月から2017年６月にかけてであり，A〜Iを対象として調査し

た。ここでは主に調査課題①について，先行研究から想定でき

るビジョニングの認知プロセスと，調査から得られたデータと

の比較により，その妥当性の検討，修正，要素の追加をおこな

った。また調査課題②について製品アイデアの質を推測するた

めのその元となる知識の分類軸を探索した。次のフェーズは

2018年10月から2019年２月にかけてであり，J〜Mを追加対象と

して調査し，またそれらと合わせて最初のフェーズで対象とし

た事例を見直した。ここでは主に最初のフェーズにおいて検討

した認知プロセスと，アイデアの質を推測するための元となっ

た知識の分類軸について，再検討を加えることによりその妥当

性をより高めることを試みた。 

 調査は，対象各事例の関連資料（業界雑誌の記事，業界イン

ターネットサイトの記事，企業インターネットサイトなど）と，

各事例の開発者を対象としたインタビューによった。 

インタビューは半構造化法により，その実施時間はおよそ１

時間半〜３時間であった。ここで聞き取られた項目は主に，プ

ロジェクト概要，ビジョンの設定から製品アイデア創出に至る

開発プロセス，およびその認識される開発成果についてであっ 

 

 

 

 

 

 

 

た。聞き取りにおいては，できるだけ著者の先入観に囚われな

いように心がけた。ここで開発成果については，聞き取られた

開発プロジェクトの多くは，市場に投入されてまだ時間の経っ

ていないものであったために，開発者の開発成果に対する判断

について聞き取った。聞き取られた内容については，後日その

記述内容を各インタビュイに確認頂くか，許可を得られたもの

については録音することで，その妥当性を確認した。  

 インタビューから得られた聞き取り内容に対して，先行研究

から想定されたビジョニングの認知プロセスをもとにコーディ

ングをおこなった。そのコーディング結果からカテゴリを導出

したが，そのカテゴリとは，先行研究からの想定にもとづいた

「ビジョン」「製品アイデア」「属性」「組み合わせ」「新規

性」などから，新たに捉えた「ビジョン導出のためのヒント」

「アイデア導出のためのヒント」「開発対象分野」「希望的要

素」「現在の市場の状態」「現在の企業の状態」などを含んだ

[注26]。そしてそのカテゴリ間の関連性を検討した結果として，

４章以降に記述するビジョニングにおける認知プロセス，製品

アイデアの質を決定する要因を導出した。インタビュー調査お

よびその後のコーディングは，一部の事例においては著者と調

査アシスタントとでおこなったものの，その他の事例において

は著者単独でおこなった。 

 

４．結果 

4. 1. ビジョニングにおける認知プロセス 

（1）２段階の想像 調査の結果，ビジョニングにおける認知

プロセスとは，まず開発対象課題に関するビジョンすなわち何

らかの未来の状態が想像・設定され，その上でそれを手がかり

として，そのビジョンを実現する要素としての製品について想

像されることにより，その製品アイデアが創出されることが確

認された。それはすなわち想定のように，ビジョンの想像と， 

そのビジョンを実現するものとしての製品の想像という２段階

の想像から成るものと考えることができる。その製品の想像が

すなわち製品アイデアの創出であると見ることができる。そし

て各事例とも製品アイデア創出後，そのアイデア具現化となる

開発活動がなされていた。 

 そのビジョンの想像および製品の想像それぞれにおいては，

想定のように，複数の概念の特徴的属性（以下，属性）の組み

合わせ試行がなされていると見ることができる。ここでその概

念の属性の組み合わせ試行とは，２章で見たように，想像にお

ける基本的な認知パターンとして説明されるものである。その

上でそのビジョンの想像および製品の想像のプロセスとはそれ

ぞれ，次の（２）と（３）に記述する通りである。全事例の詳

細は，表２に記した。 
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 またビジョンの想像，製品の想像ともに個人によってなされ

ていることが，全ての事例において確認された。ある事例では，

ビジョンの想像はまず開発チームの中の複数の個人によってな

された上で，ある個人のものが選択され，また製品の想像も，

開発チームの中の複数の個人によってなされた上で，ある個人

のものが選択されていた（事例A，C，D，F，G，H，J，K）。別

の事例では，ビジョンの想像，製品の想像とも一貫して，ある

個人が担っていた（事例B，E，I，L，M）。 

（2）ビジョンの想像 そのビジョンは主に，開発者にとって

の希望的要素と捉えられるような概念の属性と，現在の市場あ

るいは企業の状態の概念の属性との組み合わせ試行によって導

出されていたと見ることができる。そしてビジョンとは，開発

対象分野に関する未来の市場あるいは企業の状態として見るこ

とができる。ここで開発者にとっての希望的要素とは，開発者

が未来の市場や企業を想像する際に見出す希望となるもののき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っかけを意味する。例えば事例Fでは，次世代のキッチン関連

製品ライン開発のために，10年後の未来の主要な顧客層につい

て，IoTやAI技術といった未来技術の発展に関する調査資料，

独自の市場調査知見等をもとに，探索の結果，その「IoTやAI

技術の有効活用」に希望を見出した。そしてそれをきっかけと

して「IoT・AI技術を活用しつつ個性を発揮するアクティブシ

ニア」といったビジョンを設定していた。ここではその「未来

技術IoTやAI」の属性である「共有」「人の能力発揮支援」

「最適情報提示」と，現在の市場の状態である「シニア」の属

性である「アクティブ」「活動の制限」等との組み合わせが働

いた結果と見ることができる。 

（3）製品の想像 ビジョン実現要素としての製品アイデアは，

主にはそのビジョンの概念の属性と，開発対象分野の概念の属

性との組み合わせ試行によって導かれていたと見ることができ

る。例えば事例Fでは，その企業の次世代キッチン関連製品開 

 
 

 
 

  

 
表２ ビジョン想像および製品想像（製品アイデア創出）プロセス 

  ← ビ ジ ョ ン 想 像 →    

    ← 製 品 想 像 →  

 ビジョ

ン想像

の型 

希望的要素* 

 上：概念 (X) 

 下：属性 (x) 

現在の状態* 

 上：概念 (A) 

 下：属性 (a) 

ビジョン* 

 上：新たな概念 (Y) 

 下：属性 (y) 

開発対象分野* 

 上：概念 (B) 

 下：属性 (b) 

製品アイデア* 

 上：新たな概念 (Z) 

 中：アイデアへの希望的要素の影響 

 下：アイデアへの現在の状態の影響 

成果 

A Op/Mr 雨上がり 日常 雨上がりの爽やかな朝 洗剤 防臭機能付洗剤 MN/-/FN 

  爽やか 日常の気分 朝露 付加機能  爽やか→防臭機能   

       気分の改善→防臭機能  

B Cl/Mr 地球価値 日常 地球の鼓動感じる生活 AV 事業 森の音生配信サービス -/-/FN 

  地球活動 音環境 自然の音 オーディオ  地球活動→森の音  

       音環境→森の音  

C Op/Mr 小さい頃の家 日常 家族揃っての食事 食素材と調味料 手巻き寿司用調味セット -/-/FN 

  家族で賑やか 食事 食事のシェア 調味料  家族で賑やか→手巻き寿司  

       食事→手巻き寿司  

D Op/Mr もてなし シニア モールでくつろぐシニア 飲食料 スタンドカフェセット MN/-/FN 

  くつろぎのケア モールのシニア 雑踏 本格コーヒー  くつろぎケア→スタンドカフェ  

       シニアのためのスタンドカフェ  

E Cl/Mr 貴族  女性 １６世紀フランスの王女 ヘアケア製品 特徴的ヘアケアブランド -/-/FN 

  フランスの貴族 美への憧れ 王女のファッション 高級ヘアケア  フランスの貴族→特徴  

       美への憧れ→特徴  

F Op/Mr IoT/AI 現在のシニア IoT/AI 活用アクティブシニア キッチン AI 組込型 UD キッチンセット MN/TN/FN 

  能力発揮支援 アクティブ 自立、質の追求 システムキッチン  IoT/AI→AI 組込型 UD  

       シニア支援→UD  

G Op/Fr 人気の街 地元 No. 1 as 住みたい街 地域産品 海外向地域産品 -/-/FN 

  住みたい 普通の街 世界レベル 販路  人気→海外でも人気  

       普通の街→人気の街  

H Op/Mr 熱海 今の日本 健康長寿社会 センシング技術 感動満足モニタリング -/TN/FN 

  高齢化、観光 今の年齢構造 観光、持続性 生体測定  観光→感動満足  

       高齢→感動満足体験  

I Cl/Fr 故郷での農業 現代の消費 地元で食育と体験農業 六次産業化事業 体験農業・飲食複合モール -/-/FN 

  育てて食べる 生産消費分離 農業 飲食サービス  育てて食べる→農業飲食複合  

       生産消費分離→統合  

J Op/Mr アクティブシニア 日常 ちょっとした贅沢 飲料容器 新型飲料容器構造 -/TN/FN 

  高質で健康 食生活 ゆったりした時間 容器構造  高質健康→新容器構造  

       食生活→飲料容器  

K Cl/Fr イタリア地方都市 地元 世界の主要都市に直営店舗 カバン 折紙様のカバン -/-/FN 

  世界的、独自性 地元の直営店舗 日本の独自性 デザイン  独自性→日本の独自性  

       地元の店舗→人気店舗の製品  

L Cl/Fr 東京の仕事 地元の仕事 東京と同水準の地元 IT 事業 地元の高水準 IT スクール -/-/FN 

  高水準 低水準 高賃金水準 IT スクール  高水準→地元で高水準  

       低水準→高水準  

M Op/Mr 人間らしさ 現代の雇用環境 自由な就業形態 地元の仕事 地元フリーエンジ登録サービス MN/-/FN 

  自由 仕事生活分離 自由 エンジニア  自由→地元でのフリー  

       仕事生活分離→バランス  

Op:オープン型  Cl:クローズ型  Fr：企業型  Mr：市場型          *：概念、属性の記述は調査からの抜粋 

MN:市場的新規性有り  TN：技術的新規性有り  FN:企業（自社）的新規性有り 
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発のための「IoT・AI技術を活用しつつ個性を発揮するアクテ

ィブシニア」と設定されたビジョンをもとにして，そのビジョ

ンの属性である「自立」「質の追求」と，開発対象分野である

「キッチン」の属性である「システムキッチン」との組み合わ

せにより，「AI組込型完全ユニバーサル・キッチンセット」の

製品アイデアが創出されていた。製品の想像においてビジョン

を手がかりする以上，ビジョンの属性と，開発対象分野の属性

の組み合わせがなされることは当然であろう。 

 またここで，事例によっては，製品アイデアが創出された後，

その革新性が市場調査などによって十分に確認できず，製品ア

イデアの探索に戻る時に，設定されたビジョンそのものまで戻

り，より適当なビジョンの探索がなされていた（事例A，F）。 

4. 2. ビジョン想像の恣意性 

 各事例において想像されるビジョンとはもちろんそれぞれで

あるが，その想像のされ方はいずれの事例においても何らかの

ものがきっかけとなってなされており，その何がきっかけとさ

れるかは，結局は開発者の意思による，すなわち恣意的な選

択・判断によっていたと見ることができる。 

 その上で，ビジョン想像において何に希望的要素を見出すか

際して，その開発者の恣意性をより前面に出し，自らが持つ知

識のみに，あるいはある限られた外部情報に強く依存している

場合（クローズ型と呼ぶ），最終的には開発者の選択によるも

のの，出来るだけ外部情報を幅広く集め，また何らかの枠組み

に沿った上で，そこから導こうとする場合（オープン型と呼ぶ）

の２種が見られた（表２）。クローズ型の場合は，事例B，E，

I，K，Lであるが，例えば事例Iでは，開発対象分野である飲食

サービスの10年後を考える際に，開発者自身の故郷での農業体

験に希望を見出し，そのビジョンを「地元で食育と体験農業」

と設定していた。オープン型の場合は，事例A，C，D，F，G，H，

J，Mであるが，例えば事例Hでは，開発対象分野であるセンシ

ング技術が生かされるべき未来の市場を考える際に，開発チー

ムが収集した未来の日本の姿に関する各種２次資料からの知見

として，急速な人口減少が見出され，それを先取りしている地

域として現在の熱海が理解された。そしてその熱海に希望を見

出し，そのビジョンを「（30年後の日本としての）健康長寿社

会」と設定していた。 

 そしてオープン型の場合の開発成果は，その多くが市場的あ

るいは・および技術的にも企業にとっても新規性のあるもので

あった一方（事例A，D，F，H，J，M），クローズ型の場合の開

発成果は，企業にとってのみ新規性のあるものであった（事例

B，E，I，K，L）。 

 またビジョン想像の際に前提とする現在の状態について，現

在の企業の状態を前提とした場合（企業型と呼ぶ）と，現在の 

表３ ビジョン想像の類型 

希望的要素の

導出 

現在の状態の 

前提 
開発成果 

クローズ型 企業型 
I(-/-/FN), K(-/-/FN),  

L(-/-/FN) 

クローズ型 市場型 B(-/-/FN), E(-/-/FN) 

オープン型 企業型 G(-/-/FN) 

オープン型 市場型 

A(MN/-/FN), C(-/-/FN),  

D(MN/-/FN), F(MN/TN/FN),  

H(-/TN/FN), J(-/TN/FN),  

M(MN/-/FN) 

MN:市場的新規性有り  TN：技術的新規性有り   

FN:企業（自社）的新規性有り 

 

市場の状態を前提とした場合（市場型と呼ぶ）の２種が見られ

た（表２）。企業型の場合は，事例G，I，K，Lであるが，例え

ば上述の事例Iは，そのビジョンを「地元で食育と体験農業」

と設定していたが，それは自社の飲食サービス事業の未来の姿

についてである。また事例Lでは，現在の自社が立地する地元

はその料金体系については東京のそれに劣る水準にあるところ，

そのビジョンを「東京と同水準の地元」と設定していたが，そ

れは自社が立地する地元の未来の姿についてである。市場型の

場合は，事例A，B，C，D，E，F，H，J，Mであるが，例えば上

述の事例Cは，そのビジョンを「（30年後の日本としての）健

康長寿社会」と設定していたが，それはその開発対象分野であ

るセンシング技術に関する市場の未来の姿についてである。ま

た事例Jでは，アクティブシニアの日常に希望を見出し，その

ビジョンを「ちょっとした贅沢」と設定していたが，それはそ

の開発対象分野である新飲料容器に関する市場の未来の姿につ

いてである。 

そして企業型の場合の開発成果は，企業にとってのみ新規性

のあるものであった一方，市場型の場合の開発成果には，市場

的あるいは・および技術的にも企業にとっても新規性のあるも

のが含まれていた（事例A，D，F，H，J，M）。 

 まとめれば，ビジョン想像においては，開発者にとっての希

望的要素を構成する属性と，現在の状態を構成する属性を組み

合わせることになるが，その際の, 希望的要素の導き方がオー

プン型である場合, すなわち希望的要素を外部情報を含めて探

索した場合でかつ，現在の状態の前提の仕方が市場型，すなわ

ち現在の市場の状態を前提としていた場合には, 事例Ｃを例外

として, 市場的あるいは・および技術的にも企業にとっても新

規性のあるものの特定に至っていた。そしてクローズ型である

場合，すなわち希望的要素を自らが持つ知識のみに，あるいは

ある限られた外部情報に強く依存している場合や，企業型，す

なわち現在の企業の状態を前提としていた場合には，企業にと

ってのみ新規性のあるものの特定に至っていた（表３）。 

 

５．考察 

5. 1. ビジョニングにおける認知プロセス 
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まず調査課題①に対して，今回の調査結果から，ビジョニング

とは，先行研究から想定されるような認知プロセス（第３章2. 

3.）によって，革新的な製品アイデアの創出を意図することと

見ることができる。その上で，そのビジョン想像の際に，新し

い概念としてのビジョン（Y）とは，先行研究からは，何らか

の既知の２種以上の概念それぞれの特徴的属性の組み合わせ試

行によって導かれると想定されたが，今回の調査からはそれは，

開発者にとっての希望的要素（X）の属性（x）と，現在の状態

（Ａ）の属性（a）との組み合わせ試行よって，導かれると考

えられる。その後，そのビジョン実現要素としての製品アイデ

アは，先行研究からの想定通り，そのビジョン（Y）の属性（y）

と，開発対象分野（B）の属性（b）との組み合わせ試行によっ

て導かれる（新たな概念（Z））ことが確認された。これが今

回の調査から考えられる，革新的なアイデアの創出を意図する

ビジョニングの認知プロセスモデルである。 

5. 2. 製品アイデアの質を決定する要因 

調査課題②に対してこのモデルを元にすれば，製品アイデア

の質とは，その製品アイデアを導くために選ばれたビジョンの

属性（y）と，開発対象分野の属性（b）の組み合わせに依存す

るといえる。Ward et al. [注14]は，あるカテゴリ事例につい

て，すぐに思いつく属性とは，他の多くの人も同様にすぐに思

いつくものであることを示したが，そのことを応用すれば，あ

る概念についても，すぐに思いつく属性とは，他の多くの人も

同様にすぐに思いつくものであることが考えられる。そのこと

に依拠すれば，ここでその開発対象分野（B）は，その分野で

の開発を前提とする開発者にとって似通っているであろう故に，

その属性（b）の選択は開発者によって大きく異ならないであ

ろう。対してビジョン（Y）の選択は当然開発者によって異な

り，その属性（y）の選択もしかりであろう。 

さらにそのビジョンの属性（y）とは，ビジョン（Y）に依存

するがその質とは，開発者にとっての希望的要素（X）の属性

（x）と，現在の状態（A）の属性（a）との組み合わせに依存

するといえる。やはりWard et al. [注14]に依拠すれば，その

属性（x）はその開発者にとっての希望的要素（X）の選択に依 

存し，その属性（a）はその現在の状態（A）の選択に依存する

といえる。その上でこれら開発者にとっての希望的要素（X），

現在の状態（A）の選択はいずれも，開発者によって異なるで

あろう。従って製品アイデアの革新性とは主に，製品の想像の

際に，どのようなビジョン（Y）を選んだか，そしてそのビジ

ョン想像の際にどのような開発者にとっての希望的要素（X）

を選び，どのような現在の状態（A）を選んだかに依存してい

ると考えられる。その観点で改めて各事例において創出された 

製品アイデアと，そのビジョン想像の際に用いられた開発者に 

 

 

 

 

 

 

 

とっての希望的要素，現在の状態を比べれば，すべての事例で

それら製品アイデアは，対応する開発者にとっての希望的要素

と，現在の状態の影響を受けていることが読み取れる。例えば，

事例Fの場合，ビジョン想像を通して最終的に創出された製品

アイデアとは，「AI組込型UDキッチンセット」であり，その製

品アイデアには明らかに，ビジョン想像の際に用いられた開発

者にとっての希望的要素，すなわち「IoT/AIといった能力発揮

支援につながるような技術」の影響が見られる。また同時に，

ビジョン想像の際に用いられた現在の（ニーズを抱える）状況，

すなわち（活動が制限されている）「現在のシニア」の影響も，

その製品アイデアが成立する状況として，見られる。その他の

事例における，製品アイデアが受けたと見られる希望的要素お

よび現在の状態の影響は，表２の各事例の「製品アイデア」欄

内に記述した。 

このことから，ビジョニングによって創出される製品アイデ

アの質は，そのビジョンの元となった概念に依存すると見るこ

とができる。これはすなわちビジョニングによって創出される

製品アイデアとは，その過程においていったん未来の状態であ

るビジョンが想像され設定されるものの，結局はその想像のき

っかけとなった開発者にとっての希望的要素や，現在の状況自

体に強く影響を受けたものとなることを意味する。特に開発者

にとっての希望的要素とは，それがまさに開発者が希望するビ

ジョンそして製品アイデア創出の方向である故に，製品アイデ

アの質の特徴を決定づけるものであろう。 

このことはまた，ビジョニングによってもし創出された製品

アイデアの革新性が十分に確認できない場合には，ビジョンを

固定したままで製品アイデアを再探索するよりも，ビジョンそ

のものから再探索すべきであることを示唆する。そして実際に

事例A，Fはそのようになされていた。 

5. 3. ビジョン想像の際に選ぶべき知識 

 ビジョン想像の際に何をきっかけとすべきか，すなわち何を

概念およびその属性として選ぶべきかについて，本調査では，

その選択はあくまでも開発者の恣意性によることが発見された。

それは何らかの決まった手順に沿って必然的に導かれるもので

はない。それはまさにそれが想像による故と考えられ，開発者

が何に希望的要素を見出し，何を現在の状態として選択するか，

そしてそれらを組み合わせるかに依存すると考えられる。 

その上で，ビジョン想像の際の希望的要素の導き方として，

クローズ型，すなわちその開発者の恣意性をより前面に出し，

自らが持つ知識のみに，あるいはある限られた外部情報からき

っかけを見出していた場合，およびオープン型，すなわち最終

的には開発者の選択によるものの，出来るだけ外部情報を幅広

く集めた上でそこからきっかけを見出していた場合が見られた。 
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そしてクローズ型である場合，その企業にとってのみ新規性が

ある製品アイデアの創出に至る傾向にある一方，オープン型で

ある場合，その企業にとってだけでなく，市場的あるいは技術

的にも新規性のある製品アイデアの創出に至る傾向にあったこ

とが発見された。このことは，あくまでも限られた事例を対象

とした調査結果である故にその解釈は慎重でなくてはならない

が，より革新性のある製品アイデアの特定に至るためには，ビ

ジョンの想像の際には，それが恣意的になされるにしても，限

られた情報源をもとにした開発者の想いや主張のみに依拠する

のでは限界があり，外部情報に依拠して概念を選ぶことが重要

であることを示唆する。そしてそれは，ビジョン想像の際に，

外部情報に依拠することが，より拡散的思考，すなわちより多

様な概念の探索につながるからであること，そして外部情報の

中から，より未来の顧客ニーズ適合に関連する知識が導かれて

いたからであることが考えられる。そしてその拡散的思考とは，

Reid & Brentani [注７]がビジョニングを構成するものとして

指摘したものであり整合する。 

また，ビジョン想像の際の現在の状態の前提の仕方として，

企業型，すなわち現在の企業の状態を前提とする場合と，市場

型，すなわち現在の市場の状態を前提とする場合が見られた。

そして前者は企業にとってのみ新規性がある製品アイデアの創

出に至る傾向にある一方，後者は，その企業にとってだけでな

く，市場的あるいは技術的にも新規性のある製品アイデアの創

出に至るものが含まれた。このことは，やはりあくまでも限ら

れた事例を対象とした調査結果である故にその解釈は慎重でな

くてはならないが，より革新性のある製品アイデアの創出に至

るためには，現在の企業の状態を前提とし，未来のそれを想像

するよりも，現在の市場の状態を前提とし，未来のそれを想像

する方が，より効果的であることを示唆する。そしてこのよう

な市場志向とは，Reid & Brentani [注７]がビジョニングを構

成するものとして示したものであり整合する。 

 まとめれば，ビジョン想像においては，開発者にとっての希

望的要素を構成する属性と，現在の状態を構成する属性を組み

合わせることになる。その際に，希望的要素の導き方がオープ

ン型である方が，すなわち希望的要素は外部情報を含めて探索

した方が，また現在の状態の前提の仕方が市場型である方が，

すなわち現在の企業の状態よりも現在の市場の状態を前提とし

た方が，より革新性のあるアイデアの創出に至り得ることが考

えられる。ただし今回調査した中では唯一，事例Ｃがそのビジ

ョン想像の際にオープン型でありかつ市場型であったにもかか

わらず，企業にとってのみ新規性のある製品アイデア創出に至

っていたが，それはここで指摘した要因以外の何らかの要因が， 

革新的なアイデア創出に影響していることを示唆する。 

 

 

 

 

 

 

 

６．おわりに  

 本研究から得られた知見は次のようにまとめられる。イノベ

ーション実現を意図する新製品開発プロジェクトにおいて，ビ

ジョニングとは，ビジョンの想像と，そのビジョン実現要素と

しての製品の想像という２段階の想像の過程によって，そして

それぞれの想像においては複数概念の属性の組み合わせ試行が

なされることによって，革新的な製品アイデア創出に貢献する

ものと考えられる。そしてビジョニングにおいて，その製品ア

イデアの革新性とは主に，①製品想像の際に選択されるビジョ

ン，そのビジョン想像の際に選択される，②開発者にとっての

希望的要素，特にそれがどれ程外部情報に依拠したものか，③

未来の状態，特にそれが未来の企業の状態よりも市場の状態で

あるか，これらにより導かれることが考えられる。ただしこれ

らの知見は, 限られた事例から導かれたものである。今後，調

査対象をより多様な事例に拡張し，その知見を重ねる必要があ

る。そして今回導出した知見をもとに仮説を設定するとともに

その仮説に含まれる概念を操作定義し，それらの妥当性を定量

的に検討する必要があり，それが本研究の限界である。 

 本研究の理論的インプリケーションとしては次をあげること

ができる。本研究は，製品アイデア創出のアプローチとしての

ビジョニングを，創造的認知の観点から理解する道筋をつけた。

創造的認知研究には例えば，互いにより弱い関係にある概念知

識の組み合わせは創造的結果に至るとの知見があるが[注20]，

今後，このことを応用することで，２つの概念の組み合わせか

らなるビジョン想像あるいは製品想像とその結果としての製品

アイデア革新性との関係を検討できることが考えられる。そし

て実務的インプリケーションとしては，まず本研究の知見の定

量的妥当性評価を待たなければならないが，本研究の知見とし

て指摘したビジョン想像の際の組み合わせのための概念の探索

と選択は，それが恣意的になされるとしても，革新性のある製

品アイデアの特定を決定づけるものである故にその重要性が指

摘される。ビジョニングによって創出された製品アイデアの質

が，そのビジョン想像の際に用いられた概念に依存する以上，

その創出された製品アイデアの革新性が十分に確認できない場

合には，ビジョンそのものから再探索されるべきであろう。 
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