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G‒ソリューション株式会社　代表取締役
アニマル・シンキング・ファシリテーター
三宅 潤一（みやけ じゅんいち）
大学卒業後、コンサルティング会社や研修会社を経て、2004年独立。毎年100日以上の研修とコンサルティングを実
施する組織変革・人材開発コンサルタント。これまでの顧客企業は120社、受講者は3万人を超える。たった15分で受講
者の目の色を変え、本気にさせる“北風ワーク”が評価されており、4期ぶりの営業予算の達成や残業時間を1人当たり平
均30時間削減など多くの成果を上げている。専門分野は、人材開発（発想法・イノベーション・マネジメント・リーダー
シップ）・組織変革・問題解決・業務改善。

はじめに
　「イノベーションを起こしたい！」「うちの社員
は創造性に乏しい」「発想力がない」というフレー
ズを、経営者や人事担当者と話していると頻繁に
耳にする。また、各種アセスメントの結果を見ても、
従業員の「創造性」や「クリエイティビティ」「発
想力」といったコンピテンシーやスキルが一様に
低いという現実がある。
　本稿では、日本人が苦手とする “創造性” や “発
想力” “クリエイティビティ” を克服するために、
発想力を鍛える “アニマル・シンキング” という
技法をお伝えしたい。

1．  斬新なアイデアを大量に生み出す“アニマル・
シンキング”

　アニマル・シンキングとは、ユダヤ人の女性コ
ンサルタント、サリ・バルエルとベラ・ブライヘ
ルの2人によって開発された発想技法であり、課
題解決手法である。彼女たちは、長年“創造性開発”

や “イノベーション” を研究してきた末に、厳し
い環境でサバイバルしている動物の生き残り戦略
をアイデアのヒントとして活用するという着想を
得て、“アニマル・シンキング” が生まれた。
　日本では、2009年からサービスを開始し、企業
や官公庁における研修・ワークショップ、コンサ
ルティングなどを通じて、さまざまな組織の発想
力向上、問題解決、業務改善、働き方改革の支援
をしてきた。
　日本以外でも現在、英語・イタリア語・スペイ
ン語・ポルトガル語・中国語などに翻訳され、ア
ニマル・シンキングのグローバル展開も進んでい
る。
　アニマル・シンキングの特徴は、動物（生物）
になぞらえた「比喩（メタファー）」を使っており、
楽しみながらアイデアを引き出せるように作られ
ていることである。手に取った瞬間、視覚に訴え
かけてくる圧倒的なインパクトがあり、親しみや
すく、誰でも楽しんで発想することができる。問

Point
❶  アニマル・シンキングとは、ユダヤ人が開発した「発想法」であり、「課題解決手法」である。
❷  53種類の動物（生物）をメタファー（比喩）に使ったカードを使用し、面白おかしく発想をする
ことが可能である。

❸  ある市役所では、コスト “0” で残業が削減され、稟議書の決済時間の短縮を実現した。
❹  ある出版社では、2日間で1,400もの企画案を立案するなど、具体的な成果を出している。

アニマル・シンキング©
̶たった2日間で1,400もの企画案を引き出した発想法̶
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題解決や業務改善など難しいテーマをネガティブ
にならずに、むしろ笑いながら話し合えるという
のが、アニマル・シンキングの大きな価値だとい
える。
　また、“動物の名前”、“イラスト”、“説明文”、“行
動戦略”、“色” など、発想を刺激する切り口やヒ
ントの豊富さが際立っている。通常の発想法とは
違い、左脳からも右脳からも発想できるように設
計されている。
　さらに、単なる発想法にとどまらず、ユダヤ人
流の課題解決のプロセスが用意されている点であ
る。通常、発想法は発想のみに特化していること
が多く、アイデアをどう具体化し、行動に結びつ
けるか、という視点が手薄なことが多いが、アニ
マル・シンキングにはそのプロセスが用意されて
いる。
　
2．アニマル・カードの使い方
2-1 アニマル・カードの内容
　アニマル・シンキングを実践していく上で必要
となるのが、“アニマル・カード” である。全部で
74枚のカードがあり、53種類の動物カードと11
種類のクリエイティブ計算機（演算子：＋とか÷
などの計算記号）、発想の次元（カテゴリ）カード
10種類から構成されている。
　「animal thinking」と書かれた裏面は、色で発想
の次元（カテゴリ）を見分けるようにできている。

◆   10 次元の発想カテゴリとクリエイティブ計算
機（演算子）

黄色：  スタイリスト（外から見えるところ、聞こ
えるところを変える）

 クジャク・クモ・キリンなど
青色：  コピー（既存のモノとそっくり同じモノを

作り少し変化をつける）
 アメーバ・チンパンジーなど
水色：  サプリメント（新しい要素を加える）
 カブトムシ・フラミンゴ・カメなど
赤色：  センサー（五感を取り入れる）

 イルカ・ハエなど
黄緑色：  マーシャル（今ある資源を組み立て直す）
 ハゲタカ・ヤドカリなど

図表 1　アニマル・カード裏面

出所：G-ソリューション株式会社

図表 2　アニマル・カード表面

出所：G-ソリューション株式会社

図表 3　アニマル・ボード

出所：G-ソリューション株式会社

アニマル・シンキング ©
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緑色：  マネージャー（指揮して管理してスカウト
する）

 ライオン・アリ
青緑色：  アタッチ・デタッチ（意外なものを付け

たり、離したりする）
 トカゲ・ハチ・ゾウなど
桃色：  オルタナティブ＆チェンジ（移動・回転・

変化する解決策を作る）
 カメレオン・チョウなど
紫色：  パーセプション（気持ちや見方をコントロー

ルして変える）
 イヌ・ダチョウなど
オレンジ色：  パラドックス（不合理や矛盾を作り

出す）
 シマウマ・コウモリ・カンガルーなど

灰色：  クリエイティブ計算機（＋－×÷などの演
算子を使って発想を広げる）

七色：  発想の次元のサマリー（各次元のポイント
が説明されていて、これだけでも発想可能
である）

2-2 発想の仕方
　箱から出したすべてのカードを「animal 
thinking」と書かれた裏面を上にして、机の上に広
げてみる。そして、どれでもいいので、カードを
1枚めくってみる。図表4のように、カードには“動

物名”、“イラスト”、“説明文”、“行動戦略” が書か
れてある。

　発想の仕方はとても簡単だ。
　カードを1枚めくって、“動物名”、“イラスト”、
“説明文”、“行動戦略” から刺激を受けて、思い浮
かんだアイデアを書き留めていく。白紙の用紙に
書いてもいいし、ポストイットを活用してもかま
わない。
①  動物の名前から何か思い浮かぶことはないだろ
うか？
②  イラストを見て、何かイメージが浮かんでこな
いだろうか？
③  説明を読んで何か思い浮かぶことはないだろう
か？
④  行動戦略を読んで思いつくことはないだろう
か？
⑤  カードの色を見てイメージすることはあるだろ
うか？
⑥  カードに書かれていないことでも連想していけ
ればOKである
 
　例えば、ワークショップで準備体操としてよく
取り上げる「今までにないユニークなフォークを
考える」という簡単なお題で “シマウマ” のカー
ドを引いたとする。すると、「シマウマ柄のフォー
ク」や矛盾というヒントから「刺すことのできな

図表 4　カードの使い方

出所：G-ソリューション株式会社
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いフォーク」といったアイデアを出す。また、赤
色の “センサー” というカードを引いたなら「セ
ンサーで感知してカロリーや栄養素が表示される
フォーク」などといったアイデアを出していく。
　もし、何もアイデアが思い浮かばなければ、す
ぐに次のカードを引くことである。スピードやリ
ズムが大切だ。考え込んだり、悩んで止まってし
まうより、どんどん新しいカードを引いて、どん
どんアイデアを出していくことがポイントである。

　グループで発想をすることも可能だ。同じテー
マについて、カードを1枚引き、それを全員で見
ながら、思いついたことを順番に発言していって、
アイデアが出なくなったら、また次のカードを引
いていく。
　さらにカードからの発想にとらわれず、他の人
が口にしたアイデアに便乗して、発想を広げてい
くこともお勧めだ。

【グループで実施する際のルール】
• そんなのムリ！は言わない 
•バカだな！はもってのほか
•他人のアイデアに乗っかる 
•正解＆完璧を求めない 
•まずは質より量！
•とにかく楽しむ！

2-3 実践のステップ
①  「達成したいこと」や「解決したいこと」などテー
マを書き出す。
　  「営業のこと」「業務の効率化」といった書き方
ではなく、
　「○○を達成したい！」
　「△△を解決したい！」
　のように具体的に書く。
②  達成したいことがいま一つ曖昧だと思えるとき
や、達成した状態を想像できないときは、達成
したいことを眺めつつ、カードを引きながら、
連想ゲームの要領で単語をいくつか書き出して
みる。それらの単語を見ながら、もう一度達成
したいことを考え直してみる。そんな作業を繰
り返しているうちに「達成したいこと」に昇華
や変容が生じることがある。
③  上記「達成したいこと」について解決策を、ア
ニマル・カードを引きながら、書き留めてい
く。ここでは、アイデアの善しあしの判断をす
るのではなく、とにかく「質より量」を意識し
ながら、アイデアを出していくことに専念する。
④  アイデアの整理をする。
　  大量に出てきたアイデアを整理し、さらにブラッ
シュアップしていくプロセスである。

　 まずは、出てきたアイデアを以下の四つのカテ
ゴリに分ける。

図表 5　アイデアの整理の仕方

出所：G-ソリューション株式会社

アニマル・シンキング ©
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　（1）すぐにでもできそうなもの
　（2）実行するにあたって少し工夫が必要なもの
　（3）  実行するには、リソースを用意したり、誰

かを説得して承認を得たりと、準備に時間
がかかるもの

　（4）  面白そうだが、今は無理そうなもの
　整理したアイデアが、今までと同じ思考パター
ンに陥っていないか、注意が必要である。せっか
くアニマル・カードを使ってアイデアをたくさん
出したのに、結局、最後の段階で凡庸なアイデア
を選んでしまうという残念な結果にならないよう
にチェックすることが大切である。
　例えば、あるワークショップでこんな場面があっ
た。
　営業の業績向上というテーマでアイデアを出し
ていたときに、「お客様にワイロを贈る」というア
イデアが出てきた。当然「これは犯罪だからダメ」
ということで見向きもされなかったが、ある参加
者が「便宜を図ってもらうことを目的に金品を贈
ることは良くないけど、お客様が必要とする情報
をタイムリーにお届けするのはどう？」と言った。
その場にいた皆が「なるほど！」と納得し、その
アイデアを捨てることなく、実現に向け検討を重
ねていった。
　このように普通であれば捨てられそうなアイデ
アの中に金の卵が隠れていることが多い。出てき
たアイデアの表現や字面にとらわれるのではなく、
少し解釈を変えてみたり、変化をつけて昇華させ
ていくことがコツである。
　
　（1）のすぐにでもできそうなものは、実施した
際のインパクトや結果が大きそうだと予想される

なら、実行のための役割分担やスケジューリング
をして、すぐに動き始める。
　（2）、（3）のアイデアは、実現に向けての工夫や
準備について、さらに検討する必要がある。ここで、
もう一度アニマル・カードを取り出して、
　「どうすれば実現が容易になるか？」
　「制約条件を乗り越えるには？」
　「リソースは本当に必要か？」
　「承認を得るためにはどうすればいいか？」
というテーマで、アイデアを出していくといいだ
ろう。
　（4）のアイデアについても、アニマル・カード
を引きながら、元のアイデアにこだわらず「昇華」
や「変容」「飛躍」ということを意識しながら、さ
らにアイデアを出していくことがお勧めである。
　このようにアイデアを整理や再検討したあとは、
最終的に役割分担やスケジュールなどの実務に落
とし込んでいく。ここからは通常のスケジュール
技法やPDCAサイクルを駆使しながら実践してい
くわけだが、これまでの経験上アニマル・シンキ
ングを経ていると、その後のモチベーションやア
イデアの実施率が全く違ってくることが多い。

最後に
　発想力を発揮できない根底には、日本人特有の
気恥ずかしさや遠慮、正解があるはずという固定
観念、失敗を許さない組織風土などがあるが、そ
れらを変えていくことは大変な時間と労力を要す
るだろう。しかし、発想の道具を替えることは容
易である。先に道具を替えて、発想力を鍛え、最
終的に固定観念や組織風土を変革していくという
プロセスも有効なのではと考える。

マネジメント
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アニマル・シンキングの導入事例
事例1：市役所での残業削減と業務プロセス改善
　ある市役所では、市の事業推進の一環として、
働き方改革と自律的な市職員の育成を目的にアニ
マル・シンキングを導入した。
　アニマル・カードを用いて「残業削減」という
テーマでアイデアを出していったところ、ある職
員から「定時（17：15）の職場の全体写真を毎日
撮影して、カレンダーのように壁に貼り出してい
く」というアイデアが出た。早速職場で試してみ
たら、「誰が残っているのか」「何人残っているのか」
「残業の頻度」といった情報が一目瞭然となり、う
るさく言わなくても自然に残業が削減された。
　また、この市役所では決済に必要な稟議書が回
る時間が長く、意思決定が滞りがちという問題が
あった。稟議書には押印欄が10枠あって最終決
定者までなかなか進まない。押印欄を減らすこと
を提案してみたが、押印欄を減らすことは条例上
難しいとのことだった。そこで、アニマル・カー
ドを用いてアイデア出しをしたところ、「ハンコの
日付」だけではなく、押印欄の下に押印した時間
も記入できるようにしたところ、決済時間が3分
の 2に短縮された。

　どちらのテーマも大きな削減効果を出したが、
コストはほぼゼロである。

事例2：たった2日間で1,400もの企画を立案
　ある出版社の編集部では、月刊誌の企画プロセ
スがマンネリ化していた。編集会議で次年度の特
集記事の企画内容を話し合っていたが、なかなか
いい企画案が出てこない状態だった。これまでも
さまざまな発想法の研修や刺激を与えるための合
宿などを行っていたが、結果に結びついていなかっ
た。そこで、アニマル・シンキングを活用した2
日間のワークショップを編集部員全員を集めて実
施した。
　まずは、既存の読者プロファイル（読者像）が
2件しかなかったので、これをアニマル・カード
を用いてアイデアを出したところ、読者プロファ
イルを27件に増やすことができた。この27件の
読者プロファイルを起点にさらにアニマル・カー
ドを使ってアイデアを出していき、最終的には具
体的な企画案が1,400件に達した。その後、この
企画案を基に翌年のすべての企画が決定された。

（注）  アニマル・シンキング©は、G‒ソリューション株式会社
とジョイ・アンド・バリュー株式会社の登録商標です。
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