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上級MOT短期集中研修
「戦略的技術マネジメント研修」について（第6回）
自由な発想をいかにして生み出すか？―論理的思考がすべてではない―
松林 博文氏 インタビュー
インタビュアー：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚
取材・写真：フリーランス・ライター　山崎 阿弥

松林 博文（まつばやしひろふみ）
1962年生れ。化学薬品メーカーの海外営業を経て、ミシガン大学大学院（MBAコース）にてマ
ーケティング及び企業戦略を中心に学び、1998年卒業。ジョンソン・プロフェッショナルで企
画関連マネジャーを務める。現在、グロービス・マネジメント・スクールにてパートナー・フ
ァカルティーとして、マーケティング・企業戦略の講師。ビジネスブックラジオ（有線放送）
のパーソナリティーとして、数々の著名人と対談。ECC外語学院で TOEIC、TOEFL の講師の
経験を持つ。主な著書に『クリエイティブ・シンキング』（ダイヤモンド社）、『MBAキーコンセ
プト』（産能大学出版）、『千本倖生のMBA株式会社の作り方』（PHP出版）、『ビジネスに出る英
単語』（講談社インターナショナル）など。

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師

1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。東レ（株）入社。13 年間工場におい
て合成繊維原料・エネルギープラント等の計画・管理担当の後、全社の技術戦略企画、新事
業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002 年 12 月退社。2003 年 3 月から東レ
経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤講師。現在、ミヤキ（株）代
表取締役社長、（社）化学工学会経営システム研究委員会委員長、日本技術者教育認定機構
（JABEE）審査員など。

山崎 阿弥（やまさきあみ）
フリーランス・ライター

繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエーティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グにかかわるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年から「戦略的技術マネジ
メント研修」の講義記録作成を担当。

Point
1 新しい価値創造を目指すMOT人材には、収束思考であるロジカル・シンキングと合わせて、拡散

思考であるクリエイティブ・シンキングの能力が必要。
2 近年、日本企業ではロジカル・シンキング偏重の傾向があり、今後は特にクリエイティブな発想力

の強化が重要である。
3 本研修では、自由な発想、クリエイティブな発想力を高めるための、ヒントとツールを身に付ける。
4 開発リーダーには、クリエイティビティの大切さを理解し、これを評価し、クリエイティビティを

発揮しやすい環境作りや組織運営できる能力が求められる。
5 「思考力」に加えて、物事を“五感”を使って感じる「感性力」も磨くようにする。
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級

MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で

主要科目を担当される講師の方に、講議の内容や

MOT（技術経営）についてインタビューするもの

です。

今回は「創造的思考―クリエイティブ・シンキン

グ創造的発想のためのツールとヒント」の講義を担

当していただく松林博文先生にお話を伺いました

（2007年 7月 17日、新横浜プリンスホテルにて）。

今なぜ、クリエイティブ・シンキングなのか？　

宮木：松林先生には、「枠組みにとらわれない自

由な発想法であるクリエイティブ・シンキング」

のスキルを身に付けるための実践的な研修をお願

いしています。

昨今世の中では、ロジカル・シンキングの重

要性ばかりが強調されている傾向がありますが、

松林先生が、クリエイティブ・シンキングをロジ

カル・シンキングと明確に対比させ、前者を「拡

散思考」、後者を「収束思考」として整理され、

新しいものを生み出すにはその両方をバランスよ

く持つことが重要であると主張されている点に、

強く共感しました。

このクリエイティブ・シンキングに対する“思

い”は、どのようして生まれてきたのでしょうか。

松林：私が化学薬品メーカーでの海外営業を経

て、ミシガン大学大学院修士課程（MBA）を修

了し帰国したころから、日本の書籍でロジカル・

シンキングという言葉をよく目にするようになり

ました。

背景としては、営業利益率の高いアメリカの

企業に対し、あまり高くない状況にある日本の企

業を比べたとき、やはりロジックや戦略の欠如が

問われ、日本の企業が急にそちらへ流れ始めたこ

とがあります。

宮木：その動きは妥当だとはいえ、あまりに急激

だったと思われたのでしょうか。

松林：そうです。私自身アメリカのビジネスス

クールでロジックの重要性や素晴らしさに触れ

た人間ですが、この流れにはある種の危険性を

感じクリエイティブ・シンキングの重要性を認

識しました。

アメリカのビジネススクールに入学するため

にはクリティカル・リーズニングという試験を受

けますが、そこでは瞬時に「これはロジカルであ

る／ロジカルでない」という判別を行います。面

白みを感じる反面、まるでコンピューターのよう

に言葉を記号として組み立て、その奥へは進まな

いような方法に違和感を覚えました。わかりやす

くて便利だけれど副作用がありそうだ、と直感し

たのです。人間関係や世の中にある不可解なもの

など、分析や証明しづらいものまでロジカルに扱

ってしまっては本質を見過ごし、その人の考え方

も傲慢になってしまいますよね。

加えて、MOTやマーケティング、戦略論など、

いずれにしても若い学問です。これらと接する際

には、その学問がどういった脈絡で成り立ってい

るのかに注意を払ったほうがよいでしょう。

これらのベースとなるのは主にアメリカにお

ける成長戦略的な思考であり、「敵を倒しマーケ

ットシェアを掴み取ってくる」というようなイメ
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ージ。ですから、新しいものを作り出してそれを

シェアしあうようなことを模索する場合には合致

しません。また、ある程度成熟した市場や社会で

展開すべき戦略も異なってしかるべきでしょう。

宮木：その意味で、新しいものを生み出すための

思考プロセスとして、「きっかけ」をクリエイテ

ィブ・シンキング（＝拡散思考）で膨らませ、こ

れをロジカル・シンキング（＝収束思考）を通じ

て「答え」を導くという松林先生の考え方は、

MOTに欠かせない考え方だと思います。

面白さという座標軸で物事に取り組む

宮木：ロジックは非常にパワフルな道具ですから

それですべてを語ってしまおうという人も多いで

すね。相対する概念であるクリエイティブ・シン

キングを日本のビジネスの世界に紹介していくこ

とは先生にとって必然だったのでしょう。

松林：頭や脳に偏重していく社会への危惧があり

ました。ロジックを学び使いながらも、同時にそ

れ以外の領域があることをきちんと認識し鍛えて

いくことが肝要でしょう。人間はロジックと心と

の両面からバランスをとっていくという「全体性」

を基本におくべきだと思います。

クリエイティブ・シンキングという言葉も、

実はクリエイティブ・フィーリングと表現したほ

うが的確かもしれません。頭の思考というよりも

感覚の分野。最近特にここを鈍らせている人は多

いと思います。

宮木：日本の企業ではここ 10 ～ 15 年、数字面な

どでの管理が厳しくなり、直観を信じて何かを行

ったり、自由な発想がしづらい環境になっている

ように感じます。どこかでそれを訓練できる場面

をつくるべきだと思います。

松林：ロジカルな思考では要素還元の観点から

「いるもの」と「いらないもの」を明確に分けて

いきますが、実際はかなりグレーゾーンにあるも

のが多いのではないでしょうか。

長期的に見て価値があるものや、表面上は無

駄に見えても他の要素との細やかなつながりの中

に存在するものもあるはずです。それらを単純に

切り離してしまったら“面白くなくなる”場合が

あります。企業で働く人にとって“面白い”“楽

しい”という座標軸はとても重要です。

宮木：集中力を持続するキーともいえますね。昨

今は“必要な遊び”までが失われ、視野が狭くな

ってきているように思います。これについては

徐々に反省する向きも出てきてはいますが･･･。

松林：短期的な効率化を求めると必然的に分業化

へ進んでいきますね。雑ぱくに申しますが、この

ように分けていくのはサイエンスの力、一方、統

合していくのがアートの力です。現在のようにロ

ジックの力を高めていく流れがあるならば、同時

にアートの力も高めていかなければならないはず

です。

何かに対処する場合でも、データが出てから

分かるのでは遅い。日常の中で感じとることので

きるセンシティビティを培っておくことが求めら

れます。

最近、この偏重した状況に気付いたコンサル

ティング会社などが積極的に画家や詩人などのア

ーティストを採用する傾向が出てきたのは必然的

な流れだと思います。

出所：『クリエイティブ・シンキング』松林博文著　ダイヤモンド社

クリエイティブ・シンキング 

きっかけ 答え 

ロジカル・シンキング 

拡散思考 収束思考 

図表　新しいものを生み出すための思考プロセス
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宮木：サイエンス（分析力）、アート（直感力）、

それに経営学者ヘンリー・ミンツバーグ（Henry

Mintzberg）の言葉を借りるならばクラフト（経

験）の力をバランスよく磨いていくことは企業の

経営において不可欠と言えます。しかし、身に付

けるのはやはり容易ではないですね。

ライトネス（正しさ）とリッチネス（豊かさ）

宮木：「新しい価値の創造」を目的としたMOT

研修では、思考方法としてロジカル・シンキング

とクリエイティブ・シンキングの両方を備えるこ

とが重要であるという考えから研修プログラムを

組んでいますが、この 2つをどのように結び付け

ていくかが重要と思っています。

松林：実は、皆さんに分かりやすくするために対

立した概念として説明していますが、本当にロジ

ックを突き詰めていけば、ロジカルとクリエイテ

ィブの壁もなくなり、ただただ深い思考のみが存

在する、というところへ至るだろうと考えていま

す。中途半端なロジックや、事実を見つめること

無しに頭の中だけで組み立ててしまったロジック

が危険なのではないでしょうか。

宮木：そうですね。そして、ロジック偏重になる

と本来見えるはずのものが見えなくなり、視野が

狭くなってしまいます。

松林：そもそも唯一の思考法などありません。考

え方というのは人間の数だけ存在します。ロジカ

ル・シンキングも広範囲に認知されているとはい

え、実は様々な思考方法のひとつでしかないので

す。

イギリスの社会学者エドワード・デボノ

（Edward De Bono） は、正しさを求める“ライ

トネス”とクリエイティブな豊かさに根ざした

“リッチネス”という 2つの概念を示しています。

“ライトネス”は正しいかそうでないかという観

点から語られ、標準化しやすく自己増殖もできる。

一方“リッチネス”は標準化も反復もできず、世

の中で消えうせていく。評価する際も、その内容

を見つめて素晴らしさを評価する姿勢をもった人

でないとできませんから、そういう人がいなくな

ってしまうと、自ずと“ライトネス”からの点数

評価のみになってしまうのです。

宮木：教育の世界でも企業の世界でもどちらかの

偏重になってきていますね。

松林：日本の教育で何が起きているかというと、

この“リッチネス”がないままにゆとり教育を取

り入れた結果、“ライトネス”の力を損なってし

まった、ということなのではないでしょうか。ゆ

とりというのは本来、豊かさを認める時間を増や

すために何をすべきか、ということであるはずな

のに、ただ制度として、ただシステムとして導入

するのみにとどまってしまい、様々な弊害を生ん

でいると思います。

宮木：それは先ほどの“遊び”の大切さにも通じ

てきますね。

松林：一口に“遊び”といっても様々なレベルが

あると思います。MOT においてそれを考えるな

らば、あるテクノロジーがいかに専門性が高くて

も井の中の蛙では意味がなく、広く世界を見渡し

て臨むことが求められますから、目的に向かって
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進む道すがら、少し寄り道してみるようなことが

“遊び”となり、よりクリエイティブな発見に導

いてくれるのではないでしょうか。

宮木：そして、“遊び”は無目的に行うのではな

く、その結果に達成感や充足感を伴うべきでしょ

うね。

松林：客観的な特性を求めて技術を追求するの

か、ソフト化や用途開発を念頭に置いて進めてい

くのかでは、出てくるものが全く違いますよね。

宮木：もちろん「ノーベル賞をとりたい」とい

った目的の下に進む純粋な世界もあるでしょう

が、企業の中では技術は一つの手段であり、そ

れが事業となり経済価値に結びつかないと面白

みもありません。企業のトップが求めているよ

うな新しい発想も生まれてこないと思います。

ロジカルに論理を積み上げるだけでは出てこな

いことなのです。

変化し続ける個人と組織の関係性

松林：トップが急に「面白いものを作れ」と言っ

ても、一朝一夕にはできません。会議ひとつにし

ても、いきなり結論を出すのではなく、まずはブ

レーンストーミングで自由に意見を出し合うな

ど、小さな工夫から始まると思います。

宮木：この点、松林先生の研修はとても有用だと

思っています。私自身が初めて受講したときも、た

くさんの気付きがありました。宿題を実際にやって

みると、「こんなにも世の中が見えていなかったの

か」と驚きましたし、授業中も思いもよらない課題

とそれに対する他の人たちの意見が非常に新鮮に飛

び込んできたのです。興味深い研修でした。

東レ経営研究所のMOT研修の受講生は真面目

に開発を続けてこられた技術者が多く、会社でも

中堅管理者としての役割を担っておられる方が中

心です。しかしこの反面、どうしても考え方や発

想が固定的になる傾向があります。松林先生の授

業は、新鮮な感動を与えると思います。

松林：人間は、表層には現れてこなくても、深い

部分である命題のようなものを考え続けている可

能性があると思います。それは同じ場所に居続け

ると見えないけれど、外に出てみると案外明確に

なるものです。

また、受講生の皆さんはマネジャーや管理職

を担うお立場の方が多いですね。この役職の名前

の裏には「決められたことをマネージする」とい

う意味が込められていますが、そこが行き過ぎて

しまうと、仕事＝マネージになってしまう。

もちろんトータル的な観点から言うと、その

ような立場の方は必要です。しかし、全く同じ顔、
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同じ考え方のマネジャーでは面白いものなんて生

まれてきません。かといってクリエイターばかり

を採用するわけにもいかず、バランス感覚が必要

です。

宮木：先日あるメーカーで技術のトップの方とお

話する機会がありましたが、やはり企業の内部が

均一化することを危惧されていて、これからはク

リエイター肌の人材を採用していくべきだともお

っしゃっていました。

松林：今後は、どこにも所属しない形で、企業に

価値を提供できるようなポジションの人が増えて

くるのではないでしょうか。その人がネットワー

クをつなぎ合わせて新しい価値を見出して行く役

割を担い、その人とうまく協力し合える企業が面

白くなっていくのではないかと思います。

宮木：個人を見つめてみても、1 人ではなく、広

くネットワークを持って仕事をしている人のほう

が豊かに見えますね。

松林：人も企業も、そして両者の関係性も変化し

ています。これに伴いマネジメントの意味合いも

変わってきているのではないでしょうか。

宮木：ただ現実問題として、当研修の受講生のよう

に中堅層の方々が、これからクリエイティブになる、

というのは容易なことではありません。しかし、や

はりマネジメントする人自身がクリエイティブなセ

ンスを持っていなければ、その下の人たちもクリエ

イティブな発想ができないと思うのですが。

松林：理想を言えばすべての人がクリエイティビ

ティを持つべきですが、人は急に変われません。

しかし恐ろしいのは、クリエイティビティを持ち

合わせていない管理者が、自分にない能力を持っ

ている人を管理できないという理由で排除してし

まうことです。ですから少なくとも、全く違った

背景の人材を採用できるような評価力、理解力は

必要でしょう。絵を描けなくても、見ればその良

さが分かる、というような。

宮木：管理者である方たちが、クリエイティビテ

ィの大切さを理解し、これが発揮しやすい環境作

りや組織運営ができるようになれば良いと思いま

すね。

松林：そして、管理する人・される人という上下

関係ではなく、できる限りフラットな関係で共に

何かを生み出していけるとよいですね。そのよう

な関係にあると、働きやすくもなります。

宮木：そういった人間関係を形成する能力を訓練

する方法はありますでしょうか？　

松林：そのひとつの方法として、相手の意見を聞

き出したり、整理したり、抽象的な思いを具体的

な作業に落とし込んでいったり、立体的な会話に

していく「質問力」を鍛えられると良いですね。

この力があると、相手の中にあるぼんやりと

した意見を明確にすることができたり、意見やア

イディアがない場合でも、話を広げていく中で何

かを見出せる可能性があります。

宮木：先生ご自身は、受講生の皆さんとどのよう

な関係を築こうと心がけられているのでしょうか。

松林：知識を伝えるというよりは、皆さんと同じ

時間や場所を共有するファシリテーターとして、

一期一会を楽しませていただいています。ですか

ら実は「先生」と呼ばれるのもおもはゆいものが

あるのです。

宮木：そのように接してくださることによって、受

講生たちがよりクリエイティブに、そして研修の場

自体も開かれたものになっていくのだと思います。

本日はお忙しい中ありがとうございました。


