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創造性モデルに関する研究試論

                        主席研究員 榎並 利博

                     



要旨 

 

 アベノミクスの“3本の矢”のなかで、これから成長戦略の実行が期待されており、成長

戦略の 3つのキーワードの一つとして、「挑戦：チャレンジ」、「海外展開：オープン」とと

もに、「創造：イノベーション」が取上げられている。我が国が経済的に成長するためには、

グローバル化のなかで新たな製品やサービスを創造していかなくてはならず、今ほど「創

造：イノベーション」の必要性に迫られている時はない。 

 しかし、このイノベーションの原初的な部分であるアイデアやインベンションの発現、

つまり創造性のメカニズムは何かということについてはほとんど研究されておらず、ひら

めきや直感という言葉で表現されることが多かった。本研究は、この創造性のメカニズム

について、追究したものである。 

まず、これまで創造性について研究が行われた 4 つの分野（心理学、科学論、経営学、

創造開発技法）を対象に、それらの研究の成果と限界について整理し、創造性のメカニズ

ムを明らかにする有効なモデルが現状では見出されていないことを確かめた。そして、こ

れまでの研究では、創造性について「神秘的なもの」と「論理的なもの」という 2 つの対

立した考え方があることに着目し、この対立した考え方を説明することが創造性のポイン

トであると考えた。 

そこで、創造における「ひらめいた！」という事象は新たな概念の獲得であるという前

提に立ち、ソシュールの言語哲学の諸概念を借りながら、分節・知覚マップ・オブジェク

トという概念を使って創造性モデルを構築した。この創造性モデルは、言語化されないも

のを抽象概念として扱っているため、2つの対立した考え方を矛盾無く説明できるという利

点を持っている。 

最後に、創造性モデルの有効性を確認するため、先行研究において指摘された創造性に

関する現象や言説について、創造性モデルを使って解釈した。創造性モデルによって説得

力のある解釈ができたと考えており、モデルの真偽はともかく、モデルの有効性について

示すことができたと考えている。 

 本研究によって、創造性モデルは下記のような場面に役立つと考える。 

・ 場当たり的、あるいは迷信のような方法に比べて、より効率的な発想ができる。 

・ 特定の人だけでなく、誰でもが創造的な発想ができる。 

・ 創造的な発想をしようと悩んでいる時、出口を見出だすことができる。 

・ 創造性と情報処理の関係について、新しい視点を提供することができる。 

 

キーワード：創造性、イノベーション、アイデア、知識、人工知能 



目次 

 

 

１．研究の背景と研究の枠組み 

１．１ 創造性の研究にあたって 

１．２ 本研究における言葉の定義 

１．３ 研究の位置づけと枠組み 

２．創造性に関する先行研究の成果と限界 

２．１ 創造性に関する先行研究が対象とした分野 

２．２ 心理学の視点 

２．３ 科学論の視点 

 ２．４ 経営学の視点 

２．５ 創造開発技法の視点 

２．６ 各分野における研究成果のまとめ 

３．創造性モデルの構築 

３．１ ソシュールの言語哲学についての整理 

３．２ 概念と価値について：ソシュール言語哲学の応用 

３．３ 創造性モデルの提示 

３．４ 創造性、知識、価値についてのまとめ 

３．４．１ 創造性とは何か 

３．４．２ 創造性と知的活動との関係 

３．４．３ 価値とは何か 

３．４．４ 創造のプロセスとは 

３．５ 暗黙知および SECIモデルとの関係 

３．５．１ 暗黙知 

３．５．２ SECIモデル 

４．創造性モデルによる先行研究における事例の解釈 

４．１ 心理学：マーク・ステフィックとバーバラ・ステフィック 

４．２ 心理学：アレックス・オズボーン 

４．３ 科学論：市川惇信 

４．４ 科学論：江崎玲於奈 

４．５ 経営学：P.F.ドラッカー 

４．６ 経営学：クレイトン・クリステンセン 

４．７ 経営学：野中郁次郎・勝見明 

４．８ 創造開発技法：シャロン・ベイリン 

４．９ 先行研究の解釈に関するまとめと創造性モデルの有効性 

 

・・・・・・・ 1 

・・・・・・・ 2 

・・・・・・・ 4 

 

・・・・・・・ 6 

・・・・・・・ 7 

・・・・・・・ 9 

・・・・・・・11 

・・・・・・・14 

・・・・・・・14 

 

・・・・・・・19 

・・・・・・・23 

・・・・・・・26 

・・・・・・・29 

・・・・・・・29 

・・・・・・・33 

・・・・・・・35 

・・・・・・・36 

・・・・・・・38 

・・・・・・・38 

・・・・・・・40 

 

・・・・・・・41 

・・・・・・・44 

・・・・・・・49 

・・・・・・・52 

・・・・・・・55 

・・・・・・・57 

・・・・・・・59 

・・・・・・・61 

・・・・・・・62 



５．おわりに 

参考文献 

・・・・・・・65 

・・・・・・・66 

 



1 

 

１．研究の背景と研究の枠組み 

 

１．１ 創造性の研究にあたって 

 

 創造性とは、人類が持っている優れた能力の一つであり、これまでも創造性の力を使う

ことによって、人類は石器時代から農業革命、産業革命を経て、現在に至っている。人類

が持つ創造性によって、人類の生活のあり方が大きく変化してきたことは疑いが無い。し

かし、これまでの歴史のなかで、危機感が醸成された時代を除いて、創造性が強く求めら

れてきたとは言いがたい。自然科学における新たな認識や考え方は、宗教的権威を失墜さ

せる悪魔的なものとして捉えられた中世のような時代もあった。 

 産業革命によって機械文明が発達し、機械化によって農業の重労働から人々が解放され、

ロボット化によって工業製品製造の単調な作業から人々が解放され、今またコンピュータ

化によって事務処理のルーチンワークから人々が解放される。これを労働からの解放では

なく、職業の喪失と捉えるならば、穏やかではない。ラッダイト運動によって大量生産の

機械は打ち壊され、労働組合によってコンピュータの導入が阻止されるという過去があっ

た。しかし、それまでのような低い生産性のままでいる組織や企業は、やがて競争に負け

て淘汰され、組織ごと消滅することになる。つまるところ、今までに無い新たな価値、新

たなもの、新たなサービス、新たな職業を創り出していく以外には、生活の糧を得る方法

はない。 

 これを現在の日本の文脈で捉えてみる。大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資

を喚起する成長戦略というアベノミクスの“3本の矢”のなかで、これから成長戦略の実行

が期待されている。そして、成長戦略の３つのキーワードとして、「挑戦：チャレンジ」、「海

外展開：オープン」、「創造：イノベーション」が挙げられている。 

 すでに高度経済成長時代の末期から言われてきたことであるが、諸外国をキャッチアッ

プするという時代はとうに過ぎた。自ら新しい社会を切り開き、新たな製品やサービスを

創造していかなくてはならない。このような課題は、東西冷戦終結以降の先進国の共通課

題であるが、特に日本においては超高齢社会という未知の課題に取組まなければならず、

他国において経験のない「創造：イノベーション」の必要性に迫られている。 

 また、地方においても TPP交渉参加は第一次産業に大きな影響を与え、災害・電力・原

発不安やグローバル化のなかで、競争力のある製品を開発していかなければ第二次産業の

行く末も危うい。地方においても、「創造：イノベーション」の必要性は疑いない。 

 しかし、このイノベーションの原点となる創造性、つまり新しいアイデアやインベンシ

ョンを生み出すメカニズムは何か、ということについてはあまり研究されていない。ある

いは研究されていても、「ひらめき」や「直感」のような言葉で表現・分析されるのみで、

論理的で説得力のある説明がなされているとは言いがたい。 

 本研究は、この創造性とは何かということについて、論理的に説明することを目指して
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いる。論理的な説明が成功すれば、下記のようなことに貢献できるだろう。 

・ 場当たり的、あるいは迷信のような方法に比べて、より効率的な発想ができる。 

・ 特定の人だけでなく、誰もが創造的な発想ができる。 

・ 従来の考え方に捉われて出口が見えないとき、そこから脱出するきっかけを与えること

ができる。 

・ 創造性と情報処理の関係について、新しい視点を提供できる。 

さらに、IT 業界におけるトレンドとしてビッグデータというテーマがあり、データの解

析によって創造的な知見を得られるのではないかと大きな期待が寄せられている。しかし、

統計的な分析手法や業務知識を身につけてもそれだけでは創造的な知見を得ることはでき

ず、どのようなメカニズムを使えば創造的な知見を得ることができるのかという問題があ

る。また、人工知能(AI)の分野では、論理式モデルやニューロモデルだけでは、創造性に近

づけないという問題もある。本研究はそのような IT 活用にも役立つことを意図している。 

 

１．２ 本研究における言葉の定義 

 

 「創造」を辞書で調べると、新しいものを初めてつくり出す、それまでなかったものを

初めてつくり出すなどの意味があり、「創造性」は「（前記のものを）つくり出す力および

能力」を意味する。英語では名詞として creativity と creativeness の 2 種類があり、前者

は「創造性、創造力、独創性、独創力」、後者は「創造性、創造的であること、独創的であ

ること」という意味がある。本稿における創造性とは、英語の creativityの概念に近く、「そ

れまでなかったものを生み出す力」という定義で使っていく。 

 なお、政府の成長戦略では「創造：イノベーション」という言葉が使われているが、こ

れは創造によってイノベーションを起こしていくという意味であり、創造＝イノベーショ

ンではない。イノベーションとは社会的な価値として認められてはじめて使われるもので

あり、社会的に価値が認められない段階ではインベンションという言葉が使われる。創造

性、つまり「それまでなかったものを生み出す力」によって具体的なかたちが作られたも

のの、まだ社会的にはその価値が認められないものがインベンションである。そして、具

体的なかたちとして作られる前には、その設計図である抽象的なかたちが存在しているは

ずであり、それは通常「ひらめき、アイデア」と言われる。 

 したがって、創造性があればイノベーションが起こるというわけではなく、一つのイノ

ベーションの成功の陰にはいくつものインベンションがあり、その陰にはさらにそれ以上

の「ひらめき、アイデア」がある。しかし、創造性が無ければ「ひらめき、アイデア」は

起こらず、インベンションも生まれず、イノベーションも起きない。この 3 者の関係を社

会的なインパクトの図として図示すると次のようになるだろう。創造性について「それま

でなかったものを生み出す力」という定義をしたが、その力によって生ずる「ひらめき、

アイデア」もまた創造性という言葉を使っていくことにする。 
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図表 1 創造性、インベンション、イノベーション 

 

（出所：筆者作成） 

 

 創造性とはまったく新しいものを生み出す力とすると、既存のものを改善することは創

造性とは異なるのかという指摘があるかもしれない。前者は、Apple I・Apple II、Macintosh、

iPod・iPhone・iPadなどを次々と世に送り出したスティーブ・ジョブズが思い浮かぶであ

ろうし、後者は、燃費性能の向上や消費電力の低下など「カイゼン」に代表される日本の

製造業が思い浮かぶだろう。 

前者は、新しい「もの」を作るというよりは新しいコンセプトを提案し、パソコン・音

楽・電話など既存業界の方向性を変えたり、既存業界の根底を揺るがしたりする。一方後

者は、自動車の燃費向上・家電製品の消費電力低下などの目標があり、製品の質の向上に

貢献するが、既存業界の方向性を変えたり、根底を揺るがしたりするようなことはない。 

この両者はまったく異なったもののように見えるが、創造性の視点から考えると、両者

はまったく同じ構造を持っていると筆者は考える。両者における創造性の原理は同じであ

り、結果としてまったく異なったもののように見えるのは、（詳細は後述するが）社会の受

け止め方が異なるためであると説明できる。 

また、発見・発明と創造性の違いについても言及しておく。発見とは新しいものを見出

すことであり、例えば望遠鏡や顕微鏡などの新しい道具を使って、今まで知られなかった

天体や細菌を「発見する」などの例がある。発明は新しいものを作り出すことであり、必

ずしも物理的な物体とは限らないが、具体的な物・サービスのかたちを示す。 

 発見と創造性は関係があるが、創造性の有無については文脈によって異なる。単に「猿

を発見した」という時の発見は、見つけた（視覚で捉えた）という意味であり、ここに創

造性は感じられないだろう。しかし、「新種の猿を発見した」という時の発見は、単なる見

つけたという意味以上のものを含む。「新種の猿を発見した」という場合、猿に関する多く

の知識を持っていたために、「これまでとは生物学的に異なる種類の猿が棲息している」と

いう事実を社会にもたらしたという意味で、これは創造性と密接な関係があるといえる。

また、本来猿が棲息していない地域で「猿を発見した」という時も、「これまで考えられて

いた棲息範囲は間違いなのか、新種なのか、外来種が持ち込まれたのか」などの新たな知

見を社会にもたらしたという意味で、これも創造性と密接な関係があるといえる。 

「初めて微生物を発見した」、「新しい病原菌を発見した」というように、創造性と関連
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する発見は「初めて」や「新しい」という形容詞が付くことが多く、その社会にとって「新

たな知識あるいは価値」が出現したことを示している。創造性にはなぜそのような形容詞

が付くのか、また知識や価値とどのような関係にあるのか、その理由とこれらのメカニズ

ムについては、分節、知覚マップ、オブジェクトという概念を用いながら第 3 章で詳しく

説明する。 

 発明はこれまでに無いものを作り出すことであり、一般的には発明品の要素となってい

る原理や製造方法・商用化の方法、あるいは既知のものの組み合わせ方に、創造性が組み

込まれていると考えられる。発明といえば、白熱電球や蓄音機を発明したトーマス・エジ

ソンが思い浮かぶが、白熱電球や蓄音機の原理自体は既に考案されていたという。原理の

考案は創造性であるが、改良して実用化することも創造性であり、一つの発明品には創造

性が重層化していることもある。 

 

１．３ 研究の位置づけと枠組み 

 

 創造性に関する研究は、古い歴史があるとともにその範囲もかなり幅広く、創造性の研

究動向を整理した「創造性の概念と理論」(矢野正晴ほか、2002)によれば、19 世紀末の心

理学を起源として始まり、日本においても 1960年代後半から 1970 年代にかけて心理学、

生理学、経営学、教育学、工学などの分野でその研究が注目されたという。ただし、1980

年代以降は研究が低迷し、現在では経営学、科学論、計量文献学という分野における研究

が主になっている。それに対して、欧米では心理学、経営学、科学論、創造開発技法とい

う分野で研究が進められ、そこではさまざまなモデルや理論が提案されている。 

 これらの創造性に関する研究をすべて紐解き、そこで提案されたモデルや理論を検証し

ていくことは、筆者にとってあまりにも手に余る。そして、本稿で主張したいことは、「筆

者の考える創造性モデルが、創造性のメカニズムを解き明かし、創造性についてうまく説

明できるのではないか」ということである。そこで、まず筆者の考える創造性モデルがこ

れまで研究されてこなかった考え方であることを示し、次にこれまでの研究分野で説明し

切れなかった創造性に関する事象を、創造性モデルによって説明することでこのモデルの

有効性を実証したい。もちろん説明可能性がそのままモデルの正しさを証明するわけでは

ないため、あくまでも試論という位置づけである。今後、このモデルが情報処理などに応

用され、大きな成果を得ることができれば、モデルの正しさの証明に一歩近づくと考える。 

 最初に、筆者の考える創造性モデルが、これまで研究されてこなかったアプローチであ

ることを示したい。これまでの研究動向については、矢野正晴ほか(2002)で細かく整理され

ているが、日本や欧米含めて、哲学からのアプローチはない。科学論のなかで、一部科学

哲学に言及する部分で哲学に触れられているだけである。筆者が本稿で提示する創造性モ

デルについては第 3章で詳述するが、その原理は言語哲学であり、「分節」という概念を中

心にモデルを構築している。これまでの研究にない新しいアプローチだといえる。 



5 

 

 次章以降、次のように第 1 から第 3 までのステップを踏んで、研究を進めていくことに

した。 

第 1ステップ（第 2章） 

 創造性に関する先行研究分野について、そこにおける研究の成果と限界を示す。 

第 2ステップ（第 3章） 

 ソシュールの言語哲学の理論から、本研究で必要となる概念を抽出・整理し、ソシュー

ル言語哲学の概念を借りた創造性モデルを提示する。 

第 3ステップ（第 4章） 

 創造性モデルの検証を行う。検証方法としては、第 1 ステップで整理した創造性の成果

と限界に関する現象や言説を材料として、創造性モデルを使って具体的な創造のメカニズ

ムの説明を行う。説得力のある説明ができれば、モデルの有効性を示すことができたと考

える。 

本稿で提示できるのはここまでであり、モデルの正しさの証明については別の機会に譲

りたい。 
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２．創造性に関する先行研究の成果と限界 

２．１ 創造性に関する先行研究が対象とした分野 

 

第 1 章で述べたように、創造性に関する研究分野は、日本では科学論、経営学、計量文

献学の 3 分野、欧米では心理学、科学論、経営学、創造開発技法の 4 分野に整理されてい

る。この日欧米の創造性に関する研究分野を総合し、心理学、経営学、科学論、創造開発

技法の 4 つの分野においてその研究成果を検証していく。なお、計量文献学は論文生産数

や引用度を測定して創造性を計量しようというアプローチであり、創造性のメカニズムを

探求しようというものではないため除外することとした。また、近年では脳科学からのア

プローチもあるが、物理的な脳の活動と創造性との関係については本研究では対象外とし

たため、脳科学についても除外している。 

研究成果を検証するための文献を収集する方法としては、経営や科学に関する研究者の

推薦を得ながら、分野ごとに次のような基準で 2～3の文献を選定した。それを図表 2に示

す。 

 創造性とは何かを追究した研究文献。特に、版数を重ねて定評のある文献 

 科学者、自然科学研究者の立場から、創造性について書かれた文献 

 企業経営に大きな影響を与えたイノベーションや創造性に関わる文献 

 創造性を発揮した立場（ノーベル賞受賞者など）として創造性を語った文献 

 なお、創造性に関する議論が全体として発散しているような文献、あるいは創造に向い

た組織や社会のあり方を探求することが目的となっている文献については、創造性とは何

かという追究が弱いため除外した。『創造力の不思議 アイデアは脳のどこからやってくる

のか』(アルベルト・オリヴェリオ、2010) や『成功にはわけがある 創造力の正体』(畑村

洋太郎、2002)がこれに該当する。 

 

図表 2 創造性に関する文献の分類 

研究分野 文献 

心理学 

 

 マーク・ステフィック＆バーバラ・ステフィック(2006) 

 アレックス・オズボーン(2008) 

科学論  市川惇信(1996) 

 江崎玲於奈(1997)  

経営学  P.F.ドラッカー(2007) 

 クレイトン・クリステンセン(2000) 

 野中郁次郎・勝見明(2004) 

創造開発技法  シャロン・ベイリン(2008) 

（出所：筆者作成） 
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 また、創造開発技法分野に関しては、教育学者であるシャロン・ベイリンの 1 冊のみを

取上げることとした。この分野は『ザ・マインドマップ』(トニー・ブザンほか、2005 年)

に代表されるようにアイデア創出法やコンサルタントのためのノウハウ本などが多く、創

造性のメカニズムを追究するというより「このような図を作ると良いアイデアが浮かぶ」

という技法の説明に終始した文献が多く、KJ法などを使ったアイデア抽出方法やワークシ

ョップのファシリテーション技法なども混在しており、創造性のメカニズムまで追究した

文献がなかなか見当たらなかったためである。 

 各分野における研究成果については、各研究者が創造性のメカニズムについて言及して

いる言説のみを対象文献から抽出した。そして、その言説を次項以降の枠内に示し、本章

の最後にその研究成果と限界について整理する。枠内の表現については、原文をそのまま

引用した部分はページ番号「P～」を示し、原文が長文のため要約した文章は「・」で示し

ている。また、「〇」は「・」と同じであるが、テーマの区切りあるいは以降の文章のタイ

トルを示していることに留意いただきたい。 

 

２．２ 心理学の視点 

 

創造性に関する比較的新しい文献として、『ブレイクスルー イノベーションの原理と戦

略』(マーク・ステフィック バーバラ・ステフィック、2006)がある。マーク・ステフィッ

クは PARC(パロアルト研究センター)の発明家兼研究フェローであり、バーバラ・ステフィ

ックは心理学者である。 

P18 「ひらめきから得られたアイデアを実際に使うことができるところまでもっていくに

は、普通、多くの年月を要する。」 

P58 「発明をするのに一つの決まった道があるわけではない。発明家が創造的ひらめきを

得る方法は、各々異なる強みに導かれるもので、人それぞれである。とはいえ、ブレイク

スルーには四つの主要なアプローチが明らかにみてとれる。」 

① 理論主導型：アインシュタインの相対性理論 

② データ主導型：デ・メストラルのバリ（棘のある種子）、メンデルの遺伝の法則（デー

タの異常なものに気づく能力） 

③ 手法主導型：ガリレオの望遠鏡、パスツールの顕微鏡 

④ ニーズ主導型：エジソンの白熱電球・蓄音機等、ウェブサイトのリコメンデーション

機能 

P82 主要な 4つのアプローチにはそれぞれのキャッチフレーズがある 

① 理論主導型：わかった！ 

② データ主導型：それは奇妙だ！ 

③ 手法主導型：それでわかった！ 

④ ニーズ主導型：必要は発明の母 
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P86 「発明の創造的な洞察は、一瞬のひらめきのなかで生まれる。反対に、イノベーショ

ンには何年もかかる場合がある。」 

P87 「トーマス・エジソンが、天才とは「1％のひらめきと 99％の努力である。」と述べた

とき、彼が言いたかったのはイノベーションが困難だということであった。」 

P117 「大学院での教育には、新しい知識を得ることではなく、「先入観を捨て去る」こと

も含まれている。」 

P124 「イノベーションが一番多く生まれる分野は、たいてい学際領域である。」 

P151 「科学には、偶然の観察が重要な発見につながったという話がたくさんある。」アレ

クサンダー・フレミングによるペニシリンの発見。青カビがバクテリアを殺す分泌液を出

していることを発見。「偶然は準備された心に微笑む」（ルイ・パスツール） 

P177 「発明家やその他の創造的な人々には、子どもっぽい無邪気さが見られることが多い。

たとえば、何かを不思議に思う気持ちがそうである。」 

P177 「アインシュタインの話は、『論理』とは似ても似つかないものである。彼は自分の

体験について、大部分は視覚から得たものだが、たまに身体を動かして得たものもあると

書いている。アインシュタインにとって、アイデアを形成した当初は、論理はおろか、言

葉とも密接に結びついていない。」 

P186 「『絶えずよいアイデアを得るには、どうしたらよいのですか？』と聞かれたポーリ

ングは、こう答えた。『たくさんアイデアを出して、悪いアイデアを捨ててしまえばいいん

だよ。』」 

P204 「理解するための鍵は、その場に行ってデータを見て、データにどっぷり浸かり、そ

のデータととことん対話することでした。データとじっくり話し、データを一つずつ詳細

にわたってじっくり考えれば、アイデアは浮かんでくるものです。」 

次に、『創造力を生かす アイデアを得る 38 の方法』(アレックス・オズボーン、2008)

について以下に整理した。ブレーン・ストーミングを考案したオズボーンの原著は 1948年

の出版であり、1969 年に邦訳版が出版され、現在は新装版として出版されている。半世紀

以上にわたって読み継がれている書籍であり、アイデアや創造力について自身の経験をも

とに執筆しており、豊富な事例を扱っているところに特徴がある。 

〇誰でも創造力を持っている。創造力は教育や年齢には関係がない、創造力は場所を選ば

ない。 

P55 「イマジネーションの働き方と働かせ方はよくわかったのだが、創造的なひらめきに

ついては、まだまだわからないことが多く、私も本書を書く準備でいろいろ調べた結果、「ひ

らめきをひらめかすものは何か？」という疑問がますます強くなっている。人間にはこの

解答は決して得られないだろう。これは生そのものより深い神秘であり、われわれにはま

だ心臓に鼓動を与えるものさえわかっていないのだ。」 

〇創造力の資源とは何か 

・ナマの体験：「ナマの体験は創造力にとって最高の燃料となる。それはわれわれの内に
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とどまって必要な時に湧き出してくる。間接的な経験―皮相的に読み、聞き、見ること

－は、はるかに弱い燃料にしかならない。」 

P143 「創造的な計画において、予備的段階の最終的なものは、（１）問題を分析し、（２）

骨組みを立て、（３）事実を挿入し、（４）定型を作りやすいように全事実を関連づけるこ

と、である。定型は求めるアイデアに到達するための魔法の地図となる。」 

P147 「たくさん、たくさん、もっとたくさん！ アイデアにはこれが一番確かな道だ。

（中略）機関銃の原理と言ってもよいだろう。打ち出される数多くのアイデアのうち、ほ

んとうに的を射当てるのはごくわずかだからだ。試案が多いほど成功の機会は多くなり、

連想力もよくなる。」 

P149 「創造的な努力にはおいては、量が質をつちかうのだ。これは論理的、数学的な真

理である。良いアイデアが最初に浮かぶことはめったにないのだ。」 

P236 「創造的な人々は大抵、創造的な仕事に取りかかっている時の気晴らしとしては読書

は望ましくないと忠告している。」 

P255 「エジソンは仕事の早い人だったが、それでも、未完のアイデアが真価を発揮する

には大変な時間がかかることをよく知っていた。『発明とは一時に完全な形で現れるものだ

と思っている人が多いが、そんなものではないのだ。一例をあげれば、蓄音機は一歩一歩

と時間をかけた末にやっと生まれたのである。私がこれに着手したのは南北戦争当時イン

ディアナポリスの電信技手をしていた時である』と彼は言っているが、そうすると 1864年

から 1877年までかかって試作品を完成したことになる。」 

 

２．３ 科学論の視点 

 

 この分野では、自然科学や科学技術において創造性がどのようなかたちで現れるのかを

追究している。『ブレークスルーのために 研究組織進化論』(市川惇信、1996)の考え方を次

に整理した。 

〇「わかる」には 3つの形態がある。 

 悟る：著者は悟りの境地には達していないので言えないとしながらも、悟りの境地に

達した高僧によれば「教義について徹底的に問答し思案し、へとへとになっているあ

るとき、百雷の一時に落ちるような大音が頭の中に轟いて、以後、森羅万象わからな

いことはなく、何を聞かれても答えられるし、自分の行動は水のごとくなる」と言っ

ている。 

 直感的にわかる：同種の事象をたくさん見たり聴いたり触ったりしていると、自然に

会得されてくるもの。例えば、「絵がわかる」、「音楽がわかる」など。 

 仮説的知識としてわかる：仮説とそれからの演繹的推論。 

〇「悟る」と「直感的にわかる」は他人に移転できないが、「仮説的知識としてわかる」は

移転できる。「仮説的知識としてわかる」の「わかる」は、自然科学に固有な方法ではなく、
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普遍的なもの。つまり、整合的な知識が積み上がる。 

〇「仮説的知識としてわかる」の「わかる」が、自然科学として整合的な知識体系を作り

出すことができるが、その理由は次の 3つの原理を持っているからである。 

①無矛盾性：自然は無矛盾な存在である 

②因果性：同じ原因に対しては同じ結果が対応する。 

前向け因果性：同一の原因は同一の結果を生む。 

後向け因果性：異なる結果は異なる原因の存在を意味する。（特にこれが自然科学をよ

り精密にしてきた。異なった結果が得られたとき、原因に何らかの異なった点がある。） 

③斉一性：無矛盾性と因果性はすべての時間と空間を通じて成立する。 

技術は自然科学の応用であり、上記の 3 つの原理を基礎とするが、斉一性については

限定斉一性（技術が使われる範囲内での時間と空間）で十分であり、製造物の整合的

接続を保証するものとして「標準・規格」の原理が追加される。 

 次に、『創造力の育て方・鍛え方』(江崎玲於奈、1997)を取上げる。この本は、エサキ・

ダイオードでノーベル賞を受賞した江崎氏が、自分の研究経験から創造力について分析し、

創造力を育て鍛えるための教育や研究のあり方について記したものである。自らの実経験

に照らし合わせて、創造力というものがどのようなものであるかを表現している。 

P20 「この研究過程での私の着眼点が良かったとすれば、つまり、既成概念とは異なる結

果がでた時、その重要性を即座に見抜き、興味を持って原因解明に取組んだことでしょう。」 

P21 独創的な研究開発を進めるための鍵は何か 

①自由闊達であること 

「『創造』という活動は当然個人としての活動ですから、個人の『自由』が重要だと、私

は考えています。」 

②テイストを磨くこと 

「審美眼とか鑑識眼という意味で、本物を見抜く感性のことです。」 

P94 「大脳生理学では、言葉、論理、計算など知的作業は左半球で処理し、音楽や図形認

識は右半球の役目だといわれている」 

P95 「アインシュタインは、自分がモノを考えるときは、言葉が何かの役割を演じている

とは思わない。あえて言えばイメージのようなものが創造的な思考に結びつくと語ってい

ます。」 

P102 「サイエンス（科学）にはコインの裏表のように二つの面があり、一つは、非常に

論理的で、理性的で、冷徹で、厳密なロゴス的面です。（中略）もう一つの面は、新しい成

果が生まれる創造の過程、言わば主観的、個性的、パトス的な側面です。」 

「ある人は、このロゴス的な面をデイ・サイエンス(day science)、パトス的な面をナイト・

サイエンス(night science)と呼んでいます。もちろん、両者あいまってサイエンスは発展す

るのですが、大発見や新理論の萌芽はいつも night scienceにあることだけは知っておいて

ください。」 
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P114（ある対談から） 

「創造活動はロジックがない。一つだけコンピュータにプログラムできないものがある。

それは創造する、クリエイティブということなんです。そういう創造活動というのはロジ

ックがないわけ。ロジックがない限りは、絶対コンピュータに入れることが出来ないわけ

です。」 

P214 

「欧米の社会では、科学の進歩に不可欠な人間の想像力あるいは創造性を次のように意味

づけています。すなわち、文学や芸術における“ひらめき”とでもいわれるものと、それ

は本質的に同じものだという認識です。」 

 

２．４ 経営学の視点 

 

 この分野は企業のイノベーションを対象として、創造性に迫っているものである。代表

的な事例として、ドラッカー、クリステンセン、野中・勝見を扱う。まず、ドラッカーの

言説について、『イノベーションと企業家精神』(P.F.ドラッカー、2007)の内容を整理した。 

P13 「まさにイノベーションとは、技術というよりも経済や社会に関わる用語である。（中

略）あるいは、供給に関わる概念よりも需要に関わる概念、消費者が資源から得られる価

値や満足を変えることと定義することができる。」 

〇イノベーションのための 7つの機会 

① 予期せぬ成功と失敗を利用する 

② ギャップを探す 

③ ニーズを見つける 

④ 産業構造の変化を知る 

⑤ 人口構造の変化に着目する 

⑥ 認識の変化を捉える 

⑦ 新しい知識を活用する 

〇事例 メイシーズは婦人服を売る百貨店から、家電を売る百貨店へ再発明することで生き

残った。婦人服にこだわる百貨店は生き残れなかった。百貨店の経営者は、婦人服こそ百

貨店が取り扱うのにふさわしい商品と考え、家電など取り扱いたくなかった。自動車メー

カーは車を運搬の道具から、ステータスシンボルの道具として再発明することで成功した。 

P157 イノベーションの方法＝「目的意識、体系、分析」である 

「私がイノベーションのための 7 つの機会と呼んでいるものと関係なく行われるイノベー

ションがある。（中略）勘によるイノベーション、天才のひらめきによるイノベーションで

ある。だが、そのようなイノベーションは再度行うことができない。教えることも学ぶこ

ともできない。天才になる方法は教えられない。」 

〇イノベーションの方法とは、次のようなものである。 
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① 機会の分析 

② 理論的かつ知覚的認識 

③ 焦点を絞り、単純なものにする 

④ 小さくスタートすること 

⑤ 最初からトップの座を狙うこと 

P225 企業ではなく市場が、その商品から新たなコンセプトを作り出した事例 

・1950 年頃のユニバックが行ったコンピュータの市場調査は、2000 年までのコンピュー

タ市場は 1000台であった。（科学技術計算の需要のみで計算） 

・原動機付き自転車を販売したところ、原動機だけ注文する地方があり、そこでは自転車

から外した原動機を使って灌漑を行っていた。（自転車より灌漑用ポンプとしてのニーズが

強い地方があった） 

・デュポンはナイロンが自動車のタイヤに使えるとは思っていなかった。タイヤメーカー

からの要請でナイロンを供給すると、数年後には最も利益の出る市場となった。 

クリステンセンについては、『イノベーションのジレンマ』(クレイトン・クリステンセン、

2000)からその言説を整理した。この原著は 1997 年の出版であり、イノベーションのマネ

ジメントがその主眼である。すぐれた経営は、その優れた経営ゆえに失敗につながること

があるという逆説的な言い方をしており、技術には「持続的」技術と「破壊的」技術があ

り、優れた経営が「破壊的」技術に遭遇したときに失敗するという。「持続的」技術とは、

製品の性能を高めるものであり、新技術のほとんどがこれにあたり、「破壊的」技術とは、

少なくとも短期的には製品の性能を引き下げる効果を持つ技術であり、従来とはまったく

異なる価値基準を市場にもたらすという。 

P11 「概して、破壊的技術は、最初は市場で最も収益の低い顧客に受け入れられる。その

ため、最高の顧客の意見に耳を傾け、収益性と成長率を高める新製品を見出すことを慣行

としているたいていの企業は、破壊的技術に投資するころには、すでに手遅れである場合

がほとんどだ。」 

P52 「（ディスクドライブ業界の分析から）実績ある企業は、ごく単純な改良から抜本的な

イノベーションまで、持続的イノベーションをリードする技術力を持ってはいたが、破壊

的技術を率先して開発し、採用してきたのは、いつも既存の大手企業ではなく、新規参入

企業である。」 

P141（破壊的技術にうまく対処し、成功をおさめるには） 

①破壊的技術を開発し、商品化するプロジェクトを、それを必要とする顧客を持つ組織に

組み込んだ。経営者が破壊的イノベーションを「適切な」顧客に結びつけると、顧客の需

要により、イノベーションに必要な資源が集まる可能性が高くなる。 

②破壊的技術を開発するプロジェクトを、小さな機会や小さな勝利にも前向きになれる小

さな組織に任せた。 

③破壊的技術の市場を探る過程で、早い段階にわずかな犠牲で失敗するよう計画を立てた。
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市場は試行錯誤の繰り返しのなかで形成されていくものであると知っていた。 

④破壊的技術を商品化する際は、技術的な躍進をねらい、破壊的製品を主流市場の持続的

技術として売り出すのではなく、破壊的製品の特徴が評価される新しい市場を見つけるか、

開拓した。 

P219 「人びとの声に耳を傾けることによってではなく、人びとがどのように製品を使うか

を見ることによって得られることがある。破壊的技術の新しい市場を発見するためのこの

アプローチを、筆者は『不可知論的マーケティング』と呼んでいる。破壊的製品がどのよ

うに、どれだけの量使われるか、そもそも使われるかどうかは、使ってみるまでだれにも、

自分自身にも顧客にもわからないとの明確な仮定にもとづくマーケティングという意味で

ある。」 

最後に、野中・勝見の『イノベーションの本質』(野中郁次郎・勝見明、2004)から、創造

性についての言説を整理する。この書籍は、製品開発における「イノベーションの本質」

を人と組織の観点から捉えようとしたものである。目標やコンセプトを最初に置き、それ

を実現する、あるいは拡大するためのイノベーションも含まれる。事例として、DAKARA

（サントリーの飲料）、光るギター、黒川温泉、グータ（日清のカップ麺）、乾く洗濯機、

プラズマディスプレイなどがあげられている。 

〇DAKARA 

P37 クリエイティブ・ルーチン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 相対価値（表コンセプト：男のスポーツドリンク）から絶対価値（真のコンセプト：

MOTHER飲料）への転換 

〇光るギター 

・ 自分の思い（欲求→価値）によって、光るギターを生み出す。 

・ 営業部門から商品として否定される。価値観がまったく異なったため、ヤマハの商品と

して売るべきものではないと言われる。 

・ ネット上で企画を公開し、ユーザの反響を得て、モニター販売にこぎつける。以後、ヒ

ット商品となる。 

〇まとめ 

相対価値 絶対価値 

表コンセプト 

「男のスポー

ツドリンク」 

 

 

思い 

イメージ 

真のコンセプト 

「MOTHER飲料」 

暗黙知 形式知 
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P308 「こうした客観的観点のベースにあるのは、われわれの概念でいえば形式知です。

ただ、分析は主体と客体を明確に分離するので（主客分離）、この観点にあまりにも偏りす

ぎると、外から分析するだけの傍観者の経営に陥りがちです。」 

「主観的世界の入り口は、自らの思いです。自分は何のために生き、何のために仕事をし、

何をやりたいのかという思いから始まり、主客一体、主客未分化の世界でさまざまな気づ

きをしていく。・・・それは傍観者とはまったく対照的な主体的当事者、すなわち、実存者

の姿です。」 

P312 「直接経験がなぜ大切かといえば、人間の『知覚』が働くからです。…相手を対象

として意識するのではなく、直感的に知覚する世界です。」 

P313 「SECI モデルにおける一番最初のプロセスである『共同化（暗黙知と暗黙知の共

有）』は、知覚を共有するプロセスともいえます。」 

 

２．５ 創造開発技法の視点 

 

著者であるシャロン・ベイリンの専門分野は教育学であり、創造性と教育について関心

を持っている。それゆえ科学的な創造性だけでなく、芸術的な創造性についても考察の対

象としている。『創造性とは何か』(シャロン・ベイリン、2008)は、「創造性のある人間を育

てる」という今日の教育における創造性に対する誤解について、明らかにすることが著者

の目的となっている。 

P43「新しく創造した作品は、過去と全く不連続であり、伝統を根底から打破する」という

主張は完全に事実無根である。（中略）全く革命的と思えるような革新的なものに関してす

ら、伝統とつながり、結びついていることが常に認められる。 

P83「創造性の評価に客観的基準などない」、「新しい成果の評価を説明するには、主観的要

因に訴えなければならない」という見解は間違っている。（中略）高度に革新的な作品でさ

え、伝統という先行状態と連続している。そして、それが芸術と科学の双方での創造的な

成果を評価する一つの根拠となる。 

P119 創造的人物とは、常人と異なる創造的な過程があり、それに抜きん出ているという

見解は誤りである。創造性とは高度に神秘的でもなければ、非合理的でもなく、特異なも

のでもない。むしろ、私たちの通常の思考過程をうまく使っているに過ぎない。 

P149 創造性とは本来的に規則を打破するものであるから、規則や技能、知識は創造的な

成果を阻むものである、という考えは誤りである。それとは逆に、専門領域での規則や技

能、それらと結びついた知識は創造性に重要な役割を演じる。 

 

２．６ 各分野における研究成果のまとめ 

 

心理学分野について概観する。ステフィックは創造性について「ひらめき、偶然の観察、
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言葉とも密接に結びついていない、アイデアが浮かんでくる」という言葉で表現するのみ

であり、創造性がこのようなメカニズムだという言い方はしていない。そして、創造性と

イノベーションの概念の使い方も明確ではないため、若干混乱も生じている。ただし、ス

テフィックの関心は、創造性を解き明かすよりも創造性にアプローチする方法の提案にあ

り、理論主導型・データ主導型・手法主導型・ニーズ主導型という 4 つの方法を提案して

いる。なぜこの 4 つのアプローチ方法が有効なのかを説明するための、創造性の基本原理

については残念ながら言及されていない。 

オズボーンはかなり豊富な事例を取り扱っており、それらの事例から帰納的にアイデア

を得るための方法を導出している。その意味からは、多くの帰納的な方法論が提示されて

いるため、実務的であり長年読み継がれる書籍になっているともいえが、演繹的にアイデ

アの原理を解き明かそうというアプローチはしない。著者は冒頭で「ひらめきをひらめか

すものは何かという疑問がますます強くなっている。人間にはこの解答は決して得られな

いだろう。」と語り、人が到達できない神秘的なものだという認識である。 

このように心理学分野では、創造性を神秘的なもの・人間が近づけないものと捉える傾

向があり、周囲からのアプローチあるいは帰納的な推論に留まっている。 

 次に、科学論分野について概観する。科学論では、自然科学・科学技術における発明や

発見を扱っているが、市川と江崎の両者ではかなりの違いが見られる。市川は「わかる」

を 3つの形態に分類し、3つめの「仮説的知識としてわかる」の「わかる」が自然科学とし

て整合的知識体系を作り出しているものとして重要視している。そして 1 番目の（悟りの

レベルで）「わかる」ということと、2 番目の直感的に「わかる」ということについては、

何ら分析していない。自然科学として整合的知識体系を作っていくときの発明や発見とい

う意味で、仮説的知識を使うことは納得できるにしても、相対性理論のようにこれまでの

知識体系を覆すような新しい体系の発見について、市川は説明していない。仮説を見出す

とき 2 番目の「直感的にわかる」に近い現象が起こると考えられるが、市川は科学論にお

いて、「仮説的知識としてわかる」という論理的な作用と「直感的にわかる」という論理で

は説明できない作用があるらしいことはほのめかしているが、後者に関する追究をほとん

どしていない。 

市川の対象としていない点を補足しているのが江崎である。江崎は、「非常に論理的で、

理性的で、冷徹で、厳密なロゴス的面」と「新しい成果が生まれる創造の過程、言わば主

観的、個性的、パトス的な側面」があることを主張している。前者が市川の言う「仮説的

知識としてわかる」に相当し、後者が「直感的にわかる」に相当すると考えられる。そし

て後者である創造的な側面について、江崎は自身の経験に照らして「自由、感性、イメー

ジのようなもの、ロジックがない、ひらめき」という言葉で表現している。 

このように科学論では、論理や理性が重要であることを指摘しつつも、それだけでは説

明しきれないものがあることを指摘している。心理学のように、神秘的なもの・人間が近

づけないものという表現ではないが、論理では説明できない何ものかがあるという認識で
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ある。 

3つめの経営学について概観する。ドラッカーの研究対象はビジネスであり、イノベーシ

ョンを社会的に認知されたもの（＝ビジネスとして成功したもの）と捉えている。つまり、

イノベーションの原初的な段階であるアイデアやひらめきのようなものはイノベーション

とは捉えていない。彼は「私がイノベーションのための 7 つの機会と呼んでいるものと関

係なく行われるイノベーションがある。（中略）勘によるイノベーション、天才のひらめき

によるイノベーションである。だが、そのようなイノベーションは再度行うことができな

い。教えることも学ぶこともできない。天才になる方法は教えられない。」と明確に語って

いる。つまり、「ひらめきや勘」について探求しようという関心を持っていないことがわか

る。イノベーションの 7つの機会のうち、「予期せぬ成功と失敗を利用する」と「ギャップ

を探す」は既存のモノを再発明する（新たな価値を発見する）ことでイノベーションを起

こすことができる機会であり、ここでは「(新しい市場を発見する)アイデアやひらめき」が

あると思われるが、ドラッカーは創造性の問題と捉えず、市場の問題と捉える傾向がある。 

クリステンセンはイノベーションのマネジメントをテーマとしており、創造性と関係が

あると思われるイノベーションが起きる原初的な部分への関心はあまりない。例えば、破

壊的イノベーションに最も適した組織はどのようなものかという組織論について追究して

いるものの、破壊的イノベーションが起きるきっかけとなった創造性やアイデアとは何か、

という部分については特に追究していない。ただ、不可知論的マーケティングという言葉

で顧客側からの「アイデア・ひらめき」が指摘されているものの、残念ながらその部分を

深くは考察していない。ドラッカーもクリステンセンも、イノベーションを市場の観点か

ら捉えようという傾向が強く、イノベーションが起きる原初的な部分への関心は薄いとい

える。 

それに対し野中・勝見(2004)では、ドラッカーやクリステンセンと異なり、人と組織の活

動の内容に焦点を当て、イノベーションの原初的な部分である創造性の本質に言及してい

る。企業活動における知識創造プロセスとして SECI モデルを提案し、S(共同化)→E(表出

化)→C(連結化)→I(内面化)のサイクルで、企業のなかで創造的な活動が起きるとしている。

直感でつかんだものを共有して新たな概念を生成し、それを使って何かを具現化し、具現

化したものによって生じる新たな環境が次の直感につながるという循環である。 

創造性はこのプロセスの最初の部分、S(Socialization:共同化)と E(Externalization:表出

化)が深く関わると思われる。共同化とは「身体・五感を駆使、直接経験を通じた暗黙知の

共有・表出」であり、表出化とは「対話・思慮による概念・デザインの創造（暗黙知の形

式知化）」と説明されている。野中・勝見は経営学の観点から組織、つまり人の集団におけ

る創造性に関心を寄せているため、個人の創造性にはない共有や対話という表現が多用さ

れるが、創造性の本質部分は「暗黙知の表出と形式知化」と言うことができる。 
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図表 3 SECIモデル 

 

(出所：野中郁次郎(2003)) 

 

創造開発技法分野ではベイリンを取上げたが、これまでの 3 分野とはその考え方の趣が

異なる。これまでの 3 分野では、創造性を「神秘的なもの・人間が近づけないもの」、「論

理だけでは説明できない何か」、「暗黙知」という言い方で表現しており、いずれも我々に

とっては身近ではない深遠なもの、論理的思考とは別のものがあるという認識である。し

かし、ベイリンは「創造性とは高度に神秘的でもなければ、非合理的でもなく、特異なも

のでもない。むしろ、私たちの通常の思考過程をうまく使っているに過ぎない」とまった

く反対の立場をとる。 

ベイリンは教育学者として、創造的な人間を育てるにはどのようにすればよいかという

課題を与えられ、創造性に関する事例の研究を行った。その結果として、創造性とはある

資質を持った特定の人が、これまでの過去と断絶したまったく新規なものを作り出すよう

なイメージで語られることが多いが、そのようなイメージは誤りであると力説する。そし

て、革命的と思えるような革新的なものでさえ常に伝統と結びついているという。 

これまでの先行研究を分析すると、創造性についての考え方として下記の対立する 2 つ

の考え方があり、科学論や野中・勝見では両者が存在することを指摘している。 

・ 直感やひらめきのような神秘的なもの、論理的・理性的な思考とは異なるものと考える

立場 

・ 直感やひらめきなど神秘的なものではなく、極めて伝統的なものであり、通常の論理的

操作による思考であるとする立場 

これまでの各分野における創造性の研究から判断すると、創造性とはこの二面性を持つ
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と考えることが妥当と思われる。つまり、創造性は「論理的操作をしているが、非論理的

なひらめきのように見える」、一方で「非論理的なひらめきでありながら、論理的な操作で

もある」という二面性を持つと考えられる。次章では創造性モデルを提案するが、このよ

うな二面性をうまく説明できることがポイントであると考える。 
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３．創造性モデルの構築 

３．１ ソシュールの言語哲学についての整理 

 

 これまで見てきたように、創造性に関する従来の研究は、心理学、科学論、経営学、創

造開発技法という 4 つの分野で研究されてきており、創造性の現象については数多くの記

述がなされている。しかし、創造性のメカニズムについて、説得性のある説明がなされて

いるとは言いがたい。その理由は、創造の事例における「わかった、ひらめいた！」とい

う現象が何を示すのかについて、探求が不足しているからだと考える。筆者は、この「わ

かった、ひらめいた！」という現象は新たな概念の獲得であると考え、ここを研究の出発

点とする。 

また、科学論の仮説検証における創造性の場合は、「たぶん、こうだろう。（後日、証拠

となるデータが発見され）やはり正しかった！」という現象になる。この現象は「わかっ

た、ひらめいた！」という現象とは異なるが、やはり新たな概念の獲得として説明できる

と考える。学者ではない一般の人々にとっては、前者の「ひらめいた！」のほうが馴染み

やすく、後者の仮説検証は難しいと感じられるだろうが、その理由も説明していきたい。 

新たな概念の獲得について考える場合、概念の生成や獲得について研究してきた科学・

学問として言語学がある。この言語学による成果、特に概念生成のメカニズムについて説

得力のある説明をしているソシュールの言語哲学を使って、創造性のメカニズムに迫って

いきたいと考える。これまでの創造性研究においては言語哲学の視点から研究したものは

無く、本研究は創造性について新たな視点を提供できると考える。なお、ソシュールの言

語哲学については、その多くを丸山圭三郎(1981,1983)に負っている。 

 ソシュールは、人間は誰でも普遍的な言語能力を持ち、その能力を使うことで日本語、

英語、フランス語といった多種多様な国語体が成立しており、国語体はある共同体の社会

制度を示すものであり構造化されたものであると考える。そして、国語体だけでなく、専

門家の間で使われるジャーゴン（普通の人々にはわからない専門用語）、特定の地域で使わ

れる方言なども同じ位置づけである。このように言語とは社会的な制度であり、我々日本

人は日本語の単語や文法を社会制度（日常においては我々はそのことを意識しないため社

会的コード、潜在的構造と言うこともできる）として身につけているため、相互に日本語

を使ったコミュニケーションが可能となる。 

 この一つの言語体系を取上げるとき、ソシュールの言語哲学ではその言語体系を価値の

体系、すなわち価値による差異体系として捉える。言い換えれば、言語体系を、客観的な

実在や実質的な単位など個々の要素が集まった体系として捉えるのではなく、個々の要素

は他のものとの関係性によって規定される、つまり他のものと関係づけられてはじめて存

在し、その単位の大きさも価値も他のものとの関係によって規定されると捉える。 

 その例として、丸山圭三郎(1981,1983)では、犬・狼・山犬の概念について取上げている。

実体による捉え方とは、犬や狼という実体が存在すると考える。そして山犬という概念が
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出現したとき、今までにいなかった山犬という実体が突如現れると考える。一方、ソシュ

ールの関係性による捉え方は、犬や狼という実体は存在せず、犬と狼の間を分節すること

によって、犬や狼という概念が出現すると捉える。山犬という概念が出現したときも、今

までなかった実体が現れるのではなく、これまで犬や狼と捉えられていた分節のしかたが

変わることによって、山犬という概念が出現したと考える。 

 わかりやすく説明すると、外見の似ている動物を犬（自分たちの仲間、役立つ動物）と

狼（危険で危害を与える動物）と分けていた社会において、山犬（狼のように危害を与え

るが、飼いならすと犬のように仲間になる種類）という新しい概念（言葉）が登場するよ

うな場面である。山犬という実体が出現したのではなく、これまで狼として捉えていたも

ののなかに、性格の異なる動物がいるようだと共同体が認識し始め、そのような動物に対

して「山犬」という名づけを行ったために「山犬」という概念が出現したのである。 

 

図表 4 実体による捉え方と関係による捉え方 

 

（出所：丸山（1981,1983）をもとに筆者作成） 

 

ソシュールは、言語（概念）とは価値の体系、つまり価値による差異体系であるという

ことも言っている。すなわち、価値の置き方によって言語（概念）は異なってくる、つま

り社会制度（国、地域、組織など）によって言語（概念）は異なってくるともいえる。山

犬の事例も、「飼いならすと犬のように仲間になる」という価値を認識し、その価値が共有

されたからこそ、「山犬」という概念が新たに作られたのである。 

次の図は、「虹の色はいくつあるか」を各国語ごとに示したものである。日本語では通常

虹は七色という社会的通念があるが、他国語ではそうではない。英語は 6 色であり、ロー

デシアの一言語である Shona語では 3色、リベリアの一言語である Bassa語では 2色であ

る。もちろん光のスペクトルは連続であり、実体としての色が実在するわけではない。い

くつで分節するのかは、それぞれの社会制度によって決まっている。例えば、四季の季節

変化がある地域ほど、気候の変化をすばやく捉えるために色を多く分けて認識する、ある

いは文化が進んでいる地域ほど、より繊細な色使いが要求されるために多くの色を使い分
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けると考えられる。 

 また、植物の種類や語彙についても、どれだけの数を知っているか、つまりどれだけ植

物について分節する能力があるかについては、それぞれの社会制度およびその価値観によ

って決まってくる。現代の日本人は、数十種類の植物の区別さえできないだろう。しかし、

クロード・レヴィ＝ストロース(1976)によれば、ネグリトは植物 450 種、セミノールイン

ディアンは植物 250種、ホピインディアンは植物 350種、ナヴァホインディアンは植物 500

種の区別をすることができ、スバヌン族は植物語彙 1,000語、ハヌノー族は植物語彙 2,000

語を持っている。これらの植物については、食用や薬になる、あるいは道具を作る材料に

なるといった有用なものだけとは限らない。日常生活上有用なものでなくても、社会制度

およびその価値観によって知っているべき語彙が数多く存在する。 

 

図表 5 虹の色はいくつあるか 

 

（出所：丸山（1981,1983）をもとに筆者作成） 

 

 ここで分節という言葉が登場したが、創造性モデルにおいてこの分節という言葉が重要

な位置を占めるため、詳しく説明しておく。分節とは、言語学の用語として言語を音素や

語などの単位に分割するという意味で使われる。つまり、意味も無く分ける分割や分断と

いった言葉の概念とは異なり、分節という言葉は意味の単位で分けるという概念である。

丸山（1981,1983）においても分節という言葉は多く見られず、構造主義やポスト構造主義

では分節よりも差異という言葉のほうが多く使われるが、本研究では差異よりも「分ける

こと」に重点を置くため、分節という言葉を創造性モデル構築における重要概念として使

っていく。 

 次に、ソシュール言語哲学の重要概念であるシーニュ、シニフィエ、シニフィアンにつ

いても説明しておく。言語（概念）は、シーニュ（signe、記号）としてポジティブに現出

する。しかし、このシーニュは、シニフィエ(signifier)とシニフィアン(signifiant)が張り合
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わさったものとして表現される。シニフィエとは、意味・意味されるものであり、記号内

容である。そして、これは(他のものと異なるという意味で)ネガティブに定義される。そし

て、シニフィアンは表現・意味するものであり、記号表現である。そしてこれも、(他の表

現と異なるという意味で)ネガティブに定義されるものである。ここでいうポジティブとネ

ガティブは、写真のポジ・ネガの意味合いであり、肯定・否定という意味ではない。 

 

図表 6 シーニュ、シニフィエ、シニフィアン 

      

（出所：丸山（1981,1983）をもとに筆者作成） 

 

 前述した山犬の例で言えば、シーニュは「犬」、「狼」であり、シニフィアンは「犬（と

いう文字表記）または inu（という音声）」、「狼（という文字表記）または ookami（という

音声）」であり、シニフィエは「映像イメージとして四足動物で、自分たちの仲間となり、

猟などで役立つ動物」、「映像イメージとして四足動物で、人間に危険で危害を与え、なつ

かない動物」ということになる。このとき、シニフィエとして両者のどちらでもない「映

像イメージとして犬や狼に似た四足動物で、危害を与えることもあるが、飼いならせばな

つく動物」というものが感知される。この感知とは、犬でもない、狼でもないという差異

による分節（あるいは犬でもあり、狼でもあるという共通項による分節）によって起こる。

つまり、他との関係性によって出現してくる。これを言語で表現しようとしたとき、犬や

狼という文字表記は使えず、inuや ookamiという音声も使うことはできない。そこでそれ

らとは関係性が異なり、（狐や狸などの）既存の動物とも異なるという意味で「山犬（とい

う文字表記）または yamainu（という音声）」を使うことになる。このようにして、「山犬」

というシーニュが誕生する。 

 新たな言語（概念）の誕生と創造性の関係について指摘しておきたいのは、どちらも価

値の視点から生ずるという意味で共通だということである。極言すれば、山犬という言語

（概念）の誕生も、創造性の一つだと言うことができる。例えば、ある共同体で従来すべ

て狼と見なされていた動物を、山犬という概念を使って狼と山犬に区別することになれば、
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山犬を選別して家畜化し、猟犬や番犬として利用することが起きてくるだろう。山犬を区

別することが共同体にとってメリットだという価値が、言語（概念）を創り出し、まさに

創造となる。その結果として、山犬を飼いならして、猟犬や番犬として利用するのはイン

ベンションになる。その帰結として、この共同体の生産性が向上することになれば、イノ

ベーションと言われるだろう。 

 丸山（1981,1983）によれば「意味もしくは意味内容は、存在体であるよりはむしろ差異

的価値の束であること、差異の体系のうちの空間であること」であり、意味の源泉とはす

なわち価値に他ならない。ソシュール以前では、言語（概念）による表現は「すでに不連

続化されている事物・概念・意味」を指していた。しかし、ソシュール以後は、「差異の対

立化活動によって、ネガティブに意味や表現が規定され、意味と表現が表裏一体化した言

語（概念）がポジティブに立ち現れてくる」という考え方に変化している。差異の対立化

とは価値感の相違によって起こり、それは体系や社会によって裏付けられている。ソシュ

ールは従来の「言語名称目録観」、つまり事物などには最初から一つ一つ名前がついており、

言語とはこのような名前の目録であるという考え方を否定している。その一方で、ウィト

ゲンシュタインの「言語は現実の忠実な映像の目録である」という見方も、我々が概念操

作するうえでの一つの現象として正しく、この見方の違いについては、知識を創造する場

面と知識を使う場面の相違という捉え方ができると考える。 

 

３．２ 概念と価値について：ソシュール言語哲学の応用 

 

言語（概念）とは、「価値による分節である」ということについてもう少し補足する。図

表 7に示すように、何種類かの生物(馬、羊、牛、豚、鯨、鮫、鯖、鯛の 8種類)が眼前に立

ち現れた時、我々は Aと B のうちどちらで分類して認識するだろうか。説明をわかりやす

くするため、ここであげた事例は「すでに名前を持つもの」を分節するメタ分節の事例を

取上げたことを断っておく。本来の分節による概念の生成とは、山犬の例で説明したよう

に、その一つ下のレベルの分節、すなわち「名づけられていないもの」を「名づける」と

いう分節である。 

〇A分類 

 哺乳類と魚類に分けて分類する方法。教養・知識として身につけているべき分類方法で

あり、学者・獣医・動物園や水族館の飼育員などを除いて実用的な価値はほとんど無い。

しかし、この分類を知らない者は教養のない者とみなさる。社会的な価値と言ってもよい。 

〇B分類 

 上部の生物は、動物園にいるもの、陸上で生活するもの、4つの足があるもの、尻尾があ

るもの、食材として肉屋で売っているものとして認識される。そして、下部の生物は、水

族館にいるもの、海で生活するもの、足がないもの、尾ヒレがあるもの、食材として魚屋

で売っているものとして認識される。我々にとって最も身近な分類であり、実用的な価値
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がある。 

 我々はその時々の社会的場面において、A 分類と B 分類を使い分けており、A 分類と B

分類で使われる言葉（概念）も当然ながら異なっている。 

 それでは、C分類についてはどう思うであろうか。一般の日本人にとって、なじみが無い

分類方法である。しかし、ある人々にとっては、子どもでも（生活上の経験から）何とな

くわかる分類である。 

 

図表 7 8種類の生物           図表 8 8種類の生物の A分類  

 

（出所：筆者作成）           （出所：筆者作成） 

 図表 9 8種類の生物の B分類      図表 10 8種類の生物の C分類 

 

（出所：筆者作成）              （出所：筆者作成） 

 

〇C分類 

 ユダヤ教のカシュルートに基づく分類。分節の左側は食べても良い生物で、右側は食べ

てはいけない生物となっている。ほとんどの日本人にとって、実用的な価値も、社会的な

価値も無い。しかし、ユダヤ教徒にとっては社会生活上重要な分類となっている。 
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カシュルートでは、豚や馬のように反芻しないあるいはひづめが完全に分かれていない

動物、鯨や鮫のように海や川の生物でヒレやウロコのないものは食用禁止となっている。

そして、牛や羊のように、反芻し、ひづめが完全に分かれている動物、鯛や鯖のようにヒ

レやウロコのある魚類は食用にしてもよい。ユダヤ教徒はこのような理由付けを行ってい

るが、理由を知らなくともユダヤ教徒であれば、「ウロコの無い魚は気持ち悪い、食欲をそ

そらない」というように長年の食生活で身体的感覚的に分節するだろう。 

A、B、Cの 3 種類の分節方法は、いずれも同じ方法である。それぞれの共通項を見出す

ことによって、分節しているだけだからだ。C分類が私たちの周囲で使われないのは、日本

社会において実用的な価値も社会的な価値も見出せないからである。 

 これまでの考え方についてまとめておく。我々はいろいろなかたちで、事物を知覚する。

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの感覚で実在する（ここでは「オブジェクト」と呼ぶ

ことにする）と知覚する。ただし、このときはそれが何であるかはまだわからない（名づ

けられていない、言語化されていない）。それは次のような知覚のマップ上にあるオブジェ

クトとして表出するのみである。これがマップ上の他のオブジェクトとの分節によって、

いくつかのオブジェクトがまとまり（これがシニフィエである）、何であるかという概念（こ

の概念が、一つのシーニュ[記号]として表わされる場合もある）が出来上がってくる。この

知覚されたオブジェクトをプロットする平面を「知覚マップ」と呼ぶことにする。オブジ

ェクトと知覚マップという概念は、創造性モデルのために筆者が導入した概念である。 

 

図表 11 知覚マップ上にマッピングされたオブジェクトと分節線 

 

（出所：筆者作成） 

 

例えば、何らかの動物の存在を感じた時、動物の知覚マップを引っ張り出し、そのオブ

ジェクトが、B(犬)でもなく、C(鼠)でもなく、A(猫)のようだと分節されることによって、「猫」

という概念が立ち現れ、これは「猫だ！」と判断する。ここで「猫」という記号があたか
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も実体として出現したように見える。しかし、「ねこ」という文字表記の方法も、「neko」

という音声も、やはり他の文字表記や他の音声とは異なるものとして、たまたま分節され

たものに過ぎない。「こね」という文字表記の方法でも「kone」という音声でも、構わなか

った。これが記号の特徴である。 

 

３．３ 創造性モデルの提示 

 

 創造性とは、今までにないものを創り出すこと。つまり、これまで存在したものの類似

品やコピーではないものを創り出すことである。しかし、今までまったく存在しなかった

ものが突如として出現するわけではない。言い換えれば、既存の概念とは異なったもの（＝

新しい概念）を創り出すということになる。 

 オブジェクトと概念の図で説明すれば、今までに存在しなかった分節を創り出すことに

なる。オブジェクト自体が変わるわけではない。その分節が、強固な概念を構成している

オブジェクト群に亀裂を生じさせ、従来の分節を破壊するものである場合、その創造性は

衝撃的と受け取られたり、強く拒絶されたりする。しかし、オブジェクトの変種がいくつ

か出現し、分節自体に揺らぎが発生するような時点では、新たな分節の提案は比較的柔軟

に受け入れられる。あまりにも柔軟に受け入れられる場合には、「創造的だ」という評価を

受けないことが多い。 

 創造性モデルをわかりやすく説明するために、テレビやパソコンという身近な例を使っ

て説明したい。テレビとパソコンは形状こそ似ていたものの、もともと技術的にはまった

く別物であった。20年前には図表 12の①のような概念で捉えられていた。しかし、インタ

ーネットの普及や放送のデジタル化などによって、インターネットを見ることができるテ

レビやテレビを見ることができるパソコンなどが登場してくる。②ではテレビとパソコン

の概念のなかのオブジェクトとして、変種が出現することになり、テレビとパソコンの分

節が揺らいでくることになる。現在では、③のように新たな分節を行い、放送とインター

ネットが融合したホームターミナルといった概念で新たな装置を提案することも可能であ

る。 

 ホームターミナルといった概念を提案することは創造であり、実際に新たな装置を市場

に供給することはインベンションといえる。しかし、消費者にとって従来の体験とあまり

変わらなければ、いくらホームターミナルという概念を宣伝しても、その価値が認識でき

ずに商品も売れず、消費者の概念としては②の状態に戻ってしまう。インベンションは起

きたものの、イノベーションにはつながらなかったということになる。イノベーションに

は創造性が必要であるが、創造性があれば常にイノベーションにつながるわけではない。 

逆に、消費者がホームターミナルによって従来のテレビやインターネットとは異なる体

験を得る、つまり新しい価値を認めると「これまでとは異なった商品」として売れ始め、

ホームターミナルという概念も消費者に広く浸透していく。このようにホームターミナル
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がテレビやパソコンと異なった価値として社会が認知し、ホームターミナルという概念が

世の中で確立すると、イノベーションが実現したということになる。 

 

図表 12 新しい概念（ホームターミナル）の分節 

 

            

（出所：筆者作成） 

 

 ここで「ホームターミナルという概念を作った人よりも、インターネットを見ることが

できるテレビを作った人のほうが創造性があるのではないか」と指摘されるかもしれない

が、どちらのほうが創造性があるかという比較をしているのではない。ここで言いたいの

は、パソコンとテレビの形状の共通性からテレビでインターネットを使うこと（あるいは

パソコンでテレビを見ること）ができれば面白いと考え、インターネット・テレビを開発

した技術者も、技術的なレベルで分節作業を行っているということなのである。例えば、

テレビにセットトップボックスを接続し、電話回線経由で情報を表示する一昔前のビデオ

テックス技術もあれば、最近では CATV のケーブルや回線を経由してテレビでインターネ

ットの動画を視聴できる技術もある。また、パソコンではテレビチューナー内蔵パソコン

やワンセグチューナーが出回っている。テレビとパソコンそれぞれの立場から、両者の技

術的垣根を取り払う、つまり信号やデータを変換することで新たな分節作業を行っている

のである。 

このように考えていくと、概念を作り出した人も製品を開発した人も、両者とも創造性

があり、どちらが優勢かという問題ではない。重要な点は「誰が作ったのか」というより

「新たな価値ある製品を作ったかどうか」である。ホームターミナルという概念を提唱し、

新たな価値を持つ製品を世に送り出せば、その人は創造性があると見なされるだろう。逆

① ②

 
 ① 

③ 
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に、世の中が認める新たな価値を持つ製品を開発することができれば、自らホームターミ

ナルという概念を提唱しなくても、自然と上記のような分節が生じて世の中に新たな概念

が出現し、開発者は創造性があるとみなされるだろう。スティーブ・ジョブズとスティー

ブ・ウォズニアックのどちらが創造性があるかということよりも、彼らがどのような製品

を世に出したのかが重要である。 

それとはまた別に、創造性があるにも関わらず、創造性がないと見なされる人もいる。

数多くの新しい概念を提案したり、新しい装置を発明したりしたにも関わらず、社会的に

価値あるものと見なされず、イノベーションにつながらなかったケースである。創造性と

いう点では、創造性がある（と見なされる）成功者も創造性がない（と見なされる）失敗

者も同じメカニズムで創造性を働かせていることには変わりない。しかし、その個人の価

値と社会的価値の距離感が異なったために、一つはイノベーションにつながり、他方はイ

ノベーションにつながらなかった。それゆえ失敗者も永久に失敗者というわけではない。

時代背景の相違によって、生前は失敗者の烙印を押されたものの、死後になって成功者と

して賞賛されることもある。 

このように、創造性について分節という考え方を持ち込めば、創造性の持つ二面性につ

いても十分説明ができる。論理的ではなく神秘的なもの、まったく新しいものと見られる

のは、分節の方法において優先順位や順番が決定されていないために論理的に見えず、分

節結果によって新しい概念が突如立ち現れてくるために神秘的、まったく新しいものとい

う印象を与える。またその一方、論理的かつ通常の思考と同じであり、伝統的なものであ

ると見られるのは、何らかの共通項を見出して分節しているという意味では論理的であり、

分節されるオブジェクト自体はこれまでのものと変化していないために伝統的であるとい

う見方もできるからである。 

これまでの研究では、散歩している時や風呂やトイレで「ひらめきが起きる」、「アイデ

アが湧いてくる」と言われたりすることがある。頭脳の思考作業だけでなく身体的な刺激

が分節を促すきっかけとなるとも考えられ、今後脳科学などの分野における研究成果につ

いても取り入れていく必要があるだろう。 

 ただし、分節作業だけでは創造性は獲得されない。分節作業の結果として分節されたも

のが、「価値あるもの」とみなせるかどうかが問題なのである。ここで前述したオズボーン

(2008)で取上げられているデュポンの事例を考えてみる。 

P244 第一次大戦後、デュポン社は大量の爆薬の残りを持て余してしまった。そこで化学

者たちがこれを利用して新種の塗料を作り出そうとし、数千に上る実験をした結果、解答

に近い所までは到達できたのだが、デュポン社の名にふさわしいような塗料を生むには至

らなかった。 

 その化学者の一人がある日、たまたま別の研究をしている同社の化学者の研究室を訪れ、

帰る間際に缶に入ったものに気づき、それを手に取って眺め、においをかいでみた。次第

に興奮してきた彼が「これは何だい？」と尋ねると、相手は失敗品さ、と言った。「君たち
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がやっている例の爆薬のあれさ。ちょっともらってきたんだ。僕の実験に役立つかと思っ

てね。オーブンに入れたんだけど、ゆうべ家に帰るとき取り出すのを忘れてしまったんだ

よ」。塗料研究の化学者は自分の研究室に戻って叫んだ。「やったぞ！だいぶ前からほとん

どできてたんだ。まる一晩加熱しないといけないことに気づかなかったんだよ！」彼は手

に“デュコ”の第一号の缶をつかんでいた。 

同僚の研究者にとっては単なる失敗作という価値の無いものが塗料の研究者にとっては

宝物に見えたというのは、同僚研究者の知覚マップでは生成物は失敗として分節されるべ

きものであり、塗料の研究者の知覚マップでは生成物は成功として分節されるべきものだ

っただけである。同僚の研究者が優秀ではなかったから見落としたわけではなく、二人の

研究者の知覚マップが異なっていた、つまり追究する研究領域が異なっていたため、そこ

に配置していたオブジェクトも異なっていたからこのような違いが生じたのである。デュ

コは偶然発見されたと言われるが、それまでの研究の蓄積があったからこそ知覚マップ上

に必要なオブジェクトが配置され、偶然の生成物を「成功」と分節できたのである。創造

を行おうとするものは、創造性を発現する領域としての知覚マップというものを持ってい

る。このマップに新しいオブジェクトを取り込み、従来と異なる分節で新しい概念を創り

出そうとすること、これこそが創造の基本的原理である。分節が先か、オブジェクトが先

かという創造のパターンについては後述する。 

 このように考えていくと、分節のしかたによって、創造性の性格が異なって見えること

が予想される。例えば、まったく新しいもの、つまり周囲の人がアッと言うようなものを

創り出す創造性や、場合によっては驚愕させるだけでなく、不快感や嫌悪感を与えるもの

を創り出す創造性がある。これは新たな分節のしかたが、従来の分節のしかたを大きく破

壊することによって起こると考えられる。ガリレオの地動説やダーウィンの進化論などが

その例として思い浮かぶ。 

その一方で、不快感や嫌悪感を与えることがほとんど無く、周囲の人から称賛されるよ

うな創造性もある。これまでのものを改良・改善するような例である。燃費 10％改善など

の目標があり、演繹的推論や帰納的推論などの論理的思考を使うことが多い。演繹法の仮

説や前提を作り出すときに創造性が必要になり当然ながら分節も行われるが、分節のしか

たが従来の分節を破壊するわけではないので、これまでの思考とそぐわずに共存できると

いう特徴を持っている。 

 

３．４ 創造性、知識、価値についてのまとめ 

３．４．１ 創造性とは何か 

 

 創造性を発現しようとする領域を定めた知覚マップに、これまで収集してきたオブジェ

クト（知識、経験、その他知覚したもの）を配置し、従来引かれていた分節線（常識、理

論、学説など）を取り払って、シーニュ（言語化された記号）とシニフィエ（シーニュに
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よって意味されるオブジェクト群）を切り離し、オブジェクトを既存の分節線から解放す

る。そのような状況になった知覚マップ上のオブジェクト群の間に新たな分節線を引き、

新たなシーニュを創り出す。3.3の例で言えば、テレビ・パソコンというシーニュ（図表 13

の①）から、それが指し示すシニフィエを切り離し、オブジェクトが浮遊した状態にする

（図表 13 の②）。オブジェクトの間に新たな分節線を引き、あるオブジェクト群から成る

新しい概念（この場合は、ホームターミナルというシーニュ）を創り出す（図表 13の③）。

これが創造性の基本的なメカニズムであると考える。 

 

図表 13 ホームターミナルの創造 

 ①                 ② 

    

          ③ 

           

（出所：筆者作成） 

 

 何度も繰り返して恐縮だが、この例はわかりやすく説明するために、一段上のメタレベ

ルで説明している。そのため、②のオブジェクトも「テレビ 1」や「パソコン 3」などの名

づけがされているが、通常のレベルでは名づけられていない（言語化されていない）オブ

ジェクトも多数存在する。そして、これらのオブジェクト群がいくつかに分節された状態

も、シーニュとして確立されていなければ我々は概念として扱うことができず、「もやもや

とした何か」という捉えかたしかできない。ポラニー（1980）は、シーニュとしてまだ確

立されておらず、オブジェクト群がいくつかに分節された状態のこと、つまり「わかるの

だが、言葉に出して明言できない状態」を暗黙知と言っている。そして、この分節された

状態に名づけが行われ（シニフィアンが与えられ）、シーニュとして確立された状態のこと

を形式知と言っており、この段階になって概念として取扱うことができるようになる。 
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 なお、これまで創造性とは、まずオブジェクトが先行し、その後で分節が起こるという

説明を行ってきた。いわゆる「わかった、ひらめいた！」という現象であり、一般の人々

も経験することがあるだろう。一方、科学論などでは「たぶん、こうだろう。（後日、証拠

となるデータが発見されて）やはり正しかった！」という現象もあり、一般の人々にはあ

まり馴染みは無いが、研究者などの間では仮説検証と言われ、仮説が検証されれば創造的

な研究であると評価される。この方法は、オブジェクトが不十分な状態において分節する

という方法であり、高度なテクニックであるといえる。必要なオブジェクトが存在しない

が、その分節方法を棄てずに、「オブジェクトが現時点で発見されていないだけである」と

いう想定のもとに分節方法を仮定することである。しかし、すべての分節においてこのよ

うな想定をすることになれば、仮説だらけになってしまい、そこには何らかの基準がある

はずである。江崎玲於奈(1997)は「審美眼、本物を見抜く感性」という言い方をしているが、

美しさ（＝シンプル、わかりやすい、説明がしやすい）のようなものが基準となっている

ことを示唆している。 

実際に、必要なオブジェクト（証拠となるデータ）がまだ見つかっていない状況で分節

を行うことは難しく、仮説がいつまでも仮説のままであるというケースや、反証となるデ

ータが出現して仮説が覆されるというケースもある。科学者は様々な仮説を作るが、仮説

の作り方については論理的に秩序立った操作をしているとはいえない。ある共通項に着目

して分節を行ったり、他の研究分野の考え方を自分の研究領域に当てはめて分節をしたり、

という試行錯誤が行われる。仮説を実証するために必要なオブジェクト（証拠となるデー

タ）を求めて実験を繰り返し、新たな実験データからこれまでの仮説を棄てて、また別の

仮説を作り上げるということもある。 

このように、科学者が行う仮説検証による創造行為も、その本質においては分節という

作業が鍵となっていると考えられる。後付けとして論理的に秩序立った作業のように見え

ても、新しい分節を探している時には試行錯誤があり、美しさのような基準も持ち込まれ

るため、必ずしも論理的に説明できるものとはならない。 

創造性には、周囲に衝撃を与えるような創造性と周囲から受け入れやすい創造性がある

と指摘した。どちらも新たな分節によって新しいシーニュを創り出していることには変わ

りはないが、周囲の受け止め方が異なることで性格が異なっているように見える。新たな

分節が、従来の分節とそれほど隔たりが無ければ、周囲は比較的好意的にその分節を受け

止める。場合によっては、その新たな分節に対して称賛さえ与える。しかし、新たな分節

が従来の分節と大きな隔たりがある場合、あるいは従来の分節を否定するような分節であ

るような場合、周囲は否定的な態度を取るばかりでなく、場合によっては敵意さえ持つ。 

新たな分節が従来の分節とそれほど隔たりが無い場合、従来のものを改善するような効

果をもたらすが、世の中に革命を起こすようなものとはならない。また、新たな分節が従

来の分節と大きな隔たりがある場合、周囲からは容易に受け入れられない場合が多いが、

それは世の中に革命を起こす可能性を秘めている。 
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 新たな分節と従来の分節との隔たりが大きいほど創造性が大きいとするなら、創造性の

大小と社会的受容の大小は、図表 14のような逆 S字カーブになると考えられる。創造性が

大きくなるほど、社会的な受容は小さいものとなる。逆に、創造性が小さいほど、社会的

な受容は大きい。そしてこの逆 S字カーブは、社会が保守的であるほど Bの点線に近づき、

社会が革新的であるほど Aの点線に近づくと想定される。 

 

図表 14 創造性の性格 

     

（出所 筆者作成） 

 

 直線ではなく S 字になる理由としては、社会的受容においてはその社会においてある規

範が存在すると想定しているからである。その規範を基準に、容認できるものは受け入れ、

できないものは拒絶するという態度を示すため、直線的なものではないと想定される。例

えば、宗教的な禁忌になるとほんのわずかな規範の侵犯でも拒絶されるだろう。 

創造性で重要なことは、オブジェクトを収集することとそれらを分節することであるが、

もう少し詳しく解説する。文献から知識を習得することは必要であるが、知識とはすでに

名づけられている（分節されている）オブジェクトであり、さまざまな文献からオブジェ

クトを収集して分節し直す（メタ分節）というやり方もあるが、それ以上に文献以外から

オブジェクトを収集することも重要となる。文献以外のオブジェクトを得るためには、五

感を働かせるしかない。対象物を観察する、データを自ら扱うなど、五感を働かせて経験

や体験を伴いながらオブジェクトを蓄積していく。これらのオブジェクトは名づけられて

いない非言語オブジェクトであるため、文字などで外部に記録しておくことはできない。

自分の脳のなかの知覚マップに格納しておかなくてはならない。 

また、知覚マップについては二次元で表現したが、知覚マップは二次元なのかという問

題もある。三次元マップで面による分節が行われる、あるいはそれ以上の次元を使うこと

も想定されるが、基本は二次元による表現が妥当であろうと考えられる。何かの概念や考

え方を説明するとき、コンサルタントはよく二次元による四象限マトリクスを使うが、人

間は 2 つの軸で物事を説明されると理解しやすくなる。創造されたものを表現する場合で

も、これまでと何が違うのかを四象限マトリクスで説明されると理解されやすく、「わかっ
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た！」という感覚を持つだろう。もちろん、絵画や音楽などの芸術分野における知覚マッ

プが二次元で表現できるのかは疑問が残り、知覚マップが確実に二次元であることを証明

はできないが、ここでは二次元による表現が妥当と考えられるという程度に留めておく。 

創造性の基本的メカニズムとして、分節とは知覚マップ上に配置されたオブジェクトの

間に線を引くことであるが、その作業は論理的なものとはいえない。オブジェクトを蓄積

しながら、任意に、つまり試行錯誤しながら何らかの共通項で線を引き、分節結果に新た

な価値が見いだせるかどうかを検証していくというプロセスになる。科学の実験データは

オブジェクトとして次から次へと蓄積されるが、江崎玲於奈(1997)によれば「既成概念とは

異なる結果がでた時、その重要性を即座に見抜き、興味を持って原因解明に取組んだ」と

いう言い方をしている。これは既存の分節に収まらないオブジェクトに着目し、その周辺

のオブジェクトを洗い出して、新たな分節を見出そうとしたことに他ならない。そして、

その新たな分節結果に価値が見いだせたとき、「ひらめいた！」ということになる。 

常識に捉われていると、つまりオブジェクトからシーニュを解放していないと既存の分

節線が邪魔になって新たな分節がうまくできず、なかなか「ひらめかない」ということに

なる。前述した例で言えば、既成概念とは異なる結果がでた時、それは実験のミスだろう

と片付けてしまうようなケースである。このような場合は実験環境が異なることによる誤

りデータだったという可能性も否定できず、このようなオブジェクトを追求すれば必ず新

しい発見ができるとは限らないが、新たな分節を行って大発見につながることもある。 

このように、創造性には偶然や試行錯誤という面があることは疑いなく、正確なデータ

と誤りデータをどのように見分けるのかなど、論理的には説明できない部分も垣間見える。

「直感や勘」という言い方がされる場合もあるが、突き詰めて考えれば、実験ミスの起き

やすいデータとそうでないデータに関する分節を持っていたために、その重要性に気づい

たとも解釈できる。 

創造性とは、知覚マップ上に、言語化されたもの言語化されないものを含め数多くのオ

ブジェクトを蓄積しながら、オブジェクトを既存の分節から解放し、新たな分節によって、

新たな概念を創り出すことに他ならない。これが「ひらめき」の正体であると考えられる。

その新しい概念が言葉で表現されると、新たなシーニュとして立ち現れてくる。仮説とは、

分節のオブジェクトが十分に収集されていない状況において、「美しく」説明できる分節を

知覚マップ上に持ち込む作業である。その分節方法を支持するオブジェクトが発見される

と、仮説が証明・強化されることになり、やがては多くの支持を得て理論となる。 

 

３．４．２ 創造性と知的活動との関係 

 

 創造性は知的活動といえるが、知的活動と創造性は同じものではなく、知的活動には 2

種類あると想定される。学者や発明家などのように新しい概念(知識)を創り出す創造的な知

的活動と、医者・弁護士・SE などのように概念(知識)を使う知的職業としての知的活動の
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2つである。それを図で示すと、次のような関係になると考えられる。 

 

図表 15 知的活動 

 

（出所 筆者作成） 

 

創造性についてはこれまで述べたとおりだが、知的職業とは知識リスト（知識の集合体）

を使って現実世界の物事を判断する活動であり、創造がオブジェクトレベルの操作で概念

を創り出すのに対し、知的職業は概念レベルの操作で概念を現実世界に当てはめる作業で

あるといえる。創造性において分節が重要であったと同時に、知的職業においても分節が

重要な役割を果たしているのではないかと考えられる。 

 例えば、知識を使った活動としては、医者による病気の診断や SEによる障害原因の究明

などが思い当たるだろう。これらは、知識リストを活用した活動といえる。具体的には、

医者は患者の訴える症状や問診によって病気を診断する、つまり病名と症例から構成され

る知識リストを、症状や問診からの情報によって分節していく。そして明らかに無関係と

思われる病気を除外していって、多分この病気らしいと推定する。その病気が重篤なもの

でない場合、症状を緩和する薬を服用するよう指導し「しばらく様子を見てください」と

いうことになる。本人の自然治癒力によって症状が無くなればそれでよしとなり、症状の

改善が見られない場合は、医者は自分の知識リストに無い病気だと判断して、他の病院を

紹介することになるだろう。また、その病気が重篤なものである可能性がある場合、その

病気を想定した検査を行い、検査結果の情報から、さらなる知識リストの分節をしていく。

それによって病気を特定でき、その治療が自分の専門分野であるなら、治療方法のリスト

から患者に最適なものを探すことになる。検査結果の情報から病気を特定できない場合、

または特定できてもその治療が自分の専門分野でない場合、他の病院を紹介する、あるい

はその分野の専門家の知見を仰ぐということになるだろう。 

 SEによる障害の原因究明もまた同じである。障害の事象を正しく把握した上、最初に行

うのは問診である。無限にある障害の原因からある特定の原因に到達するためには、まず

大まかな分節作業によって、あり得ない障害原因を除外していくことから始める。いきな

りプログラムに障害追跡用のツールを組み込むようなことはしない。コンピュータのコン
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セントが抜けていたことが原因だったりすることもあるからだ。このように症状（障害の

事象）と問診から該当すると思しき原因を想定し、特定の箇所を見つけるために、ソフト

にトラップを組み込み、内部で何が起きているのかを追及していく。あり得ない箇所に処

理が流れていればロジックが誤っていることがわかり、あり得ないデータが入っていれば

そのメモリ領域を誤って破壊していることがわかる。SE も医者と同じで専門領域があり、

自分の知識リストでは対応できないときは別の技術者に対応を依頼する。通常はアプリケ

ーション SEが対応し、アプリケーション分野の障害であれば自分で対応し、オペレーティ

ングシステムやデータベースや通信制御のようなミドルウェアの分野の障害であればその

専門の SEが対応するということになる。 

 図表 15では知識リストをシンプルな帯の形態で示したが、知識リストの構造としては分

節しやすい構造になっているものと考えられる。例えば、図表 16に示すツリー構造や表形

式が考えられる。 

 

図表 16 知識リストの構造（ツリー構造と表形式） 

  

（出所 筆者作成） 

 

 本稿では、創造性だけでなく知的活動における知的職業においても、分節という概念が

重要な役割を果たしているのではないかと指摘しておくだけに留める。 

 

３．４．３ 価値とは何か 

 

 分節ができても、分節した結果に「価値がある」と認識できなければ、創造することは

できない。前述したデュポンのデュコの例でみるように、その人が優秀であるかどうかと

は関係がない。ある領域において、新しい価値を見出そうとしている知覚マップを持って

いるかどうかが問題なのである。デュコの場合は、塗料の研究者がすぐに乾く塗料という

価値を見出そうと努力していたからこそ、同僚の研究者が失敗作だと言った物体の価値に

気づいた。前述した山犬の例においても、狼から山犬を分節することが共同体にとってメ
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リットだという価値が共有されてはじめて、言語（概念）が創り出され、創造が生じる。

共同体にとってメリットがなければ、その分節も価値があるとは見なされずに棄てられ、

山犬という言葉（概念）も生じない。 

「価値」を辞書で調べると、一般用語として「その事物がどのくらい役に立つかの度合

い」、経済学用語として「商品が持つ交換価値の本質」、哲学用語として「あらゆる個人・

社会を通じて常に承認されるべき絶対性をもった性質。真・善・美など」と説明されてい

る。価値についてはこれ以上追究しないが、創造性において価値というものが重要な役割

を果たしていることだけは確かである。そして共同で創造を行う場合には、野中の SECI

モデルに示されているように、共同化として互いに価値を共有するというプロセスが前提

となっている。 

 参考までに仏教哲学に言及すると、そこでは価値＝欲と喝破している。般若心経に「色

不異空 空不異色 色即是空 空即是色」という一節がある。「空（何も見えないこと）」

は「色（かたちや様相が立ち現れていること）」と同一であって、価値つまり欲によって分

節線を引くことによって、空から色が立ち現れてくる。欲が無ければ、たとえ分節線を引

いてもその価値に無関心であり、何も見えてこない。この世の苦しみや楽しみとは、欲に

よって空を分節して色を生じさせるからこそ起きてくるというのが仏教哲学の真髄である。 

苦しみや楽しみという概念は欲によって生じると考える般若心経も、言語は価値によっ

て生じると考えるソシュールも、その本質は同一であると考えられる。 

 

３．４．４ 創造のプロセスとは 

 

それでは「創造性」を発現するには、どのようなプロセスを経ていけばよいのか。その

基本的なプロセスを段階的に示す。 

① 新しい価値を追求する領域を設定する。仕事上で外部から与えられる場合もあれば、

自らの趣味のなかで領域を設定する場合もある。特に趣味の場合には、無意識に領域

設定している場合もあるだろう。この領域が創造性を発現させる知覚マップとなる。 

② 領域を設定した知覚マップにおいて、ありとあらゆるオブジェクト、つまり事象、事

実、知識、情報、データなどを集める。「名づけられていないもの」をオブジェクトと

して取り込むためには、経験・体験・実験などによる五感を使ったオブジェクトの収

集も必要となる。 

③ 収集したオブジェクトを知覚マップ上で整理する。無制限にオブジェクトを取り込ん

で配置してしまうと、分節線を引いてもその価値を見出すことが難しくなるため、知

覚マップ上のどの部分で創造（新しいものを創り出す）したいのか、適切な部分を設

定し、関係のあるオブジェクトを残し、関係ないと思われるオブジェクトを排除しな

ければならない。そして、収集したオブジェクトを知覚マップ上に配置するときは、

既存の分節線をなるべく意識せずに配置する、つまりシニフィエであるオブジェクト
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と既存の分節であるシーニュを剥離させる努力をすることが重要となる。 

④ 上記の作業と同時に、どのような価値を実現したいのかを設定しておく。価値とは、

無条件に前提条件として出現する場合もあるが、適切に設定していくことが重要であ

る。例えば、表面的には経済的価値が求められることが多いが、根源的には審美的な

価値、快楽の価値、自尊心をくすぐるような価値など、人間の欲求に根ざしたものに

なるだろう。 

⑤ 知覚マップ上のオブジェクトを任意に分節し、④で描いた価値に相当するか否かを検

証していく。任意な分節とは、分節のための共通項を設定する必要はあるが何を共通

項とするかについて、論理性や合理性は無い。つまり、ある程度焦点を絞りながら、

任意に共通項を設定して線引きしていく。そのために必要なのは論理ではなく、試行

錯誤といった作業になる。これまでの研究で、じっと考えているだけでなく、散歩や

その他身体的な活動が必要だと言われる理由がここにあると考える。 

また、前述した仮説検証の方法では、この時点における分節ではまだ必要とされるオ

ブジェクトが見出されておらず、後日欠けたオブジェクトの発見によって評価される

ことになる。 

⑥ 知覚マップ上のオブジェクトを任意に分節した結果、④で描いた価値に相当する分節

であるとみなせる場合、創造が実現できた（わかった。ひらめいた！）と判断できる。

この分節されて実現した新しい概念に名づけを与えることで、新しいシーニュ（＝記

号）が誕生する。これをもって、新しいものを「創造した」ということができる。 

 ここで「発見」による創造について補足しておく。発見とはこの基本プロセスの応用と

捉えことができる。「発見」による創造とは、既存の分節を修正するような発見による創造

と、仮説としての分節を証明する発見による創造の 2種類がある。 

 前者は、例えば動物学者が「新種の猿を発見した」というように、新しいオブジェクト

が見出されたことで、従来の分節のしかたが変わってくる。プロセスの③から始まり、既

存のオブジェクトに新しく発見したオブジェクトを追加して、分節（実作業としては、生

物学的な分類）をしなおしていく。そして新たな分節（生物学的な分類）において、新種

の猿が人類の進化史上重要な位置づけにある（従来の分節を揺るがすような分節を見出し

た）と判断されれば、この発見は創造的な仕事と見なされるだろう。ただし、発見した猿

が新種ではなく既存種の亜種であった場合、それほど創造的な発見とは見なされないが、

それは発見による分節が従来の分節を揺るがすような結果にならないからである。 

 後者は、オブジェクトが不十分なため仮説という立場になっている分節において、見出

されていなかったオブジェクトが発見されて仮説が実証される場合である。このとき、そ

の仮説や発見は創造的だと評価されるだろう。例えば、天体の動きに関する数学の計算に

よって、ある惑星の存在が仮説として提示され、後日その惑星の存在が発見された時、そ

の仮説や発見は創造的であるといえるだろう。 

 ここまでが創造性のプロセスであり、イノベーションの一番原初的な部分、つまりアイ
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デアのようなものである。ただし、この創造性のプロセスでイノベーションが実現できる

と考えてはいけない。イノベーションの実現のためには、どのような顧客層にどのような

価値を提供するのか、どのような製造方法・コストで提供するのか、流通チャネルや価格

をどのように設定するのか、投資資金はどうするのか等々、事業計画を策定して、ビジネ

スを起動に乗せなくてはならない。その価値が社会的に認められてはじめて、イノベーシ

ョンが実現したということができる。創造性のプロセスとは、あくまでもイノベーション

の種となるアイデアを創出する方法である。 

 

３．５ 暗黙知および SECIモデルとの関係 

 

 先行研究のなかで、特に創造性のメカニズムを探求しようとしているものとして野中・

勝見（2004）があり、ここではマイケル・ポラニーの「暗黙知」を引用し、SECIモデルを

提唱している。この暗黙知と SECIモデルについて、創造性モデルではどのように解釈でき

るのかを示したい。 

 

３．５．１ 暗黙知 

 

 ポラニー（1980）は、暗黙知が存在することを次のように説明している。(図表 17) 

 

図表 17 ポラニーの暗黙知に関する存在証明 

第一の項（近接項）         第二の項（遠隔項） 

（＝分節について知覚不可能）    （＝分節を知覚可能） 

 

  ある特定の綴り           電気ショック 

 

  それ以外の綴り           刺激なし 

（出所：マイケル・ポラニー(1980)より筆者作成） 

 

①無意味な文字の綴りを被験者に見せる。ただし、次のような細工をした。 

 ・ある特定の綴りの場合 → 電気ショックを与える 

 ・それ以外の綴りの場合 → 何も刺激を与えない 

②すると、ある特定の綴りについて、被験者は電気ショックを予知できるようになった。 

 しかし、被験者はその理由を説明することができなかった。 

③つまり、「潜在的な知覚」が働いているに違いない。 

 そして、「意味はすべて、我々自身から遠くのほうへとはなれてくような傾向をもつ。私

が暗黙知の第一項と第二項をそれぞれ『近接的』、『遠隔的』という言葉で表現したことは、
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実はこのような事情によって正当化されるのである。」（P28）という記述があるが、第一項・

近接的とは「オブジェクトそのもの」、第二項・遠隔的とは「分節化による記号」である。

第一の項とは、自身がオブジェクトを知覚マップ上で分節できているが、言語化できてい

ない（概念として明確に知覚できていない）ということに他ならない。 

 また、次のような記述がある。「プラトンは『メノン』のなかでこの矛盾を指摘したので

ある。彼は、問題に対して解答をさがしもとめることは不合理であるという。なぜなら、

さがしもとめているものを知っているとすれば、その場合には問題など存在していないこ

とになるし、また、もしそうでなければ、さがしもとめているものがなにかを知らないの

だから、なにを見出すことも期待することができない、というのである。」（P41）「『メノン』

のパラドックスを解決できるのは、一種の暗黙知である。それは、隠されてはいるがそれ

でも我々が発見できるかもしれないなにものかについて、我々がもっている内感である。」

（P42） 

 このポラニーの記述は、暗黙知のメカニズムを分析していないため、きわめて感覚的な

表現に留まっているが、創造性モデルでは次のように説明ができる。プラトンは「名が先

か、物が先か」という唯名論の罠にはまっている。ポラニーも同様な罠にはまっているた

め、「隠されている」という表現を使っている。しかし、実は「隠されているものを発見す

る」ということではない。すべてはオブジェクト（名づけられていないもの、非言語オブ

ジェクトも含まれる）として明らかになっており、従来の分節のしかたを新たな分節のし

かたに変化させることよって、今まで見出せなかった新たな意味が見出されるということ

なのである。 

また、ポラニーは次のように、創造、発見は極めて個人的な作業・経験であることを言

っている。「このような近づきつつある発見についての知識を保持するということは、発見

することができるなにかが存在する、という確信に深く傾倒した行為である。それは、そ

れを信じる人の人格を含んでいるという意味で、またそれは原則として孤独なものである

という意味においても、個人的である。」（P46）分節作業が個人の脳のなかで起こる以上、

創造性は個人的な作業といえる。ただし、企業のイノベーションなどに見られるように、

その創造性を具現化して製品にするには、創造性を集団で共有する作業が必要となる。グ

ループで新製品のコンセプトを作ることがあるが、創造性は個人の頭のなかで起こるもの

の、それをグループとして共有しながらコンセプトとしてまとめあげていくことになる。

言語化されていないものを共有してコンセプトとしてまとめることは、言語によるコミュ

ニケーションだけでは難しい。それゆえ、侃々諤々の議論や感情のぶつかり合いなどを通

じて、言語化されていないものを共有するという作業が必要になる。 

「私が暗黙知の二つの項目を実在の二つのレベルとして定めたときに、私が述べたこと

を確証するものとして、我々はまったく一般的につぎのように結論できる。つまり、より

高いレベルの組織原理はそのレベルの諸細目の各々を支配する法則によっては表現できな

い、ということである。」（P61）という一説は、概念の生成のことを言っている。より高い
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レベルの組織原理とは、分節によってできた概念にほかならず、その構成要素各々を支配

する法則とは無関係だからである。 

 ポラニーの暗黙知については、ほぼ創造性モデルで説明できるが、説明できない部分も

ある。それは「技能やスポーツにおいてこの暗黙知が働いている」という部分である。技

能やスポーツにおける「身体経験によって蓄積された知」については創造性モデルでは説

明できず、筆者は創造性とは異なる別のモデルではないかと考えている。 

 

３．５．２ SECIモデル 

 

SECIモデル(図表3)は、企業など集団で創造性を発揮することを前提に構築されており、

共同化(S)、表出化(E)、連結化(C) 、内面化(I)の 4つの構成要素から成る。 

共同化(S)は「身体・五感を駆使、直接経験を通じた暗黙知の獲得、共有、創出」と説明

されているが、まさに集団で暗黙知を共有するフェーズである。知覚マップを共有し、オ

ブジェクトを収集し、分節の判断指標となる価値を共有するフェーズと解釈できる。 

表出化(E)は、「対話・思索による概念・図像の創造(暗黙知の形式知化)」と説明されてい

るが、これは分節作業に当たる。分節結果を評価して、価値があると判断された時、創造

（＝新しい概念）が実現する。つまり、シーニュ（記号）として形式化される。この分節

作業は個人の頭のなかで生じる極めて個人的な作業であるが、集団で創造性を発揮するた

めにはその分節のしかたや結果として生じる価値が集団で共有される必要がある。つまり、

集団が個人による分節を正当に評価して共有するためには、共同化(S)のフェーズにおける

知覚マップ、オブジェクト、価値の共有が非常に重要となる。そのため、体感や感情を含

めてお互いが理解しあうために、合宿などの方法がよく採用される。 

連結化(C)とは、本研究では扱っていない部分である。形式知の組み合わせによる情報活

用と知識の体系化という説明があるように、創造性によって作られた知識を使う場面であ

り、創造性そのものとはあまり関係のない活動に該当する。 

内面化(I)とは、形式知を行動・実践を通じて具現化、新たな暗黙知として理解・学習す

る段階と説明されている。しかし、このフェーズもことさら創造性のプロセスとして捉え

る必要はないと考えられる。形式知を行動・実践を通じて具現化すれば、それによって周

囲の環境が変化する。それに伴って、知覚マップ上のオブジェクトも大きな影響を受ける。

しかし、共同化(S)フェーズの活動を意識的に行わない限り、知覚マップは固定化されたま

まで何も変化は起きない。共同化(S)を意識的に行うことによって、変化したオブジェクト

を新たに受け入れ、知覚マップの新たな分節が始まっていく。  
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４．創造性モデルによる先行研究における事例の解釈 

 

 ここでは、第 2 章で整理した創造性に関する各研究分野における事例について、創造性

モデルを使って解釈していく。各研究分野の成果としての創造性に関する現象や言説につ

いて、創造性モデルで説得力のある説明ができれば、創造性モデルが正しいと主張するこ

とは無理であっても、創造性モデルが何らかの有効性を持つことが言えると考える。各研

究者における現象や言説を枠内に示し、その解釈を「→」で示す。 

 

４．１ 心理学： マーク・ステフィックとバーバラ・ステフィック 

 

P18 「ひらめきから得られたアイデアを実際に使うことができるところまでもっていくに

は、普通、多くの年月を要する。」 

→ この一節は、創造性によってアイデアが浮かんでも、社会的に受け入れられるイノベ

ーションになるには時間がかかることを言っている。ここには技術的な文脈と社会的な文

脈の 2 つが存在する。いくら良いアイデアであっても、技術的に完成していなければ誰も

使わない。通常の使用に耐えるように技術的に完成させたとしても、次に社会的文脈とし

て受け入れられなければ実際に使ってもらえない。新たな分節の方法が、その社会の既存

の分節のしかたとかけ離れていると、社会的に受け入れられないからだ。ロジャーズ(2007)

の事例にあるように、病気にならないように水は煮沸して飲むようにと指導しても、細菌

の存在を知らないある南米の村人たちは「きれいな水なのに何を馬鹿なことを言っている

のか」と拒絶する。煮沸した水は病人が飲むものだという社会的な決まりごとに縛られて

いるからだ。 

P57 「発明の種」バリ（棘だらけの種子）からいわゆるマジックテープを思いついたジョ

ージ・デ・メストラルの発明が典型的な例 

→ 植物のなかで、衣服にくっつきやすいという性質を持ったバリの特徴を顕微鏡で観察

し、棘の構造に関する分節方法を衣服や繊維といった知覚マップのなかに当てはめ、人工

的なバリを作ることを思いついた。繊維で人工的なバリができれば、布などの面の着脱を

自由自在にできるからだ。そして、織機メーカーの協力を得て人工的なバリの製造に取組

み、最終的には商品名マジックテープとして完成したが、完成するまでには約 15年かかっ

ている。 

P58  「発明をするのに一つの決まった道があるわけではない。発明家が創造的ひらめき

を得る方法は、各々異なる強みに導かれるもので、人それぞれである。とはいえ、ブレイ

クスルーには四つの主要なアプローチが明らかにみてとれる。」 

①理論主導型：アインシュタインの相対性理論 

②データ主導型：デ・メストラルのバリ（棘だらけの種子）、メンデルの遺伝の法則（デー

タの異常なものに気づく能力） 
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③手法主導型：ガリレオの望遠鏡、パスツールの顕微鏡 

④ニーズ主導型：エジソンの白熱電球・蓄音機等、協調型フィルタリング(同じ嗜好の人が

買った商品を薦めるリコメンデーションなどに利用されているもの)、 

→ 理論主導型とは、他分野の考え方や仮説をある領域に当てはめて分節をしていく方法

である。例えば、生物学の概念やモデル・理論を都市やネットワークなどに当てはめて類

推するやり方が一般的といえる。アインシュタインの特殊相対性理論は、光の速度が常に

一定だという仮説（当時マイケルソン・モーレーの実験がそれを示していた）で、観測者

の相対的な関係から観測者によって時間が異なることを説明し、ニュートン力学の時間の

概念を分節し直したと考えることができる。 

データ主導型とは、データつまりオブジェクトをより多く集めて分節ラインの引き直し

をすることに他ならない。これまでより多くのオブジェクトを収集できれば、より正確で

詳細な分節を行うことが可能となり、従来とは異なる分節が生まれる可能性もある。また、

オブジェクトの再評価により、従来であれば実験ミスなどの理由で無視していたオブジェ

クトに着目し、新たな観点から従来の分節ラインを引き直す作業もこれに該当する。ステ

フィックは例としてデ・メストラルのバリを挙げているが、バリの観察から創造が起きた

ことは事実だとしても、バリのオブジェクトを集めて分節ラインの引き直しをしたという

より、バリの構造を解明してそれを繊維の領域に当てはめて分節をしていく方法をとって

おり、データ主導というより理論主導型に近いと思われる。 

手法主導型とは、分節対象としてのオブジェクトを増加させる方法である。従来の手法

では知覚できなかったオブジェクトを知覚マップに取り込み、その新しいオブジェクトを

使って分節をする。新しいレベルの高まったオブジェクトが多ければ多いほど、従来とは

まったく異なった分節（新発見）が現れてくる。様々な組合せのパターンで実験を行って

オブジェクトを増加させ、求めている性質を持った物質、化合物、薬物などを発見するこ

ともこのタイプの創造の一つと考えられる。 

ニーズ主導型とは、目的の達成に向かって理論主導型・データ主導型・手法主導型を試

行錯誤する状態であり、ステフィックは一つのアプローチ方法として提案しているが、型

として提案するのは無理があるのではないかと思われる。 

P86 「発明の創造的な洞察は、一瞬のひらめきのなかで生まれる。反対に、イノベーショ

ンには何年もかかる場合がある。」 

P87 「トーマス・エジソンが、天才とは『1％のひらめきと 99％の努力である。』と述べた

とき、彼が言いたかったのはイノベーションが困難だということであった。」 

→ 創造的な洞察は一瞬のひらめき、つまり新しい分節ラインで生じる。しかし、そのひ

らめきをもとに発明（具体的なもの）を行い、社会的に価値が認められたイノベーション

になるには、技術的文脈と社会的文脈のなかで認められなければならず、それには年月を

要する。「天才的なひらめきによって瞬く間に成功した」という大衆向けの言説があるが、

良く調べてみるといずれもイノベーションを実現するために 10 年くらいはかかっており、
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挫折も経験している。創造性とイノベーションは異なるものである。 

P117 「大学院での教育には、新しい知識を得ることではなく、『先入観を捨て去る』こと

も含まれている。」 

→ 先入観を捨て去るということは、従来の分節ラインを抹消するということに他ならな

い。新しい知識を得ることはオブジェクトを増やすという意味で重要であるが、新しい分

節ラインを引いて創造性を発揮するためには、これまでの分節（先入観）を抹消すること

も重要だと指摘している。 

P124 「イノベーションが一番多く生まれる分野は、たいてい学際領域である。」 

→ 学際領域という言葉のほか、隣接可能性(adjacent possibility)、文理融合、横断型基幹

科学技術などの類似した言葉があり、これらはほぼ同様な意味合いである。一つの領域の

なかに閉じこもっていると、その領域における常識や先入観（既存の分節）に支配され、

なかなかその分節を断ち切ったり、抹消したりすることは難しい。学際とは、つまり異な

る分野における分節方法を学び、それを自分の領域（知覚マップ）に当てはめてみること

で、常識や先入観（既存の分節）を強制的に排除しようという試みである。それゆえ創造

性が生じやすく、その結果としてステフィックは「イノベーションが一番多く生まれる」

という言い方をしている。 

P151 「科学には、偶然の観察が重要な発見につながったという話がたくさんある。」アレ

クサンダー・フレミングによるペニシリンの発見。青カビがバクテリアを殺す分泌液を出

していることを発見。「偶然は準備された心に微笑む」（ルイ・パスツール） 

→ フレミングは、細菌による感染症を防ぐという知覚マップにさまざまなオブジェクト

を配置していたからこそ、偶然に落ちたカビの周囲のブドウ球菌が死滅している事実から、

細菌を殺すペニシリンの存在を予感できた。「準備された心」とはこのような知覚マップの

ことを言っており、一流の研究者であっても異なった知覚マップを保有している場合は、

「偶然の観察」からペニシリンの発見はできなかっただろう。 

P177 「発明家やその他の創造的な人々には、子どもっぽい無邪気さが見られることが多い。

たとえば、何かを不思議に思う気持ちがそうである。」 

→ 「不思議」あるいは「子どもっぽい無邪気さ」とは、分節化されておらず、概念が未

形成の状態ということである。何と言ってよいのかわからない、言葉で表せない状態のこ

とであり、このような状態にあるからこそ新しい分節という作業ができる。このような状

態に無い大人は、「〇〇は〇〇に決まってるだろ。何を馬鹿なことを言ってるんだ」という

ように固定化された分節でしか物を見ることができない。 

P177 「アインシュタインの話は、『論理』とは似ても似つかないものである。彼は自分の

体験について、大部分は視覚から得たものだが、たまに身体を動かして得たものもあると

書いている。アインシュタインにとって、アイデアを形成した当初は、論理はおろか、言

葉とも密接に結びついていない。」 

→ 言葉とは、分節によって形づくられる概念に名づけが行われて生じる。つまり、新し
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い概念が生じる場面では、それを表す言葉もまだ存在せず、いくつかのオブジェクトが集

合した「もやもやとしたもの」として出現してくる。そして、視覚による刺激、あるいは

身体を動かすことによる刺激によって分節が生じ、初めて新しい概念が生じるが、ここで

はまだ言葉として名づけが行われていない。ポラニーの言う暗黙知の状態であり、言葉に

なっていないため、「わかる」のだが論理的に扱うことができない。名づけが行われて初め

て、言葉（論理的に扱うことができる概念）が出現する。「論理はおろか、言葉とも密接に

結びついていない」という表現は、まさにこの分節によって新しい概念が生じる状態のこ

とを指している。 

P186 「『絶えずよいアイデアを得るには、どうしたらよいのですか？』と聞かれたポーリ

ングは、こう答えた。『たくさんアイデアを出して、悪いアイデアを捨ててしまえばいいん

だよ。』」 

→ これは、まず分節をして新しい概念（考え方、アイデア）を次から次へと作りなさい

という意味である。そして、その結果を価値判断して、価値のないもの（悪いアイデア）

を捨てていけば、価値あるもの（良いアイデア）が残るということを言っている。価値が

先にあるのではなく、まず分節をしてから価値判断をしたほうが、効率的なアイデア出し

ができると解釈できる。 

P204 「理解するための鍵は、その場に行ってデータを見て、データにどっぷり浸かり、そ

のデータととことん対話することでした。データとじっくり話し、データを一つずつ詳細

にわたってじっくり考えれば、アイデアは浮かんでくるものです。」 

→ 分節対象となるオブジェクトを一つ一つじっくりと観察しなさいという意味である。

じっくりと観察することで、それぞれのオブジェクトの共通項や差異を見出すことができ、

その共通項や差異によって分節のラインを引き、価値あるラインを見出すことがすなわち

「アイデアが浮かぶ」ことになる。 

 

４．２ 心理学：アレックス・オズボーン 

 

〇誰でも創造力を持っている。創造力は教育や年齢には関係がない、創造力は場所を選ば

ない。 

→ 創造とは知覚マップ上の分節であり、人、年齢、場所とは関わりがない。ただし、オ

ブジェクトを収集するための教育、あるいは社会的な分節（社会の価値感）を認識するた

めの教育は必要であると思われる。 

P55 「イマジネーションの働き方と働かせ方はよくわかったのだが、（中略）『ひらめきを

ひらめかすものは何か？』という疑問がますます強くなっている。人間にはこの解答は決

して得られないだろう。これは生そのものより深い神秘であり、われわれにはまだ心臓に

鼓動を与えるものさえわかっていないのだ。」 

→ オズボーンはその疑問について、様々な状況証拠を積上げて神秘だと言っている。し
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かし、それは論理的な操作でないために、神秘のように見えるだけと考えられる。身体的

刺激によって無数の分節が起こっている状況から、意味を見出す作業のことを神秘と表現

していると思われる。 

〇創造力の資源とは何か 

・ナマの体験：「ナマの体験は創造力にとって最高の燃料となる。それはわれわれの内に

とどまって必要な時に湧き出してくる。間接的な経験―皮相的に読み、聞き、見ること

－は、はるかに弱い燃料にしかならない。」 

・旅、読書、交際（豊かな資源となりうるが、その会話の内容による） 

「映画やスポーツを鑑賞したりテレビで見たりするのは間接的な経験で、読書のように

豊かに（創造力の）ランプを満たしはしない。」 

→ 「ナマの体験が創造力の最高の燃料」という認識は、言語化されないオブジェクトを

収集することが、言語化されたオブジェクトの収集より重要であることを指摘していると

解釈できる。言語化されたオブジェクトはすでにシーニュとして固定化されているため、

既存の分節が強調されてしまい、新たな分節を生じさせにくい。これに対して、言語化さ

れていないオブジェクトは既存の分節による影響を受けにくいため、新たな分節を生じさ

せやすいと解釈できる。旅や読書は、新たなオブジェクトを獲得し、自分が持っている分

節と異なる分節を生成するため、新鮮さを感じ、創造力の資源となる。交際も相手の人や

会話内容によっては、新たなオブジェクトや異なる分節の獲得につながる。 

また、「間接的経験」という言い方をしているが、鑑賞やテレビだけでなく、読書も「ナ

マの体験」ではないため、やはり間接的経験である。しかし、オズボーンのこの文脈では、

読書は主体的に読むため間接的経験ではない、と解釈できる。重要な点は、自らの知覚マ

ップを意識して主体的に経験するかどうかであり、主体的に経験すれば、観賞やテレビで

あっても創造性に役立つと思われる。 

〇創造力を導き出すもの：連想、結合 

〇創造力に必要なもの：感情的な衝動、意志、持続 

→ オズボーンは、創造力を導き出すものとして「連想、結合」が重要だとしており、さ

らに「感情的な衝動、意志、持続」というエネルギーも必要だと指摘している。オズボー

ンの「連想、結合」で創造性が生じるという表現は、適切ではないように思える。しかし、

オズボーンの研究では言語化されないものあるいは暗黙知というような抽象度の高い概念

を使っていないため、「連想、結合」という表現を使わざるを得なかったものと考える。こ

のような表現を使って、概念をさまざまに取り扱うことで創造性が生じるということを言

いたかったのではないかと考えられる。また、創造性モデルにおいて、「感情的な衝動」と

はある領域を対象とした知覚マップを設定すること、あるいは分節線を引くエネルギーの

ことを指していると思われ、「意志、持続」はオブジェクトを取り込んで知覚マップを充実

させることを意味すると考えられる。 

 創造においては、オブジェクトの発見が大事なのか、それとも分節線を引くことが大事
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なのかという疑問があろうかと思う。結論から言えば、分節線を引くことが一番重要であ

る。オブジェクトの発見が創造的であるという例を先に提示したが、そこではいずれも分

節が前提となっている。動物学者が「新種の猿を発見した」という場合、既存の分節を揺

るがすようなオブジェクトを見出し、動物学者が新たな分節の可能性（仮説）を提示する

からこそ創造的だといえる。素人が「新種の猿を発見した」として、創造的だと言えるだ

ろうか。「新種」であるかどうかの判断もできないと考えられる。また、仮説上の天体が発

見された場合にその発見も創造的と見なされるが、仮説という新しい分節がすでになされ

ていたからこそ、創造的だと見なされる。 

 分節線を引くということは、何らかの共通項を基点にしているため、その意味では非論

理的に線を引くわけではない。しかし、どの共通項を優先して、どのような順番で分節線

を引くのかは決定されていない。引いた結果を価値判断することから、あらかじめ優先順

位を決定できないためと考えられる。それゆえ創造性を発揮した人は、試行錯誤したり散

歩したりとさまざまな苦労をしており、先行研究を探しても「決まったボタンを押せばパ

ッとひらめく」という事例は見出せない。 

P143 「創造的な計画において、予備的段階の最終的なものは、（１）問題を分析し、（２）

骨組みを立て、（３）事実を挿入し、（４）定型を作りやすいように全事実を関連づけるこ

と、である。定型は求めるアイデアに到達するための魔法の地図となる。」 

→ 創造の実践については、創造性モデルとほぼ同じステップで考えている。「問題分析→

骨組み→事実挿入→関連づけ」とは「対象領域の決定→知覚マップの設定→オブジェクト

の収集→オブジェクトの配置」という流れに相当する。そして「定型＝魔法の地図」とは、

これから分節を行う知覚マップのことを指していると考えられる。創造性モデルがかなり

妥当すると考えられる。 

〇第 19章 試案を作る 

P147 「たくさん、たくさん、もっとたくさん！ アイデアにはこれが一番確かな道だ。

（中略）機関銃の原理と言ってもよいだろう。打ち出される数多くのアイデアのうち、ほ

んとうに的を射当てるのはごくわずかだからだ。試案が多いほど成功の機会は多くなり、

連想力もよくなる。」 

P149 「創造的な努力においては、量が質をつちかうのだ。これは論理的、数学的な真理

である。良いアイデアが最初に浮かぶことはめったにないのだ。」 

→ これはまさに知覚マップ上のオブジェクトを分節する作業のことを指している。「機関

銃の原理」という言い方をしているが、換言すれば、分節作業は論理的に優先順位や順番

が決定できない作業のため、とにかく片端から分節作業をすべきという主張である。その

分節結果として、価値があると判断された時に「良いアイデア」と感じると言っている。

ここで注意しなければならないのは、オブジェクトの数が少ないと、多くの分節作業をし

ようと思っても限界がある。言語化されないオブジェクトも含まれるため、いくつ以上の

オブジェクト数が妥当であるかは言えないが、限界を感じたらオブジェクトの数を増やす
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努力をすべきと思われる。 

〇第 20章以降は、アイデアに到達するための方法論である。 

〇利用法：新事実から利用分野を考える 

P158 レントゲンは X 線を発見した当時は純粋科学に専念しており、この放射線の正体が

わからなかった。だから X と名づけたのである。当初利用法はまったくわからなかった。

自分の発見したものがこれほど広い用途に―治療だけでなく治療法を知るための人体透視

にも―当てられることを知って、びっくりしたのはレントゲン自身だったと言われている。 

〇具体的な方法論として、次のような方法を示している。 

借用と翻案（異なる分野や領域における理論や方法を当てはめてみる）、ひとひねり（既

存のものを変形する）、拡大（既存のものを大きく）、縮小（既存のものを小さく）、置き換

え（代用品を追求する）、配置換え（順番を入れ替えて考える）、反対を考える（反対のこ

とを考えてみる）、結合する（関係のないものを結合させる） 

→ これはある新たなオブジェクトに対して、異なった知覚マップを持った人が見ると、

新しいアイデアが生まれることを意味している。新事実の発見者が上記のような手法を使

って利用分野を考えることもあろうが、まったく異なった知覚マップを持った人がこの新

たなオブジェクトを取り込んで、その価値を見出すこともある。 

〇試案を増す努力は以上、次に創造力を発現させるために、精神を遊ばせる 

P236 「創造的な人々は大抵、創造的な仕事に取りかかっている時の気晴らしとしては読書

は望ましくないと忠告している。」 

→ 読書とは知識を習得する、つまり言語化オブジェクトを増やすには役立つが、言語を

扱う作業のため、創造的な仕事を阻害する場合もでてくる。なぜなら「精神を遊ばせる」

とは、言語（既存の概念）による縛りから解放された状態のこと、換言すればシーニュか

らシニフィエが切り離された状態を指しているからである。この解放状態になってはじめ

て、新たな分節（新たな概念＝言葉）が生じてくる。 

P244 自動車用塗料デュコの誕生について 

「その化学者の一人がある日、たまたま別の研究をしている同社の化学者の研究室を訪れ、

帰る間際に缶に入ったものに気づき、それを手に取って眺め、においをかいでみた。次第

に興奮してきた彼が『これは何だい？』と尋ねると、相手は失敗品さ、と言った。『君たち

がやっている例の爆薬のあれさ。ちょっともらってきたんだ。僕の実験に役立つかと思っ

てね。オーブンに入れたんだけど、ゆうべ家に帰るとき取り出すのを忘れてしまったんだ

よ』。塗料研究の化学者は自分の研究室に戻って叫んだ。『やったぞ！だいぶ前からほとん

どできてたんだ。まる一晩加熱しないといけないことに気づかなかったんだよ！』彼は手

に“デュコ”の第一号の缶をつかんでいた。」 

→ これは、同じ化学者でもその保有する知覚マップの相違によって、ある新たなオブジ

ェクトの捉え方が異なることを示している。塗料研究の化学者はそのオブジェクトが大き

な価値（デュコ）であることを認識したが、別の化学者は失敗作（無価値）と見なした。
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別の化学者が無能だったからではない。彼の研究においては、異なった知覚マップを保有

し、そこでは失敗と分節されるべきオブジェクトだったと考えられる。 

P255 「エジソンは仕事の早い人だったが、それでも、未完のアイデアが真価を発揮する

には大変な時間がかかることをよく知っていた。『発明とは一時に完全な形で現れるものだ

と思っている人が多いが、そんなものではないのだ。一例をあげれば、蓄音機は一歩一歩

と時間をかけた末にやっと生まれたのである。私がこれに着手したのは南北戦争当時イン

ディアナポリスの電信技手をしていた時である』と彼は言っているが、そうすると 1864年

から 1877年までかかって試作品を完成したことになる。」 

→ アイデアは一瞬の分節で生じる。しかし、イノベーションとしてその社会的価値を認

めてもらうためには、技術的にも社会的にも成熟しなければならず、それには長い年月が

かかる。この場合は試作品の完成まで 13年もかかっている。 

○研究組織の問題 

P260 「組織化された研究体制の進展を最も大きく支えているのは個人の創造力である。

このことはあらゆる大研究所の長である人々が認めている。」 

P266 「臨床医は症例が危険になった時、よくチームを組む。二人の医師が協力して症状

やＸ線を検討し最終的な診断を下す。Ｘ線の解釈にはイマジネーションを排した判断力が

必要とされるので、二人で行う方が確実度が大きいと言える。 

 しかし、治療についてはどうだろう。これには概してイマジネーションが必要とされる。

判断には一人より二人のほうがよいけれども、創造的な問題においてはお互いをそこねる

ことになる場合もある。」 

→ 創造とは分節であり、個人のなかで生じる。企業のイノベーションのように集団で行

う場合もあるが、そこでは知覚マップや価値の共有化という準備作業が必要となる。新た

な分節が、従来の分節を大きく崩さない場合は集団での実行は可能だが、従来の分節を大

きく崩すような分節の場合には、十分な準備作業をしないと集団の中で反発や非難が生じ

る。集団で大きな創造性を成し遂げることは不可能ではないが、知覚マップや価値を共有

化し、建設的な批判を行っていく努力が必要だということであろう。 

臨床医の場合は知識を使うという作業をしており、この場合は個人よりも複数の人間の

ほうが良い。なぜなら、知識を使う場合は症状やレントゲン写真の状況から病気を切り分

けていくが、個人の思い込み（イマジネーション）を排し、客観的な切り分けをするため

には複数のほうが有利だからである。治療とは、患者とコミュニケーションしながら、患

者にとって最適な治療法は何かを患者とともに探って行く過程になる。オズボーンはこれ

を創造的な問題と捉えるが、現代では選択肢の問題であり、あまり創造的な問題とは言え

ない（60年前というオズボーンの時代であれば、創造的であったかもしれない）。一般論と

して、創造性は既存の分節を崩すため、お互いをそこねるというケースはあり得ると考え

る。 

チームによるブレーンストーミングが創造には有効であるとも指摘している。 
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P275 「連想はブレーンストームの際二様の効果を発揮する。アイデアを出した者は自動的

にそのアイデアによってイマジネーションをかきたてられて別のアイデアのほうに向か

う。一方彼のアイデアは他の出席者全員の連想力にも働きかける。」 

→ ブレーンストーミングでは、思いついた言葉をカードに書き出していく。ある領域の

知覚マップを取り決め、それに関連するオブジェクトをメンバーが相互に表出する。自分

の知覚マップに存在しないオブジェクトを他人が表出した場合、それに刺激されて新しい

オブジェクトが出てくることがある。これをオズボーンは連想力と言っている。それによ

って新たな分節線が引かれて、アイデアが出てくることになる。ブレーンストーミングで

は、非言語オブジェクトを収集して分節することには向かないが、言語化されたオブジェ

クトを使うため、相互のコミュニケーションが取りやすく、企業などで組織的な創造性を

発揮する場合には有効なものとなる。 

P303 「発明者を探求に駆り立てるものは普通直感である。それから何日も空しい探索を

した後に再びインスピレーションが思いもかけぬ時に訪れて回答を与えてくれる。こうし

た例は幾つも知っているが、小説家が好きな『冷静に計画を立てた科学者』にはまだお目

にかかったことはない。そんな人物は実在しないだろう。もしいたとしても、真にすぐれ

た発明発見をすることは決してないだろう」 

→ ここでは「直感」という言い方をしているが、発明者が持っている価値（真理、美、

善など）のことを指していると考えられる。「空しい探索」とは、さまざまな分節作業を試

みたにも関わらず、価値のある分節を見出せなかったことを言っており、「インスピレーシ

ョン」という部分は、「わかった。ひらめいた！」ということであり、ある分節に価値を見

出したことを表現している。分節作業は自らが計画的・規則的に実行しているわけではな

いため、外部からインスピレーションが訪れるという表現になると考えられる。 

また、「冷静に計画を立てた」とは、まさに計画的・規則的な分節作業のことを言ってい

ると考えられる。共同研究や大規模な研究においては、計画や予算の確保なども必要にな

り、「冷静な計画」を立てなくてならないが、オズボーンが言いたいのはそのような研究計

画ではなく、インスピレーションの部分について語ったものであると考える。 

 

４．３ 科学論：市川惇信 

 

〇「わかる」には 3つの形態がある。 

 悟る：著者は悟りの境地には達していないので言えないとしながらも、悟りの境地に

達した高僧によれば「教義について徹底的に問答し思案し、へとへとになっているあ

るとき、百雷の一時に落ちるような大音が頭の中に轟いて、以後、森羅万象わからな

いことはなく、何を聞かれても答えられるし、自分の行動は水のごとくなる」と言っ

ている。 

 直感的にわかる：同種の事象をたくさん見たり聴いたり触ったりしていると、自然に会
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得されてくるもの。例えば、「絵がわかる」、「音楽がわかる」など。 

 仮説的知識としてわかる：仮説とそれからの演繹的推論。 

→ 「悟る」については、筆者も悟りの境地には達していないので何とも言えない。あえ

て言うなら、高僧自身が般若心経で言う「空」つまり森羅万象と一体化した状態を指して

いるのではないかと考えられる。 

「直感的にわかる」とは、自分自身のなかで言語化されないオブジェクトを分節して、「○

○は○○だ」というように理解できるという意味である。絵画や音楽を例に出しているが、

視覚や聴覚に訴えるものを言語化することは難しい。音程のずれなどは言語で表現可能だ

が、言語で表現できない音楽的表現はたくさんある。指揮者と演奏家は、素人ではわから

ない表現方法で意思疎通をすることがあるだろう。 

「仮説的知識としてわかる」とは、言語化されたオブジェクトの分節によって、「○○は

○○だ」と理解できるという意味である。私たちが通常のコミュニケーションで「わかる」

という意味とほぼ同じである。 

「悟る」と「直感的にわかる」は他人に移転できないが、「仮説的知識としてわかる」は移

転できる。「仮説的知識としてわかる」の「わかる」は、自然科学に固有な方法ではなく、

普遍的なもの。つまり、整合的な知識が積み上がる。 

→ 「悟る」については想定するしかないが、「全世界のオブジェクトをそのままの状態、

つまり言語化されない即時的なものとして、心身一つとなって全面的に受容すること」と

解釈される。般若心経における「色不異空、空不異色、色即是空、空即是色」を現実に体

得している状態ということになる。「空」とは何も無いという意味ではなく、まだ何も認識

できていない眼前に広がる現実そのものである。その現実から分節によって概念を抽出す

ることで「色」つまり我々が認識できる形態（概念）が立ち現れる。苦悩も快楽もこの分

節作業によってその形態（概念）が立ち現れるのであり、そもそも苦悩も快楽も何もない

のだ（すべては空という即自的なモノしかない）ということを言っている。この状態を他

人に移転することは不可能ではないがかなり難しい。仏教哲学の学習だけでなく、身体的

な知を体得するための厳しい修行を経なければならないだろう。 

「直感的にわかる」というのも、移転することは難しいが不可能ではない。悟りを開く

ような修行までいかなくとも、絵画や音楽のプロとなればそれなりの勉強と訓練が必要に

なる。それなりのレベルに達すれば、指揮者と演奏家がお互いに理解しあい、素晴らしい

作品を作り上げることができる。市川はこの「直感的にわかる」ということを絵画や音楽

などの芸術分野だけで考えているが、本稿では芸術分野だけでなく一般的な創造性におい

てこの「直感的にわかる」が重要な位置を占めており、自然科学における仮説や理論の構

築において、仮説や理論として言語化されたものを生成する状態が、この「直感的にわか

る」というものであると考えている。ポラニーの言を借りれば、暗黙知ということになる。 

 「仮説的知識としてわかる」は移転できると言っているが、これは言語化された論理式

がそのまま移転できるということであり、つまり言語によるコミュニケーションで概念と
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論理が移転可能であるという意味である。この段階では、自然科学だけではなく、迷信の

たぐいもこの考え方で説明される。クロード・レヴィ＝ストロース(1976)によれば、自然科

学と迷信との相違は、データを用いた科学的実証性を備えたものであるか否かという点で

異なるだけである。 

「仮説的知識としてわかる」の「わかる」が、自然科学として整合的な知識体系を作り出

すことができるが、その理由は次の 3つの原理を持っているからである。 

①無矛盾性：自然は無矛盾な存在である 

②因果性：同じ原因に対しては同じ結果が対応する。 

・前向け因果性：同一の原因は同一の結果を生む。 

・後向け因果性：異なる結果は異なる原因の存在を意味する。（特にこれが自然科学をよ

り精密にしてきた。異なった結果が得られたとき、原因に何らかの異なった点がある。） 

③斉一性：無矛盾性と因果性はすべての時間と空間を通じて成立する。 

 技術は自然科学の応用であり、上記の 3 つの原理を基礎とするが、斉一性については限

定斉一性（技術が使われる範囲内での時間と空間）で十分であり、製造物の整合的接続を

保証するものとして「標準・規格」の原理が追加される。 

→ 市川も、「仮説的知識としてわかる」の「わかる」が迷信と変わらないことを理解して

おり、自然科学として成立するためには 3 つの原理があると言っている。この 3 つの原理

を使って論理を組み立てていく（つまり、迷信とは一線を画す）、ことはよく理解できるの

だが、「仮説」をどのようなメカニズムで導き出すのかという重要な点について、市川は何

も言及していない。本稿で言う「創造性」とはまさに仮説を作る部分であり、市川の議論

は「仮説を自然科学の整合的な知識体系として認めるための原理」について述べているに

過ぎない。 

〇ブレークスルーを強調し、実績をあげてきた 6 つの研究組織における 5 つの運営上の要

件とは 

・ 広い領域での優秀な研究者を採用する 

・ 異なる背景の研究者を集める 

・ 研究者に明確なビジョンを与える 

・ 研究者に自由に発想させる 

・ 相互に刺激しあうよい雰囲気を維持する 

→ これら 5 つの要件とは、市川が帰納的に導き出したものであり、創造性のメカニズム

という仮説理論から導き出されたものではない。そこで創造性理論に基づいてこれらを解

釈してみる。 

市川は「広い領域」とかなりあいまいな表現を使っているが、知覚マップと分節のしか

たがなるべく重なり合わない研究者を集めるということを意味していると考えられる。あ

まりにも重なり合いが大きいと研究成果が似通ったり、その逆として相互に批判したりと

いうことが起きるだろうが、お互いにとって良い刺激となるある一定の重なり合いの最適
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値はあると考えられる。 

「異なる背景」の意味は、なるべく異なったオブジェクトを持つ研究者を集めたほうが

創造性にとって有利になるという意味である。例えば、同じ研究テーマを持つ研究者が

A,B,C の三人いるとして、Aと Bは日本人で文科系出身、Cは米国人で理科系出身の場合、

研究成果として A と B は似通い、A・B と C は異なる傾向があるだろう。それまでの生い

立ちや生活習慣、学問的な訓練が異なれば、オブジェクトの取り込み方も異なり、特に文

化的な違いは言葉で言い表すことができない非言語的なオブジェクトとして蓄積されると

想定される。また、分節における仮説も A・Bは文科系学問から、Cは理科系学問から借用

する傾向があるだろう。このように三者が同じ領域の知覚マップを設定していても、オブ

ジェクトや分節方法の違いによって、異なる考え方が生じるだろう。 

「明確なビジョン」とは、価値の方向性を定めることである。国内の学会での業績を価

値とするのか、ノーベル賞など世界的な業績を価値とするのか、産業分野への貢献を価値

とするのか、政府政策への貢献を価値とするのか、これらを明確に規定しないと、研究者

が持つ各々の知覚マップから生ずる新しい概念の接点が小さくなり、研究者どうしの交流

もあまり刺激のないものになってしまう。新しい概念が成立するかどうかは、価値によっ

て判定されるためである。 

「自由に発想」とは、従来の分節（学説、先入観、常識など）を解体し、新たな分節ラ

インを引くという意味である。もちろんそこでは、常識外れなことを主張したからという

理由で、批判や非難をすることは許されない。 

「刺激しあう雰囲気」とは、他の研究者が行った新たな分節ラインの引き方をヒントに、

自分の知覚マップの分節に使ってみる、応用してみるということに他ならない。また、他

の研究者が見出したオブジェクトを自分の知覚マップに取込み、新たな分節の糧にすると

いうことも可能となるため、研究者の知覚マップはある程度の重なりがあったほうが良い

と思われる。知覚マップの重なり合いの最適値について市川は何も言及していないが、2つ

のパターンがあると考えられる。 

一つは知覚マップが半分以上重なり合い、研究内容について相互に疑問をぶつけ合い活

発に議論を交わすパターンであり、もう一つは知覚マップが 1/3 から 1/4 程度重なり合い、

他者の研究方法や内容を自分の研究の参考にするというパターンである。前者は学会の研

究会などが相当し、後者は学会の大会やシンポジウムなどが相当する。研究組織としての

最適値は、後者ではないかと考える。というのは、前者の場面については、研究者が自ら

個人的に確保していると思うからである。 

 このように、研究組織においてはお互いの知覚マップを豊かにし、新たな分節ラインを

次から次へと引くことを奨励するような環境作りが必要である。当然、研究者の評価もそ

れに則したものでなければ、研究者は思ったような成果は出せないだろう。 

 

４．４ 科学論：江崎玲於奈 
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P20 「この研究過程での私の着眼点が良かったとすれば、つまり、既成概念とは異なる結

果がでた時、その重要性を即座に見抜き、興味を持って原因解明に取組んだことでしょう。」 

→ 「既成概念とは異なる結果」とは、知覚マップにおいて従来の分節では説明できない

オブジェクトに遭遇したという意味である。通常、自分の理論が正しくなかったのか、自

分の実験方法に不備があったのかを疑うことになり、ほとんどの場合は自分のミスである

ことが多い。しかし、まれに自分のミスではない場合がある。その時、それを放置してし

まうか、新たなオブジェクトとして認識し、それを説明するための新たな分節方法を探求

するかという 2 つの道がある。江崎の経験では、後者の道を選んだことが新たな発見につ

ながったということである。 

P21 独創的な研究開発を進めるための鍵は何か 

①自由闊達であること 

「『創造』という活動は当然個人としての活動ですから、個人の『自由』が重要だと、私は

考えています。」 

②テイストを磨くこと 

「審美眼とか鑑識眼という意味で、本物を見抜く感性のことです。」 

→ 個人の自由とは、誰にも束縛されないこと。つまり、新たに発見した自分の分節方法

を、外部から力で否定されるようなことがあってはならないと言っている。もちろん、建

設的な批判は必要であるが、非難・誹謗中傷や権力による否定は創造性を潰す。さらに、「本

物を見抜く感性」とは、新たな分節を見出す力ということだろう。分節自体はランダムに

起こすことができるが、ある分節に「価値がある」という判断を下さなければならない。

価値とは、この科学論の場合、この分節方法であればさまざまな現象をうまく説明できる

というものである。 

P94 「大脳生理学では、言葉、論理、計算など知的作業は左半球で処理し、音楽や図形認

識は右半球の役目だといわれている」 

P95 「アインシュタインは、自分がモノを考えるときは、言葉が何かの役割を演じている

とは思わない。あえて言えばイメージのようなものが創造的な思考に結びつくと語ってい

ます。」 

→ 創造性が起きる場面とは、言語化による論理で支配された領域ではなく、非言語オブ

ジェクトが浮遊している領域であるということに他ならない。 

P102 「サイエンス（科学）にはコインの裏表のように二つの面があり、一つは、非常に

論理的で、理性的で、冷徹で、厳密なロゴス的面です。（中略）もう一つの面は、新しい成

果が生まれる創造の過程、言わば主観的、個性的、パトス的な側面です。」 

「ある人は、このロゴス的な面をデイ・サイエンス(day science)、パトス的な面をナイト・

サイエンス(night science)と呼んでいます。もちろん、両者あいまってサイエンスは発展す

るのですが、大発見や新理論の萌芽はいつも night scienceにあることだけは知っておいて



54 

 

ください。」 

→ これは、創造によって新たな知識が生じることと、知識によって科学が体系化される

ことは、本質的に異なるメカニズムであることを指摘している。知識群によって科学が体

系化されると、それですべてが説明できたように思われるが、やがて説明できないオブジ

ェクトが出現してくる。それを説明するために新たな分節が生じて、科学を再体系化する。

それですべてが説明できたように思われるが、やはりまた説明できないオブジェクトが出

現し、というように両者が相まって、科学が進歩するということである。そして、新たな

知識を創造することは、論理的・理性的なものとは異なるという認識を示しており、知覚

マップや分節作業のことを指していると思われる。 

P214 

「欧米の社会では、科学の進歩に不可欠な人間の想像力あるいは創造性を次のように意味

づけています。すなわち、文学や芸術における“ひらめき”とでもいわれるものと、それ

は本質的に同じものだという認識です。」 

→ 「文学や芸術における“ひらめき”」という表現を使っているが、これは非言語的なオ

ブジェクトを分節することの能力のことを指している。文学や芸術は、何かを表現しよう

とする行為であるが、それは一言（一つの概念）で表わすことができないため、何ページ

にもおよぶ文章、塗り重ねられた何種類もの絵の具、様々な楽器の音色の重なりなどを使

って表現する。これらのオブジェクトによって引き起こされる（分節される）感動と、科

学における創造性は分節という点で同じものだという考えである。 

P216 ノーベル賞を取るための五か条 

・ 今までの行き掛かりに捕らわれてはいけない 

・ 大先生を尊敬するのはいいがのめりこんではいけない 

・ 無用なものは捨てて、自分に役立つ情報だけを取捨選択しないといけない 

・ 自分を大事にして、他人の言いなりになる人間にはならず、時には戦うことを避けては

いけない。 

・ いつまでも初々しい感性と知的好奇心を失ってはいけない 

→ 「ノーベル賞を取るため」と言っているが、ここでは創造力を発揮するための条件と

して解釈してみたい。 

「行き掛かり」とは受動的な研究環境のことであり、能動的に研究の領域や知覚マップ

を定めることを言っており、「大先生を尊敬」というのは定説となっている分節方法を崇め

ていては新しい分節ができないことを言っている。 

「自分に役立つ情報だけ」とは、知覚マップを再構成するうえで、これまで収集したオ

ブジェクトを取捨選択しなさいと言っている。そうしないと新たな分節はできない。 

「時には戦え」ということを言っているが、新たな分節が従来の分節方法と異なるほど

批判・非難されることがある。このとき、圧力に屈せず、自分の考え（新たな分節）を主

張すべきことを言っている。 
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「初々しい感性と知的好奇心」とは、常に知覚マップを固定化せず、すでにある分節を

固定のものとせず、言語化されたもの・言語化されないもの含めてオブジェクトを更新し

続けなさいという意味である。 

 なお、江崎はコンピュータと創造性に関する指摘も行っており、ここで取り上げておき

たい。 

P114（ある対談から） 

「創造活動はロジックがない。一つだけコンピュータにプログラムできないものがある。

それは創造する、クリエイティブということなんです。そういう創造活動というのはロジ

ックがないわけ。ロジックがない限りは、絶対コンピュータに入れることが出来ないわけ

です。」 

→ 「創造活動はロジックがない」という言い方は、創造性モデルと合致するが、そこか

ら江崎は、コンピュータに入れることはできないと結論づけている。しかし、分節作業は

恣意的なものであるが、そこには分節のための共通項が必ずある。そして、言語化された

オブジェクトであれば、コンピュータ上で共通項を使って分節作業を行うことは可能であ

る。また、言語化されないオブジェクトをコンピュータ上で表現することは難しいが、そ

のオブジェクトの状況を示す複数の項目から構成されるデータとして近似することは可能

であると考える。 

 このようにオブジェクトをコンピュータ上で表現して、任意に分節していくことは可能

であるが、その結果の価値判断をするところでコンピュータの限界があると思われる。つ

まり、人間が価値判断をする手前までコンピュータが創造性の支援をすることが可能では

ないかと考えるが、この問題について今後の研究課題としたい。 

 

４．５ 経営学：P.F.ドラッカー 

 

P13 「まさにイノベーションとは、技術というよりも経済や社会に関わる用語である。（中

略）あるいは、供給に関わる概念よりも需要に関わる概念、消費者が資源から得られる価

値や満足を変えることと定義することができる。」 

〇イノベーションのための 7つの機会 

①予期せぬ成功と失敗を利用する 

②ギャップを探す 

③ニーズを見つける 

④産業構造の変化を知る 

⑤人口構造の変化に着目する 

⑥認識の変化を捉える 

⑦新しい知識を活用する 

〇事例 メイシーズは婦人服を売る百貨店から、家電を売る百貨店へ再発明することで生き
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残った。婦人服にこだわる百貨店は生き残れなかった。百貨店の経営者は、婦人服こそ百

貨店が取り扱うのにふさわしい商品と考え、家電など取り扱いたくなかった。 

 自動車メーカーは車を運搬の道具から、ステータスシンボルの道具として再発明するこ

とで成功した。 

→ ドラッカーは、研究対象をイノベーションに絞っているため、社会（需要側）が商品

やサービスをどのように捉えるかに関心を持っており、経営者（供給側）の創造性につい

て言及している部分を探し出すのが難しい。イノベーションのための 7 つの機会のうち、

経営者が率先して市場における商品の価値を再分節して創造性を発揮したと捉えられるの

は①と②だけであり、その事例としてメイシーズと自動車メーカーを紹介している。 

しかし、メイシーズと自動車メーカーの事例では、既存のモノを再発明(新たな価値の発

見)することに焦点を当てている。すなわち、時間軸とともに変化する消費者という視点か

ら、従来の商品を分節し直し、イノベーションを起こすことを指摘している。これらも社

会（需要側）からの見方が強く、商品をどのように作るかまたは売るかという経営者（供

給側）の創造性についてはほとんど触れられていない。 

ドラッカーの研究対象はビジネスであり、イノベーションを社会的に認知されたもの（＝

ビジネスとして成功したもの）と捉え、イノベーションの最初の段階であるインベンショ

ン、さらにその原初段階であるアイデアやひらめきのようなもの（創造性）はイノベーシ

ョンとは捉えていない。つまり、創造性そのものへの関心は薄いと言わざるを得ない。 

P157 イノベーションの方法＝「目的意識、体系、分析」である 

「私がイノベーションのための 7 つの機会と呼んでいるものと関係なく行われるイノベー

ションがある。（中略）勘によるイノベーション、天才のひらめきによるイノベーションで

ある。だが、そのようなイノベーションは再度行うことができない。教えることも学ぶこ

ともできない。天才になる方法は教えられない。」 

〇イノベーションの方法とは、次のようなものである。 

 機会の分析 

 理論的かつ知覚的認識 

 焦点を絞り、単純なものにする 

 小さくスタートすること 

 最初からトップの座を狙うこと 

→ ドラッカーは「天才になる方法は教えられない」と強い口調で言っているように、「勘

やひらめきによるイノベーション」についての方法論については追究していない。そして、

イノベーションは社会的な認知が重要と捉えられているため、ドラッカーはいかに社会的

な価値を認めてもらうかという部分に関心を持っている。つまり、彼が関心を持っている

のは、勘やひらめき・アイデアといった創造性ではなく、目的を与えられて目的達成のた

めに改善していくような創造性である。 

P225 企業ではなく市場が、その商品から新たなコンセプトを作り出した事例 
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・1950 年頃のユニバックが行ったコンピュータの市場調査は、2000 年までのコンピュー

タ市場は 1,000台であった。（科学技術計算の需要のみで計算） 

・原動機付き自転車を販売したところ、原動機だけ注文する地方があり、そこでは自転車

から外した原動機を使って灌漑を行っていた。 

・デュポンはナイロンが自動車のタイヤに使えるとは思っていなかった。タイヤメーカー

からの要請でナイロンを供給すると、数年後には最も利益の出る市場となった。 

→ これらの事例は、イノベーションの事例として取上げられており、創造性の事例その

ものではない。しかし、各事例においてどの点において創造性が発揮されたのかを解釈し

てみたい。 

コンピュータは、戦時中に弾道計算のために開発され、科学技術計算需要に応えるかた

ちで商品化された。その需要のみで計算すると 2000年までのコンピュータ市場は 1,000台

であったが、現状ではパソコンだけでも年間億単位の台数が出荷されている。技術の発展

に伴い、科学技術計算用だけではなく事務処理計算用にも用途が広がり、個人向けにも用

途が広がったため、その需要は飛躍的に大きくなることになった。いわば、市場がコンピ

ュータを再定義（再分節）したという言い方ができるが、飛躍的な性能向上の技術開発の

創造性と市場による再定義が繰り返し行われ、現代社会のスマートフォンまで至ったとい

えるだろう。 

 また、インドのある地方では、自転車用の原動機を灌漑用のポンプとして再分節した。

その地方では原動機を自転車用に使うより、灌漑用に使うほうが価値があると評価したの

である。これはその地方の誰か一人が創造性を発揮して、灌漑用の機械として分節し、そ

れが周囲に広まったと解釈できる。 

 さらに、デュポンの社員とタイヤメーカーの開発者では、その知覚マップがまったく異

なっていた。デュポンの社員は、ナイロンの有用性という知覚マップのなかにタイヤとい

うオブジェクトが存在していなかったのに対し、タイヤメーカーの開発者は、タイヤの材

料という知覚マップのなかにナイロンというオブジェクトが存在していたのである。 

 

４．６ 経営学：クレイトン・クリステンセン 

 

 クリステンセンもドラッカーと同様イノベーションを対象に研究しており、その原初的

な段階に生じる創造性そのものを扱っていないが、イノベーションを起こすような技術開

発の分野では創造性が存在する。そのような観点から、クリステンセンの言説を解釈して

いく。 

P11 「概して、破壊的技術は、最初は市場で最も収益の低い顧客に受け入れられる。その

ため、最高の顧客の意見に耳を傾け、収益性と成長率を高める新製品を見出すことを慣行

としているたいていの企業は、破壊的技術に投資するころには、すでに手遅れである場合

がほとんどだ。」 



58 

 

P52 「（ディスクドライブ業界の分析から）実績ある企業は、ごく単純な改良から抜本的な

イノベーションまで、持続的イノベーションをリードする技術力を持ってはいたが、破壊

的技術を率先して開発し、採用してきたのは、いつも既存の大手企業ではなく、新規参入

企業である。」 

→ 創造性とは、人や場所を選ばず、どのような企業においても起きている。しかし、す

でに最高の顧客を抱えている企業においては、市場で最も収益の低い顧客に受け入れられ

る技術には関心を払わない。研究者は、創造性を発揮してそのような技術がひらめいたと

しても、会社から受ける評価は低いとわかっており、あえて研究開発に没頭しようとは思

わない。企業の本音として、既存の市場を毀損して周囲に波風を立てる創造性には目をつ

むり、既存の市場を守って関係者が喜ぶ創造性を称賛する。 

P141 〇破壊的技術にうまく対処し、成功をおさめた経営者の方法とは 

① 破壊的技術を開発し、商品化するプロジェクトを、それを必要とする顧客を持つ組織に

組み込んだ。経営者が破壊的イノベーションを「適切な」顧客に結びつけると、顧客の

需要により、イノベーションに必要な資源が集まる可能性が高くなる。 

② 破壊的技術を開発するプロジェクトを、小さな機会や小さな勝利にも前向きになれる小

さな組織に任せた。 

③ 破壊的技術の市場を探る過程で、早い段階にわずかな犠牲で失敗するよう計画を立て

た。市場は試行錯誤の繰り返しのなかで形成されていくものであると知っていた。 

④ 破壊的技術を商品化する際は、技術的な躍進をねらい、破壊的製品を主流市場の持続的

技術として売り出すのではなく、破壊的製品の特徴が評価される新しい市場を見つける

か、開拓した。 

→ クリステンセンの言う破壊的技術とは、「従来の価値基準では評価が低いが、異なる価

値基準では高い評価を受ける」という特徴を持っている。そして、異なる価値基準で進化

を遂げ、従来の価値基準をも凌駕するような技術に育っていく。この技術は従来の価値基

準では評価が低いため、つまり創造性の価値が低いと見られているため、成功した経営者

の方法として、小さな組織とニッチな顧客を対象に、技術を改善していったという。これ

は破壊的技術だけの話ではなく、「異なる価値基準では高い評価を受ける」創造性をいかに

キャッチして育てるかということにつながる。 

P219 「人びとの声に耳を傾けることによってではなく、人びとがどのように製品を使うか

を見ることによって得られることがある。破壊的技術の新しい市場を発見するためのこの

アプローチを、筆者は『不可知論的マーケティング』と呼んでいる。破壊的製品がどのよ

うに、どれだけの量使われるか、そもそも使われるかどうかは、使ってみるまでだれにも、

自分自身にも顧客にもわからないとの明確な仮定にもとづくマーケティングという意味で

ある。」 

→ クリステンセンはドラッカーを引用して、「破壊的技術の市場は、予想外の成功から現

れることがある」と言っている。これは製品を開発した企業が破壊的技術の価値を分節す
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るということではなく、製品を市場に投入して市場にその価値を分節してもらうという意

味である。クリステンセンは不可知論的マーケティングと呼んでいるが、製品の開発者と

異なる知覚マップを持つ人々に製品の価値を評価してもらわないと、破壊的技術の本当の

価値が評価できないということを言っている。 

 言い換えれば、企業側の知覚マップだけでは、製品を分節して社会的価値を正しく判断

することができないため、その作業を企業とは異なる知覚マップを持っている市場（顧客）

に委ねるということになる。市場（顧客）という言い方は漠然としているが、そのきっか

けは一人の個人だと考えられる。原動機付き自転車の原動機を灌漑用ポンプとして分節し

た個人は、創造性を発揮したといえる。しかし、一人の個人の創造性によって市場を作り

出すという現象についてはイノベーションのテーマとなるため、ここでは扱わず別稿に譲

りたい。 

 

４．７ 経営学：野中郁次郎・勝見明 

 

〇DAKARA 

P37 クリエイティブ・ルーチン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 相対価値（表コンセプト：男のスポーツドリンク）から絶対価値（真のコンセプト：

MOTHER飲料）への転換 

→ 相対価値（表コンセプト：男のスポーツドリンク）とは、競合商品が作り出した既存

の分節（ある価値によって切り取られた概念）のことである。絶対価値とは、新たな分節

（顧客調査によって明らかになった価値による切り取り）であり、現場に飛び出して顧客

の欲求（顧客が求める新しい価値）を現場で感じ取り、分節するための価値を探求したの

である。 

真のコンセプトに辿りつくため「メタファーの力を借りる」という言い方をしているが、

新しいコンセプトとは「言葉」になっていないため、新しいコンセプトを想起させるメタ

ファーを手がかりに、分節の試行錯誤を試みるということに他ならない。あえて言葉で表

わすと「不摂生な現代人のための身体バランス飲料」ということになるが、これでは本当

相対価値 絶対価値 

表コンセプト 

「男のスポー

ツドリンク」 

 

 

思い 

イメージ 

真のコンセプト 

「MOTHER飲料」 

暗黙知 形式知 
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に表現したいことが伝わらないため「母性」（あなたの身体のことを考えているんですよ）

というメタファーを使い、「MOTHER 飲料」というコンセプト（概念）を見出している。

個人が創造する場合にはメタファーを特に要しないが、共同で創造する場合にはコミュニ

ケーションが必要であるため、その道具としてメタファーが使われると考えられる。 

黒川温泉、グータ、乾く洗濯機、PDP が事例として挙げられているが、これらも「顧客

が求める新しい価値」を探求し、それを使って分節した結果として捉えられる。 

〇光るギター 

・ 自分の思い（欲求→価値）によって、光るギターを生み出す。 

・ 営業部門から商品として否定される。価値観がまったく異なったため、ヤマハの商品と

して売るべきものではないと言われる。 

・ ネット上で企画を公開し、ユーザの反響を得て、モニター販売にこぎつける。以後、ヒ

ット商品となる。 

→ 商品としての楽器を、自分の価値観で分節した結果が「光るギター」であった。これ

までのヤマハの価値観とは異なる分節であったため、社内からは商品として否定されると

いう反発を受けることになる。しかし、自分の価値観を共有する市場があるはずだと確信

をもってネット上で支持者を募り、販売にこぎつけることができた。大きな創造性は社内

（既存の価値観）では否定され、別の市場（別の価値観）から支持されるという特徴を持

っている。 

・P308 「こうした客観的観点のベースにあるのは、われわれの概念でいえば形式知です。

ただ、分析は主体と客体を明確に分離するので（主客分離）、この観点にあまりにも偏りす

ぎると、外から分析するだけの傍観者の経営に陥りがちです。」 

「主観的世界の入り口は、自らの思いです。自分は何のために生き、何のために仕事をし、

何をやりたいのかという思いから始まり、主客一体、主客未分化の世界でさまざまな気づ

きをしていく。・・・それは傍観者とはまったく対照的な主体的当事者、すなわち、実存者

の姿です。」 

→ 客観的観点ばかりに偏ると「傍観者の経営」、つまり現実を直視しない経営に陥りやす

くなると警告している。これは言語化された事実だけに目を向けていると、言語化されな

い事実が捉えられなくなることを意味している。「主客未分化の世界」、つまり現実にどっ

ぷりと浸かって、言語化されない事実を捉えることが重要だと言っている。 

P312 「直接経験がなぜ大切かといえば、人間の「知覚」が働くからです。…相手を対象

として意識するのではなく、直感的に知覚する世界です。」 

→ これは言語化できないものを捉えるために、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感を

フルに使って対象を捉えることを指している。「直感的」とはあくまでも身体的な感覚であ

り、神の啓示ではない。 

P313 「SECI モデルにおける一番最初のプロセスである『共同化（暗黙知と暗黙知の共

有）』は、知覚を共有するプロセスともいえます。」 
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→ SECIモデルとは、共同で創造的活動を行うためのモデルである。そのため共同化が最

初のプロセスであると言っているが、この共同化は 2 つのステップに分かれる。最初のス

テップは、関係者によってオブジェクトや価値を共有していくなかで、個人のなかで「暗

黙知が生成してくる」ことである。新たな分節（暗黙知）は個人のなかで生じ、複数の個

人においてこのような現象が起きるだろうが、その個人が持つオブジェクトだけで生成さ

れただけで、まだ揺らぎをもった状態にある。 

次のステップは、その個人のオブジェクトと新たな分節（暗黙知）を周囲の人々と共有

化し、周囲の人々が持つオブジェクトなども取り込んで、新たな分節をより確かなものに

していく段階である。組織的に共同で創造的活動を行う場合には、複数個人の暗黙知を一

つに収斂させていくため、各個人のオブジェクトや新たな分節の共有化が重要で難しいス

テップとなる。なぜなら、新たな分節（暗黙知）を共有するということは、言語化されな

いオブジェクトも共有する必要があるため、直接的な「論理的な言語操作」では伝達でき

ないからである。そのため言語化されないオブジェクトの共有のために、現場を共有する、

つまり五感で感じ取ってもらう、あるいは徹底的な、時には感情まで露わにした議論のな

かで、感じ取ってもらうような作業が必要になり、間接的表現であるメタファーとかアナ

ロジーのようなものを使わざるを得ない。 

 本稿は、創造性とは個人の活動であると捉えており、共同で創造的活動を行う SECIモデ

ルとは異なっている。しかし、SECIモデルも、その実態は個人の創造性を共同化するモデ

ルだと考えられ、SECIモデルの Sと Eの部分は創造性モデルで十分説明できると考える。 

 

４．８ 創造開発技法：シャロン・ベイリン 

 

１．P43「新しく創造した作品は、過去と全く不連続であり、伝統を根底から打破する」と

いう主張は完全に事実無根である。（中略）全く革命的と思えるような革新的なものに関し

てすら、伝統とつながり、結びついていることが常に認められる。 

→ 創造とは新たな分節であり、オブジェクトが従前のものとがらりと変わって、いきな

り新しいものが飛び出してくるわけではない。オブジェクトは従前のまま、伝統的な分節

から、新たな分節へと変化させることで、革新的と思えるような概念が立ち現れてくると

いうことを主張しているものと解釈できる。 

２．P83「創造性の評価に客観的基準などない」、「新しい成果の評価を説明するには、主観

的要因に訴えなければならない」という見解は間違っている。 

（中略）高度に革新的な作品でさえ、伝統という先行状態と連続している。そして、それ

が芸術と科学の双方での創造的な成果を評価する一つの根拠となる。 

→ 前段は、創造性は「客観的基準による評価を超えたものであり、主観的に感じ取るこ

としかできない」ものだという通念、つまり神秘性をまとったものだから評価できないと

いう通念は間違いだと言っている。これまでの過去や伝統と断絶しているわけではなく、
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オブジェクトに対する分節のしかたが従来と異なるだけであって、価値基準を変えれば客

観的な評価も可能であるという意味である。 

また、後段は、革新的な作品であっても伝統という先行状態と連続していると言ってお

り、ベイリンは価値基準という言葉こそ使っていないが、伝統的な価値基準で評価するの

ではなく、伝統的先行状態を含んだ新たな価値基準を作れば、評価はできるはずだと主張

する。評価に対するこだわりは、ベイリンが教育学者であることに由来していると考えら

れる。 

３．P119 創造的人物とは、常人と異なる創造的な過程があり、それに抜きん出ていると

いう見解は誤りである。創造性とは高度に神秘的でもなければ、非合理的でもなく、特異

なものでもない。むしろ、私たちの通常の思考過程をうまく使っているに過ぎない。 

→ ベイリンの言う通り、創造的な過程とは概念獲得のプロセスと同じであり、通常の人

でも持っている能力である。知覚マップにおけるオブジェクトを分節して概念を獲得する

行為は、社会的要請の場合は常識を身につけることであり、自ら新しく行う場合は創造性

と見なされるものであり、神秘的でもなければ非合理でも特異でもない。分節作業におい

ては恣意的な部分があるものの、共通項によって分節線を試行錯誤しながら引いて価値判

断するものであり、これも神秘的でもなければ非合理でも特異でもない。 

４．P149 創造性とは本来的に規則を打破するものであるから、規則や技能、知識は創造

的な成果を阻むものである、という考えは誤りである。それとは逆に、専門領域での規則

や技能、それらと結びついた知識は創造性に重要な役割を演じる。 

→ 創造性とは新たな分節を作り出すことであり、その作業を行うためには、既存の規則(分

節)、技能（言語化されていないオブジェクト）、知識（言語化されたオブジェクト）が必要

になる。ベイリンが言う通り、規則・技能・知識は創造性を阻むどころか、創造性を発揮

するための重要な前提条件になる。 

 

４．９ 先行研究の解釈に関するまとめと創造性モデルの有効性 

 

まず、心理学分野のステフィックとオズボーンに関して取上げる。ステフィックは、豊

富な事例に基づいて創造性の現象を表現しているが、創造性モデルはその表現にかなり適

合すると考えられる。そして、ステフィックは創造性のメカニズムにまで迫っていないた

め、創造性へのアプローチ方法のメカニズムの説明は無く、複合型を 4 つ目のアプローチ

の型と見なしている。創造性モデルでは、アプローチ方法のメカニズムを説明でき、3つの

型だけで十分説明できると考える。 

オズボーンにおける創造性の現象についての表現も、創造性モデルで十分に説明可能で

あると考える。オズボーンは、暗黙知のような抽象度の高い概念を使っていないため、言

語化できないものを扱うという創造性のメカニズムに迫ることができず、表現のしかたも

かなり難がある。例えば、「ナマの体験」と間接的経験では何が異なるのか明らかになって
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おらず、「連想、結合」でなぜ創造力が導き出されるのかという疑問にも答えられない。し

かし、ブレーンストーミングの考案者として、オズボーンは多くの実践経験を積んでいる

ため、創造性を発揮する予備的段階の環境づくりは、創造性モデルと驚くほど合致してい

る。また、オズボーンは個人による創造性と共同作業による創造性を区別せずに扱ってい

るため、表現があいまいになっているところがあるが、この 2 つを区別して創造性モデル

で解釈すれば、かなり説得力のある説明ができる。 

 次に、科学論分野について、市川と江崎を取上げる。市川は「わかる、ひらめく」とい

う現象について、「悟り」、「言語化されないもの」、「言語化されたもの」の 3種類に分類し

ている。創造性モデルでは「言語化されないもの」、「言語化されたもの」については説明

できるが、「悟り」については説明できない。しかし、他の先行研究においても「悟り」を

扱っているものは見当たらず、市川本人も「悟り」を説明し切れておらず、創造性の研究

においては無視しても構わないと考える。市川は自然科学において、「言語化されたもの」

だけで創造性を説明しようとするが、創造性モデルでは「言語化されたもの」だけでなく、

「言語化されないもの」もかなり重要な役割を担っていると考える。市川は、創造性その

ものというよりは研究組織のあり方に関心を持っているため、「言語化されたもの」を重視

した考え方になっているものと想定される。 

 同じ科学論分野でも、江崎は「言語化されたもの」と同時に「言語化されないもの」の

重要性を指摘しており、その表現内容もかなり創造性モデルと合致しており、創造性モデ

ルを強力に支持する内容であると考えられる。 

経営学の分野については、ドラッカー、クリステンセン、野中・勝見の 3 つが対象とな

る。ドラッカーとクリステンセンは、その研究対象がイノベーションであり、イノベーシ

ョンの原初的な段階に起きるアイデアやひらめきのようなものに対する関心は薄い。その

ため、企業における技術開発など部分的に創造性モデルを適用できる部分はあるが、創造

性モデルはイノベーションの範囲まで扱っていないため、ドラッカーとクリステンセンの

研究にはあまり当てはまらない。また、彼らは市場が製品の価値を決める、つまり市場が

製品を分節し直して価値を再定義するような表現をしているが、この場合は創造性モデル

が適用できるのか、どのようなメカニズムで再分節が起きるのかは今後の研究課題である。 

同じ経営学の分野でも、野中・勝見は、イノベーションの原初的な段階に起きるアイデ

アやひらめきのようなものに関心を持っている。特に、共同で創造的活動を行うための

SECIモデルにおいては、S(共同化)と E(表出化)の部分が創造性モデルの対象としている部

分であり、SECIモデルは共同活動のモデルであるが、Sと Eの部分で創造性モデルが十分

適用できると考えられる。 

創造開発技法分野におけるベイリンも、創造性モデルで十分に説明できる。最初の 3 分

野では、言語化できないものを抽象概念として扱っていなかったため、「神秘的なもの」の

ように捉える傾向が強かった。しかし、言語化できないものを抽象概念として扱えば、ベ

イリンが言う通り、「神秘的でもなければ、非合理的でもない」ということになる。そして
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教育学者としての評価のこだわりについても、既存分節による価値感で評価するのではな

く、新たな分節による価値感で評価を行えば、評価は可能だということになる。 

これまでの研究においては、創造性とは「神秘的なもの」と「論理的なもの」という対

立する 2つの考え方があったが、言語化されないものを抽象概念として扱う創造性モデル

を適用することで、これらの考え方は対立するものではなく、同じものを 2つの見方で捉

えていることを説明できたと考える。これまでの説明で、創造性モデルの有効性が実証で

きたと断定することは難しいが、少なくともこれまでの対立した議論を解消し、創造性の

メカニズム解明に一歩前進したのではないかと考えている。 
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５．おわりに 

 

 創造性についてはこれまでも様々な分野で数多くの研究がなされてきており、本稿で取

上げた文献はその一部に過ぎず、とてもすべてを網羅できるものではない。 

 しかし、心理学、科学論、経営学、創造開発技法という 4 つの研究分野において見られ

た創造性に関する考え方、「神秘的で論理的思考とは異なるもの」と「神秘的なものではな

く伝統的で論理的」という創造性の二面性は他の分野でも見出せるのではないだろうか。 

 この二面性を説明できることが創造性の鍵であるとし、「わかった。ひらめいた！」とい

う創造性における現象は新たな概念の獲得であるという前提に立って、概念生成を説明す

る言語哲学に基づいて創造性モデルを構築した。 

 この創造性モデルにおいては分節という考え方を重視しているが、共通項による分節作

業をしていくにあたり、その優先順位や順番は論理的に決定されるわけではないため、試

行錯誤的なものとなり非論理的に見える。そして分節した結果として価値判断が行われ、

そこではじめてその分節に意味が与えられるため、「論理的でない。神秘的だ。」と表現さ

れる。その一方で、分節されるオブジェクトはこれまでのものを使うため「伝統的」とい

う見方もでき、共通項を使った分節であるため「論理的である」（でたらめではない）とも

言える。このように考えれば、創造性についてその二面性をうまく説明でき、先行研究で

提示された事象や現象についても、創造性モデルを使って十分説明できたと考えている。 

 しかし、「わかった。ひらめいた！」＝創造性という前提に立って研究を進めたため、「た

ぶん、こうだろう。やはり、証明できる事実が見つかった。」という仮説設定による創造性

については後手に回った感が否めない。仮説設定による創造性については、創造性モデル

における一つの方法として説明を加えたが、両者の関係性についてはさらなる研究が必要

だと感じている。また、散歩や物理的な刺激など創造性と身体との関係については、脳科

学における創造性研究などの知見も取り込む必要があるだろう。 

さらに、知的活動には、新しい概念(知識)を創り出す創造的な知的活動と確立された概念

(知識)を使う知的職業としての知的活動の 2つがあると指摘したが、人工知能(AI)の分野へ

の応用については研究課題として残っている。論理的でなく神秘的なものをコンピュータ

で表現することは難しいが、創造性モデルの考え方を応用すれば、コンピュータが創造性

を持つことについて、何らかの突破口を開けるのではないかと期待する。コンピュータは

人間のように散歩したり風呂に入ったりして試行錯誤しながら「アイデアをひらめかせる」

ことはできないが、膨大な処理を飽きずに何日でもやり続けることは得意である。非言語

オブジェクトも、複数のデータ項目から構成される一つのデータとして表現すれば扱うこ

とができる。コンピュータが「価値」を認識できるようになれば、創造性を持つことも夢

ではない。 
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