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「開発もデザインも出来ないけどアイデアだけはあります、どうしたらいいでしょうか？」

なんて質問が良く来る。自分が全部出来る必要は無いけど、出来ないのなら出来る人を巻き

込むスキルが必要だよね。熱を持って語り続けて、参加してくれるメンバーを集める。アイ

デアだけなんて何の価値も無い。 

 

アイデアはストックしない。メモして残した時点で、死んだアイデアにしかならない。どん

どん発想して、どんどん捨てて行く。一人で形に出来ないうちは、アイデア帖なんて作っち

ゃダメなんだよ。忘れちゃうならそれくらいのものでしか無いし、またどこかで時期が来た

ら思い出すもんだよ。 

 

ストックしない、メモしない、隠さない。アイデア三原則。笑。パクられるのを恐れずに、

アイデアなんてどんどんさらけ出して、さっさと仲間を集めちゃえ。その方が早い。真似さ

れるなら所詮それまでのアイデアでしか無かったという事だし、世界中で同じ事を考えて

る奴なんかめっちゃいるから。 

 

『アイデアが枯れない頭のつくり方』（高橋晋平著、阪急コミュニケーションズ）の著者は、

2013 年に先進的なソーシャル・イヴェントとして注目を集める｢TEDxTokyo｣に登壇し、プ

レゼンテーション｢新しいアイデアのつくり方｣によって高い評価を受けた人物。本書では

そんな立場から、アイデアを出すための手段を明かしているわけです。きょうは第 2 章、

｢アイデアを思いつく頭のつくり方｣に焦点を当ててみたいと思います。 

 

A×B＝Cの公式 

著者によればアイデア発想には 3 大原則があるそうで、その第一が｢A×B＝C の公式｣。す

べてのアイデア（C）はA×Bから生まれるという考え方ですが、それについては以下を確

認していただくとわかりやすいと思います。 
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実際にはさまざまな技術や要素を、細かいたくさんの｢A×B｣としてつくることを繰り返し

て最終形にたどり着くのだとか。しかし最終形をシンプルに考えてみると、｢A×B｣で既存

のものが少しずつかたちやコンセプトを変えていき、別の立派なアイデアとして完成され

ていることに気づくはずだといいます。 

 

ここで大切なのは、最初からアイデアの質を求めてはいけないということ。なぜなら、スマ



ートフォンや LINE のようなものすごいアイデアが、突然出てくるわけがないから。事実、

いいアイデアを出そうとすることで、ほとんどの人はアイデアを出すことが苦手だと思い

込み、考えるのが嫌になり、アイデアから遠ざかってしまうのだそうです。しかし、｢まず

は、簡単なA×Bができれば、誰でもアイデアパーソンです｣と著者は主張しています。（36

ページより） 

 

アイデアは｢質より量｣ 

アイデア発想の 3 大原則の 2 番目は、アイデアは｢量より質｣ではなく、｢質より量｣である

というもの。人はアイデアをいくらでも出すことができ、アイデアの数を増やせば増やすほ

ど、そのなかにいいアイデアが現れる確率が高まっていくといいます。つまりアイデアパー

ソンの実力は、｢いかにいいアイデアをセンスよく考えられるか｣ではなく、｢いかに飽きず

にくだらないアイデアをたくさん出し続けられるか｣で決まるということ。 

 

たとえばタレントオーディションが開催され、応募した 100 人のなかから最終的にグラン

プリが決まったとします。ここで 100 人から選び抜かれたグランプリは、完璧な 100 点満

点ではないにせよ、確実にすごい存在。そして 500 人、1000 人のなかから選ぶとなれば、

グランプリのレベルはもっと高くなる。 

 

母集団が大きければ大きいほど、いい選択肢がそのなかにある可能性が高いのは確実。量は、

確実に質につながっていくという考え方です。だから、アイデアを考えろと言われたとき、

3 個考えるのと、1000 個考えたなかから 3 個を選ぶのとをくらべれば、後者の方が絶対に

いいアイデアをつくることができるというわけです。（41 ページより） 

 

ダメなアイデアから出す 

さて、アイデア発想の 3 大原則の最後は、｢まず、ダメなアイデアから出し始める｣というこ

と。これは、著者がもっとも強く広めていきたい考え方でもあるといいます。 

 

人は、悪いアイデアよりはいいアイデアを先に探そうとしてしまうもの。しかし仕事の世界

では｢なにが正解なのか｣が非常に曖昧なので、｢いいアイデアを考えなければ｣という気持

ちでアイデアを考えはじめることにはあまりメリットがないといいます。それどころか、ア

イデア出しのスピードやアイデアの量を落としてしまうことにつながり、よくないのだと

か。だからこそ｢アイデアは質より量である｣に加え、そのアイデアの量を稼ぐために｢まず

ダメなアイデアから先に考えはじめる｣ことを徹底してほしいと著者は記しています。 

 

ちなみに、そのメリットは次の 2点。 

 



【メリット 1】すぐに 1 個目のアイデアを出せて、2個目、3個目へとつながっていく 

 

いちばん悪いのは、アイデアがなにも考えられなくなり、頭のなかが真っ白になること。そ

うならないためには、なんでもいいから考える。意味や良し悪しは、まったく問わない方が

いいそうです。まずアイデアの種をたくさんつくれば、そこから発想が自然に連鎖し、広が

っていくというわけです。 

 

【メリット 2】ダメなアイデアが踏み台になる 

 

ダメなアイデアがダメだとわかり、その理由付けもできていれば、それと比較し、いいアイ

デアは｢いい｣と認知される。ダメなアイデアを土台にせずして、いいアイデアは生まれない

という考え方です。 

 

（46 ページより） 

 

アイデアを出すとなると堅苦しく考えがちですが、これらからもわかるとおり、著者の考え

方はいたってシンプル。だから画期的なアイデアが生み出せるのだということを、本書は再

確認させてくれます 

情創メディアの基本はメモ 

 情報収集のメディアは大きく分けて、携行型と設置型に分けられます。 

 

 携行型のメディアとしては、手帳、デジタルカメラ、メモノートやノートパソコンがあり

ます。設置型のメディアには、切り抜きファイルや DVDや BD のビデオレコーダー、デス

クトップ型パソコンなどがあります。 

 

 メモは、カード派の阿久悠さん（作詞家）、ノート派の柳田邦男さん（作家）と二派に分

かれますが、メモ作成のコツは同じで、以下がポイントです。 

 

   ① すぐその瞬間にメモする 

   ② 1件を 1 カードか 1 ページに 

   ③ 日付と情報源を記入する 

   ④ 常に整理分類する 

 

 私は今、メモ用にポストイットを使っています。思いついたときすぐメモし、スケジュー

ルや連絡などは手帳に、アイデアや重要情報はノートに貼ったり転記します。メモ用紙は静

止画そのものであり、立派な情創メディアです。 



 

 ともあれ、情報創造のためには、基本的には静止画で、すぐ大量に取り出して利用できる

情創メディアが便利といえます。 

 

実現しないままに醒めてしまうアイデアの連続のなかに、多くの人がとらわれているわけ

です。 

 

それを乗り越えて、熱を冷まさないようにするためには、単にやる気や情熱というだけでな

く、アイデアが実現しやすい環境をつくらなければいけません。それを Scott さんは３つ

のポイントとしてまとめます。 

 

1. 「反応的」なワークフローをやめる 

多くの場合、私たちが「忙しい」と称しているのは「誰かのメールへの返事を考えている」

「誰かのスケジュールにあわせている」といったように、何か外からくるものに対してリア

クションを起こすことばかりです。 

 

そしてこうした、「反応」を迫るものが多いのが最近の世界です。メール、電話、Facebook、

ツイッター、RSS、携帯電話…。どれもアクティブというよりも、外からの情報にリアクシ

ョンを起こすだけのものです。 

 

これを乗り越えるには、Scott が「Window of Non-Stimulation」と呼ぶ、外からの刺激がな

い聖域時間を作ることが必要です。 

 

反応しなくてもよい、主体的な時間を確保することで、私たちは自分たちのアイデア、自分

たちに大切な考えに集中することができます。 

 

2. アクションに根ざして生活する 

１時間のミーティングをしたとしても、何も「行動 = アクション」が定まらなければそれ

はメールで済む話といえます。 

 

アイデアを実現に至らせる人の特徴として、常にアクションに根ざして生活を整理してい

る傾向があるのだそうです。 

 

ちょっとしたミーティングでも、それを「では○○日までに△△をする」といったアクショ

ンを収集するステップとして考えるわけです。 

 



クリエイティブさは、なんだか脳内で起こるすばらしいできごとのように思いがちですが、

それをこうしたアクションという動詞の形で実装できる人こそが真の意味でクリエイティ

ブなのでしょうね。 
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3. アクションを実現するチームを作る 

一人で実現するアイデアもあるでしょう。しかし多くの場合は、チームワークでアイデアは

実装されます。そのときに重要ないくつな側面についても Scott さんは指摘します。 

 

まず、チーム内の Dreamer（夢想家）、Doers（実践家）、Incrementalist（推進派）を意識

して配置することです。Dreamer はアイデアを常に算出します。たとえ締め切り直前でも、

「ここはこうしたらどうか？」というアイデアを出します。それを外に出すことが、彼らの

持ち味です。 

 

一方 Doer はその夢想につきあうことなくアイデアを実現するために行動します。彼らはタ

スクリストが空になることを最善の状態としていて、プロジェクトを前に進めます。 

 

Incrementalist はこの両者の両方の資質をもっていて、一見とても良いことに思えますが、

実際にはやることが多すぎるという罠に陥りがちです。実際には、この三者がいることを意

識して、Dreamers/Doers のアクションのバランスをとります。 

 

このとき、それぞれをチームに対する免疫システムだと考えるとわかりやすいでしょう。ア

イデアを実現しているときは Doers を優先して、新しいアイデアは抑制すべきです。でも

新しい製品を考えているときは、Doer を抑制して Dreamer に手綱を渡すべきです。片方

は、もう片方の役割を上手に演じられないということでもあります。 

 

失敗のイメージから自分をシールドする 

こうした考え方は結局のところ、「こんなこと本当にできるのだろうか？」「自信がない」と

いった、アイデアを停止してしまう心理的なバリアーにたいして自分をシールドする役割

をもっています。 

 

他にもさまざまな開発の現場で意識的に行われている「小さなイテレーションで開発する」

「時間を制限してダッシュで開発する」といった習慣も、結局の所は疑いが生じたり、熱意

が醒めるのを遅らせる意味があります。 

 



この講演、面白かったのは曖昧な「クリエイティブになろう」という言葉や、変に「やる気」

に依存するメソッドもなかった点です。 

 

アイデアを実現させるもの、それは熱意の火花を絶やさない堅実なアクションの連続なの

だということです。 

 

Scott Belsky さんの講演の骨子は以下の本でも読むことができます。また、彼属する 

Behance ではこの考え方に根ざしたタスク管理アプリ、Action Method も開発しています。

興味があったらお試しください。 

 

ブレーンストーミングとＫＪ法 

 ブレーンストーミングは、新たなアイディアを生み出すための方法

の一つ。ＫＪ法は、ブレーンストーミングなどによって得られた発想

を整序し、問題解決に結びつけていくための方法です。ＫＪ法という

呼び名は、これを考案した文化人類学者、川喜田二郎氏のアルファベ

ット頭文字からとられています。以下の説明は、主として氏の著作

（『発想法』中公新書、1967年；『続・発想法』中公新書、1970

年）によっています。 

 



ブレーンストーミング（ＢＳ） 

 

 グループのメンバーが、ある問題について自由にアイディアを出し

合うのがブレーンストーミングですが、いくつかの基本原則がありま

す。 

ＢＳの４原則 

1. 「批判をするな」：他人の意見を批判してはいけない。批

判があると良いアイディアが出にくくなる。 

2. 「自由奔放」：こんなことを言ったら笑われはしないか、

などと考えず、思いついた考えをどんどん言う。「上品

は」ジョーク歓迎。 

3. 「質より量」：できるだけ多くのアイディアを出せ。 

4. 「連想と結合」：他人の意見を聞いてそれに触発され、連

想を働かせ、あるいは他人の意見に自分のアイディアを加

えて新しい意見として述べるというのが一つやり方。 

  



 以上が基本ルール。その上で、ＢＳの具体的やり方として＜順番Ｂ

Ｓ＞と＜質疑応答ＢＳ＞について説明しておきます。 

＜順番ＢＳ＞の方法 

 自由に意見を出し合うといっても、なかなか意見が出にくいことが

しばしばです。これを回避するため、自分の順番がまわってきたら否

応なく何か発言せざるをえない、というのが＜順番ＢＳ＞です。ルー

ルは以下の通り。 

• 発言の順番がまわってきたら必ず何か言わなければいかな

い。「とくにありません」、「前の人がいったのと同じな

のでありません」は御法度。 

• 発言内容は一度にいくつあってもよい。ただし、他の参加

者が言った意見をくりかえすのは×。 

• 自分の前にメモ用紙を置き、他者の発言を聞きながら思い

ついたことをメモしておくとよい。順番がまわってきた

ら、このメモを参考にしながら簡潔な発言を心がける。 

• 発言は最低３巡はする。 

• グループ内で司会と記録係各１名を選ぶ。記録係は、参加

者の発言内容をカードに記載する。簡潔かつ内容を正確に



表現する「１行見出し」（実際には２・３行になってもよ

い）を作成するよう心がける。カード右下に、発言者の名

前と発言の日付をメモしておく。司会は、記載内容が正し

いかどうか発言者に確認するなどして、記録係に協力す

る。 

＊「１行見出し」の書き方 

1. あまり長すぎぬよう（20～30字以内） 

2. できるだけソフトで、かつ本質をしっかり捉えた表現にす

る。 

「１行見出し」の例 

もとの発言 

 今の大学生は勉強しないというが、実際のところ生活のためにアル

バイトは必要だし、それにサークル活動もある。アルバイトやサーク

ル活動の方が、大学で授業に出ているよりずっと充実感があるし、将

来の役にも立つと思う。大学の講義なんて退屈なだけだし、勉強して

それが将来役に立つかどうか分からない。就職活動の面接でも、勉強

より人物評価だっていうじゃないか。 



＜悪い「１行見出し」の例＞ 

1. 大学生の勉強不足と生活スタイルとの関連←抽象的・概念

的すぎて発言内容を想像しにくい。 

2. 大学生が勉強しないのは、アルバイトやサークルで忙し

く、それに大学の講義が役に立ちそうになく就職活動でも

重視されないから←異質なものを盛り込みすぎ、その結果

長くなりすぎている。 

 

＜良い「１行見出し」の例＞ 

1. アルバイトやサークルで学生は忙しい 

2. 大学の講義は退屈だ 

3. 大学の講義は役立たない 

4. 大学での勉強は就職活動で重視されない 

 

＜質疑応答ＢＳ＞の方法 



 順番ＢＳで出た意見をもとに、もっと多くのアイディアを出すため

に行うのが＜質疑応答ＢＳ＞です。順番ＢＳで出た意見ひとつひとつ

について「この意見について何か疑問の点はありませんか」と参加者

に聞いていきます。より具体的には、以下のようなことをめざしま

す。 

1. すでに出た意見の意味をはっきりさせる。 

2. もとの発言者が、なぜそのようなことを言ったのか、など発言

の背景を明らかにする。 

3. こうした質疑応答・対話のなかで新しい意見・アイディアを生

み出す。 

4. 批判ではなく、討論素材をさらに加えることが目的。反対意見

があったら、それも意見としてカード化する。 

 以上のような「質疑応答」のなかで、アイディアを記載したカード

をさらに増やしていきます。 

 



ＫＪ法   

 ＢＳ等でカード化された多くの意見・アイディアをグループ化し、

論理的に整序して問題解決の道筋を明らかにしていくための手法がＫ

Ｊ法です。 

 以下、ゼミでのグループ研究のテーマを確定していくための手続と

いう想定で、その段取りを説明します。 

 

 第１ステップ：まず、ＢＳ等の手法で作られたたくさんのカードを

ばらばらに広げてみます。 

 

 

第２ステップ：カードに記載された「１行見出し」を眺めながら、関

連性のあるカードを重ねていきます。最後に、それぞれのグループの



内容を簡潔に表す見出し＝「表札」をつけて上に載せます。その上

で、それぞれのグループのカードを輪ゴムで束ねます。 

 

 ＊第２ステップの作業では、以下の点に注意して下さい。 

• １グループのカードは最初は数枚程度。はじめから大きく

まとめようとしない。 

• １枚のまま残る「一匹オオカミ」があってもかまわない。

無理に他のグループと一緒にしない。 

 

第３ステップ：第２ステップで作った小グループの「表札」を眺めな

がら、互いに親近性のあるグループを中グループにまとめます。この



作業を何度かくりかえし、10近くの大グループにまとまったらグルー

プ化作業は終了です。 

 大グループにも表札をつけますが、グループ分けがすべて終わって

からというのでなく、カード全体の３分の２程度がまとまってきたと

ころで、グループ分け作業と並行して表札作りを進めて下さい。 

 

第４ステップ：ここからいよいよ論理的整序の段階に入ります。グル

ープ間に論理的な関連性ができるよう大グループのカードの束を並べ

替えます。「空間配置」と呼びます。配置の意味する内容を、ストー

リーのようにつないでしゃべれるようにする、というのがコツです。 



 

 

第５ステップ：空間配置ができたら、カード束の間隔を広げ、それぞ

れ１段下の段階までほぐしてみます。その上で、もとのグループの範

囲内で、ただし隣接する大グループ（およびその１段下の束）との親

近性に注意しながら中グループレベルの空間は一を行います。これで

カードの作業は終了です。 



 

 

第６ステップ：カードで作った空間配置を別の紙に写し取るのが次の

ステップです。その際、上の図のように、グループ間の関連の内容を

示す記号を使って、空間配置の論理連絡が分かるようにします。たと

えば次のような記号を使います。 

――：関係あり 

→：原因・結果 

←→：互いに因果的 

＞――＜：互いに反対・対立 



 

第７ステップ：いよいよ最後のステップです。図を見ながら、すべて

のグループのうちどれが重要と思うか、各自最高５点から１点の順で

点数をつけます（６番目以降は点数をつけない）。総得点が最も高い

５つのグループをゼミでのグループ研究のテーマとします。研究にあ

たっては、ＫＪ法によってえられた中テーマ等が主要な研究項目とな

るでしょうし、また図解の「因果連関」も重要な指針を与えてくれる

でしょう。 



 

 


