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１．はじめに
筆者は、「創造教育をする」ということは、「創造の結果を得るために、 「どうすればよいかの知恵」を持つために、「知識を知恵にかえる方
各種場面において、「どうすればよいか」の知恵を創り出す能力を、

法」を利用して説明すると次のようになります。

個人個人の特徴に合わせ、身に付ける教育をする」ことであると認
知恵を持つということは、もう少し詳しくいうと、「意思（Will）を持つこ

識している。本稿は、その骨組みを纏めたものです。

と」と「何をするため、何を、どのようにして、どのような結果を得よう
創造をするためには、何かをしようとする意思（Will）がなければ、そ

としているのか」のプロセス・手順の内容を持つことであり、それは、

の創造は始まらないことは、自明の理です。そして、その意思があ

創り出すか、外部から手に入れなければならにことは明らかです。

れば、それをどのようにして実現するかの知恵が、自然に必要とな

ここでは、それを、教育のプロセスで、それをどのようにして創り出

ります。そして、その知恵を使った結果として、創造の結果が得られ

すか方法について述べます。

ます。本稿では、その意思の原点となる幼少の頃からの意思を、仮
にでもよいからまず個人個人が持ち、その意思 （Ｗｉｌｌ）を実現する

幼稚園の園児でも、その卒業時には、将来なにになりたいか、

ため必要となる、各種場面における能力を、どのようにして身につ

それはなにをするためか、それはどこから思いついたかくらいの

けるかの知恵を個人個人の特徴にあわせ創り出す考え方とその手

ことは言えます。

順についての枠組みを述べるものです。そして、創造性教育の方

これが意思(will)であり、ここからスタートして、創造性を成長年

法も結果の創造も、ここに、書いてある方法による骨組み構成のあ

齢にあわせて、「知識を知恵にける方法を」使って、どのように身

る意思を持つことにより、実現します。

に付けていくとのがこの方法の「知恵」の着想です。このプロセス
は、人生において、創造性豊な人といわれている人が、ほとんど

このように考えますと、知恵とは、創造の結果を入手するための、考

の場合、無意識のうちにこのプロセスを体験している内容です。

え方とそのプロセス・手順ということになりますし、またその考え方と
プロセス・手順を創り出すことも、知恵を創り出すことになります。そ

今ここでそれを再認識し、それをどう応用展開するかのプロセス・手

してそれを人に説明できるようになると、知恵を創りだすことのでき

順（知恵）の骨組みの認識を述べるものです。

る新しい知識となります。
①

幼稚園児：幼稚園時代は、ものの名前を覚える時代です。そし

本稿では、そのプロセス・手順を、先に発表した「知識を知恵にかえ

て、卒業時に、将来、何になりたいか（主に職業）を卒業記念集に載

る方法の基礎理論とウイズダムエンジン」（１）を利用して、明らかに

せる記録をするお手伝いを先生がする。（この何になりたいかは、よ

します。

く考えた上で、後で換えてもよいとします）
②

小学生：この期間は、体験と言葉とのつながりを知識として、体

「知識を知恵にかえる方法」は、本稿の付録１～７として簡単な解説

験と学習により身に付ける期間です。その知識を使って、ことある毎

をしていますので、本稿はそちらを参照しながらお読みください。

にこの方法の入り口となる何をするため、何になりたいかを実現す

それらの方法の詳細は、ＵＲＬ

るために、何をしなければならないかの構成を示す PMD（目的・手

http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J03-chap%201.pdf と

段ダイヤグラム）を先生のガイドにより、作るようにして、その作成の

http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J04-chap%202.pdf に示して

方法と利用の体験をします。何ごとも、なりたい人物になるためには、

ありますので、参考にしてください。

嫌いでも、どのような勉強をしなければならないかの目的手段の構
成：PMD（目的と手段のダイヤグラム）をまず創り、高学年では、そ

２．本方法の創造性教育への適用

れを具体化するのためには、何と何をしなければならないかを、付

「創造をする」ためには、「創造をするために、どうすればよいか」の

録に書いてある、FBS テクニックと WBS 項のところに書いてある

情報を創り出すか、手に入れねばなりません。この情報を私達は

WBS の書式を利用して、大分類、その子、孫まで、書き出すと、そ

「どうすればよいかの知恵」と呼んでいます。

の構造・構成を、落ちなく認識できるようになります。そして、それを
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もとに、線表による、スケジュールに展開し、それを、更に、学校の

http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J21-Appx%20I%20R7.pdf

行事と組合せ、またその間の緊張を解くリフレッシュの時間を含む、

****：知恵を創りだす管理会計の方法

毎日のスケジュールに展開します（時には、昼寝の時間を入れても

http://dtcn-wisdom.jp/J-explanations/JPMF%20wisdom%20accouting

よい）。このスケジュールについては、反省と見直しをし、無駄な、

%20r9.pdf

時間の使い方があるならば、見直しをするという習慣をつけるように
します。

（参考事項）この知識を知恵にかえる方法の開発過程で、意思の構

③

中学生：この期間は、小学生時代よりもことばの意味を深く理

造・構成を示す PMD 手法については、集団、組織でも、有効に使

解できるようになってくるので、小学生時代に身に付けた知識の相

える方法として、平成６年５月、行政48省庁による有志によるの研究

互関係、もう一度全体から眺めてみて、自分のできること、自分の得

会報告、『電算機利用に関する技術研究会「システム調達のための

意なことを、ＰＭＤにより認識をして、それから、何になりたいか、そ

要求仕様書設計法と業者の評価法の理論設計書」２７２～２７３ペー

のために、何をするのかの、個人の特徴に合わせた見直しをする

ジ：、事務局：工業技術院総務課、電子計算機利用技術開発室』』に

時期とします。そして、その認識と知識をもとにして、「PMD の方法」

おきて、次のような評価を得ています。即ち、

(*)に加え、「落ちのない手順を創りだすステップリストと 3-5 インプ
ルーブメントの方法」(*)、「最適なものシステムの構造・構成を創りだ

『PMD 手法は、公の場〔そこに参加した全ての人たちで〕納得を持

す FBS／WBS の方法」(*)を、先生のガイドにより、使っていくつか

って確認される。システムを自分の都合のよいよい方向にねじ向け

の知恵を創り出す作業を、いくつかの具体例を使い、その利用体験

ようとする人たちにとっては、これほど困難な立場に追いやられるこ

の学習をします。

とはない。PMD 手法はこのような悪意や欠点を持った人をたちの意

(*)印のいずれの方法も、下記の URL より入手できる。

見をごく自然に排除する機能を持っている。

http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J04-chap%202.pdf
④

高校生：この期間は、大学受験、社会人になる直前の時期で

PMD の手法に沿って、作業を進めることによって、自然に悪意や

あり記憶力旺盛な時期であるので、その時期を使い、将来、もっと

個人の持つ欠点は駆除される。個人個人が持つている事実や考え

幅の広い、また高次な、先輩、人類の残した知識を生かす「目的と

がそのままの姿で公にされるので、そこに姑息な悪意は入り込みよ

手段のダイヤグラム」を創れるようになります。それにより、先輩、人

うがない。すべての目的は DTCN（デザイン・ツー・カストマーズ・ニ

類の残した知識を、可能な限り幅と範囲を広げ、整理をして、それら

ーズ）の究極の目的である「顧客のため」に向かってなされる。この

を身につける時期です。その時期を利用し、高校から直接、社会に

大儀に向かって意義を唱えても、それが他人の賛同を得られること

出る人、大学受験のため、すぐ社会に出るにせよ、そのために必要

は皆無である。 悪意を持った人たちが唯一取れる有効な手段は、

なシステマティックな勉強作業を、どのようにして進めるかの項目抽

PMD 手法を採用しないように事前に関係者に働きかけることだけで

出とスケジュール作業を中学生時代に身につけた方法を使って、

ある。という評価を受けている。詳細は下記に記載してあります。

実際の勉強の計画と実行に役立てます。（このことを強制的に、生

http://dtcn-wisdom.jp/J-personal%20use/PMD%20evalue.pdf

徒に、学校側が強制するには、私立高校の方が有利なところがあリ
ます。・・この項目抽出の方法には、付録５に示す WBS の書式を使

３．この方法の行政改革の一方法としての展開

う１00 マス×100 マス=1000 マスの西和彦氏の体験から編み出した

現状の問題点：従来の行政改革の方法のうち、次のような問題が残

方法であり、既に、実際の私立高校（須磨学園）において、大きな実

されています。問題点とは次のようなものです。即ち、

績効果が得られています）

従来の官庁では、新しい提案、方法を選択しようとすると、次のよう

このことにより、創造性教育を、大学受験に、役立つように仕組む

な問題が起こる。即ち、
行政監査などのの課程で「なぜ」の質問から始まる質問の形態が

ことがでます。
大学生：この時代は、知識を知恵にかえる基本手法である

あり、その中に、「なぜ」それを、うすうすにでも、気がついているの

DTCN/DTC プロジェクトマネージメントの方法の７つの基本手法

ならば、「なぜ」もっと早くそれを、提案し実行に移しておかなかった

（*）＋NM 法（**）を実習する講座を設け、自主的にそれらの創造的

のか、という質問を受ける。

手段、ひいては創造技法と管理技法を統合する方法

そのようなことを言われた場合、いままでの官庁組織の中では、組

（QR/WECODR の方法）（***）と知恵を創りだす管理会計の方法

織に傷がつく、先輩に迷惑がかかる、自分にも傷がつくので、あた

（****）をその講座で、身につけ、マネージメントの世界においても

りさわりのない現状で行く、という結論が多くの場合出されています。

創造的な管理ができる知識と知恵を創りだす方法を身につけること

それも、２～３年ごとに担当者が入れ替わるので、官庁組織では、

ができるようになります。

ますますその傾向が安全のために残ります。

⑤

*：DTCNプロジェクトマネージメントの方法の７つの基本手法
http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J04-chap%202.pdf

解決の方法：付録５に示す、「なにをするため、どのようにして」と「な

**：NM法http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J13-Appx%20A.pdf

ぜ」の質問の使い分け方」を当然の言葉の使い方として、各省庁の

*** 創造技法と管理技法を統合する方法（QR/WECODRの方法

幹部から職員末端に、至るまで、理解と再認識をする。
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以下付録の詳細
そして、新しい提案、改善がある場合には、「コストミニマムでよい行

―――――――――――― ・ ―――――――――――――

政をする」という課題のもとの目的と手段のもとに、組織が傷つくと

１．「差の情報による、意思決定・判断」のメカニズム理論

か、先輩に迷惑がかかるとして、逡巡したり、時間を浪費するより、
いままでの方と新しい方法と較べ、長期的な費用と効果の観点から、 図表１

どこから見ても、差のない 2 つの饅頭

どちらが得かを、差の情報による意思決定のメカニズムの原理によ
り、比較判定します。（この準備として、関係者間でその課題のもと
に PMD を作っておくとなお効果があがるようになります） このとき
の必要条件として、どちらが得か、コストと目的・ニーズで比較をす
るための、事前の調査・見積と比較評価作業に少々手間と費用を要
することを認める必要があります。時には、それが明解になるまで
は、手弁当作業の必要性を認識する必要があります。 従来の経験
では、その手間と調査・見積、比較評価作業の費用の投資効果は、
１０～３０倍に達することが判っているので、この作業に予算を割り
付け、強制的にその検討をさせるような仕組みをできるだけ作って

図表１のように、目の前に、二つの全く差のないお饅頭があっ
たとしましょう。
右手からの距離も、左手からの距離も全く同じです。このよう
に選択をする対象に、差がないとどちらをとろうかと迷います。
このことから、意思決定の前には、必ず差の情報があることが、

おくことが必要なことを忘れてはなりません。

必要であるということがわかります。
以上を行政各省庁に、インターネットを通じて、同時に提案しました
つぎに、図表１、下のように、健康を保つために、できるだけ、

す。それは、下記の URL で見ることができます。
http://dtcn-wisdom.jp/J-Admini-Reformation/J-Admini-Reformatio
n.pdf 。 そうすると、隣の省庁はどうしているかの、調査、議論が行
われるようになるので、この考え方は当然に理解できるプロセスで
あり、いままでの、問題点を打開する考え方、方法であることが、自

甘いものを、食べようと考えている人と、健康を保つために、
できるだけ、甘いものを食べないようにする」と考えている２
人の人があったとしましょう。
前者の人は、あんこの多いほうの饅頭を採るであろうし、後者
の人は、あんこの少ないであろう饅頭を採ります。

然に、理解され定着ができるようになります。
ちなみにこの提言の方法は十数年前、憲法学者、故、櫻田誉氏より、
この方法は誰も異議をはさむことができない考え方と方法であるの
で、チャンスのあるごとに、提言をして、積極的な世の中の改善の
ために、広めるべきだと、励ましの言葉を戴いたことがあります。そ
のいままでの、実績は、ヘリコプタによる救命救急制度、救急救命
士制度の立ち上げ、防衛庁の、新中等練習機、新型海上哨戒機、

このことは意思決定・判断の前には、必ず、差の情報と目的と
手段の関係、即ち価値の方向をもつ必要があることに気がつき
ます。
これのことから、「・・を・・する」ために、「・・を・・す
る」という表現を、目的と手段の関係に整理したものを「意思
と価値の知恵」と呼ぶようにしたわけです。
また、このことから、創造性・知恵出し、意思決定、判断は、

新大型輸送機の開発に生かされています）

目的と手段の関係を示すＰＭＤからでも、
「差の情報」からでも、
生まれてくることが認識できます。

付録 （目次）

本稿で利用する知識を知恵にかえる方法のうち、主に
使う方法の要約解説の目次は、次のとおりです。
１． 差の情報による、意思決定・判断」のメカニズム理論

詳細は
http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J03-chap%201.pdf

に

あります。

２． 目的と手段なお活計を明らかにするための、目的・手段ダ
イヤグラム（ＰＭＤ：Purpose Measure Diagram）の作り方

２．目的と手段の関係を明らかにするための、目的・手段ダイ
ヤグラム（ＰＭＤ：Purpose Measure Diagram）の作り方

３． ステップリストの方法
４． 3-5 フェーズ･インプルーブメントの方法
５． 「なにをするため、どのようにして」と「なぜ」の質問の

①

われわれは、何かをするときに、必ず、テーマないしは、

話題を持っています。

使い分け方

②

６． FBS テクニックとＷＢＳ

そのテーマまたは課題に対し、
「要するに、われわれはそれ

で何をしようとしているのか？「要するに、何をしさえすれば

６． 問題解決と課題実現の共存
７． 情報（広義、広い意味）、データー、狭義の情報、知識、
知恵、「知恵の結果による新しい知識」、ウイズダム・エ

よいのか？」の質問をして、その答えを考えつくだけカードに
（要するに）
「…を…する」という表現で書き出します。

ンジンの関係
③
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順序で、上の方を目的、下の方を手段の関係で図のように縦に

プロセスを、落ちのない、具体化の手順に組み立てる方法です。

並べる。どうしても縦に並べることができないときには横にな

・ 何をしたいかの焦点が絞り込まれているときは、PMD を作ら

らべます。

ずにこの方法をいきなり使ってもよい方法でもあります。

図表２ ＰＭＤ（Purpose Measure Diagram:目的・手段ダイヤグラム） ① ステップリストとは、落ちのないインプットとアウトプッ

トの因果関係の要素項目を落ちなく抽出するための書式です。

のイメージ

図表 3 に示すような、落ちのない４つの箱による自然の法則の
因果関係による手順要素の抽出の認識とステップリストの 8 段
階手順の書式から成り立っています
・落ちのない手順を作るには図表の上側に示す「うまい飯の炊
き方の因果関係要素」をモデルにします。次に、下記の図表の
矢印の順に手順要素を８段階の書式枠の中に入れて落ちのない
段階的手順を創り出す方法です。
図表３ 落ちのない４つの箱による手順要素の抽出の認識とス
テップリストの 8 段階手順の書式
米粒

④ 並べたカードに不足があると感じるときは、カードを追加

水
＋

して、それらをメンディングテープで固定します。

火

⑤ このようなダイヤグラムを作ると、上の方は、抽象的な上

項目

主題項目
副題

を創ります。これをメイン・キーワードといいます。
このようにすることにより、上位目的として、何をするため、

演 繹 アプロ ーチ 段階

のようなものが見えるように、この目的と手段のダイヤグラム

考え たこ と を 実施する
段階

ことだという表現が、不思議に見えるようになります。またそ

作業
保証条件

確認済み
のご飯

アウトプット
事後保証
活動
確認作業
項目
保証条件

項目

計画承認者：

ステップリスト（段階的 計画書）

A
基本的
ステップ

区分

帰納 アプ ロ ーチ 段階

局のところ、要するに、こうすることが目的の結果を実現する

試食
炊きあ
がり飯

テーマ

PMDのキー ワード

い ろいろ考え てこ う
し よ う と考え る 段階

また、抽象的な目的と、エントランス・キーワードの間に、結

火加減と
時間

インプット
事前保証
活動

てきます。また、このエントランス・キーワードが見えなけれ
ば、考えたり人の知恵を借りて、このＰＭＤに付け加えます。

確認作業
試食をする
人は主人の
好みを知っ
ていること

項目

位目的、一番下の表現は、その目的を実現するためには、
「どこ
から手をつければよいかのエントランス・キーワード」が見え

飯炊き作業

＋

ス テッ プ
内容

B

C

インプット
事前保証
項目
活動

D

E

日付：

計画事項推進者：

F

G

H

I

アウト プット
項目

アウトプッ アウトプッ 実際のアウ
その他
事後保証 の条件 ト承認者と ト説明会 トプット承
出席者 認日と備考
予定日
活動

着想 の た め）
１（
第 一次 情 報 収集

２

着 想

３

構 成化

４（ 構成 化 の 裏付 ）
第 二次 情 報 収集
５ 基 本事 項 ま たは
基 本設 計

項 ま たは
６ 詳 細事
詳 細設 計

７ 試 作ま た は 実行
８

是 正お よ び
見 直し

どのようにして、何を結果として得ようとしているのかのキー
ワード、またその目的と手段の方向、そのための意思、その意
思の価値の方向を、同時に、紙の上に、見える形で、整理する
ことができます。
補足：色違いのポストイットを使うと誰がそのカードを書いた
かがわかるので、あとで意見交換をするために、便利です。
これを、「価値の知恵」のＰＭＤと呼んでいます。
⑥ 上記の方法は、テーマからもしくは話題から入りましたが、
なんとなくこの、目的と手段のダイヤグラムを作ってから、こ
の目的と手段のダイヤグラムのテーマは、どういう表現のもの
を考えればよいかを、考えてこのＰＭＤのテーマを考える方法
もあります。
この方法の原理は、「差の情報による、意思決定・判断のメカ
ニズム理論」から展開してできた方法です。

ステップリストの書式の説明
上の 4 段階⇒帰納アプローチ

（いろいろ考えてこうしよう

と考える段階）
下の 4 段階⇒演繹アプローチ

（考えたことを実施する段階）

縦方向

⇒目標を実現するための落ちのない段階的作業

横方向

⇒各段階の要素項目を落ちのないインプットとアウ

トプットの関係に割り付ける枠組み
次の段階に入るためには、前の段階のアウトプットに、必要
な新しい要素項目を加えて次の段階のインプットとします。
（注）ステップリストの基本形は 8 段階であるが、必要に応じ
て段階の加除をします。
（例）マーケットクリエーションに使うときには、上流に 2～4
段階を追加します。

3．ステップリストの方法
・ ステップリストの方法とは、落ちのない段階的な手順を創
る方法である。ＰＭＤで、把握した価値の方向と大まかな条件、
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ステップリストマネージメント方法では、以下のようなことが
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（5） ＰＨＡＳＥ Ⅴ対策： 解決すべき課題がはっきりしない

出来るようになります。
（1）どこからどのように手をつけたらよいのかが解らないよう

ので、解決すべき課題を明らかにする調査から入る対策

な複雑な課題があるとき、その課題を実現するための手順を PMD
でまず「おおよその手順の枠組み」として把握し、更に詳細な

手順：

思考と行動の手順は、この方法で作ることが出来るようになり

1） 課題を設定する。

ます。

2） ＰＭＤを作る。

（2）従って概念の域にあるものを手順化することが出来るよう

3） メイン・キーワードを決定する。

になります。

4） メイン・キーワードの表現を実現するための対策、実施

（3）適切な言い手（OFFER）と受け手（ACCEPTANCE）の関係の

事項を思いつくだけ書き出す。
5） そのカードを 3 つないしは、5 つのアプローチ区分に整理

枠組みを創り出すことが出来るようになります。
（4）適切な事前管理と事後管理およびその評価基準を創り出す

をする図表５の書式の実施事項欄に記入する。 （記入する

ことが出来るようになります。

順序は、対策がとりやすくて効果の大きなものから順に記

（5）従来開発されている各種の管理技法をどの因果関係で利用

入すると作業がしやすい。）

するかを、適切に割り付けることが出来るようになります。
（6）以上により、適切な段階的作業とその意思決定の枠組みを

図表５ ３フェーズインプルーブメントの書式
6） 実施のための必要条件、準備事項および実施完了予定日

創り出すことが出来るようになります。
この方法の詳細は下記よりダウンロードできます。
http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J04-chap%202.pdf
http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J05-chap%203.pdf

を該当欄に記入する。 （ＰＭＤで出たカードは、必要条件、

３．3-5 フェーズ･インプルーブメントの方法
現状からの改善対策を 3 つまたは、5 つに区分しバランスをと
る方法です。下記は、それを５つに区分する例です。
図表４ 3-5 フェーズ･インプルーブメントの構成

準備事項に入ることが多い。）
7） 実施事項を更に細分化する必要のあるときは、子、孫の
実施計画表を作る。
改善実施計画書（Phase-0 実施計画書とも言う）
改善や開発作業の対策区分を 3-5 フェーズインプルーブメント
の方法で区分して具体化をするということを組織で宣言する文
書。
3-5 フェーズインプルーブメントの作業をするための書式とそ
の特徴
（１） 書式：図表５に示した書式を使う
この方法は、現状からの開発・改善アプローチを 3 つないしは、

（２） 特徴：実施事項を具体化するため「実施のための条件、

5 つに区分して改善作業を平行して進めるようにして、開発・改

準備」の欄にそれを書く。従来のように、問題点指摘はしない。

善のバランスをとり、スタートしやすくするアプローチ功成の

問題ではなく実施事項を具体化するための必要条件に、問題を

区分の方法です。

全部切り替える。必要条件にすれば、その必要条件を実現する

（1） ＰＨＡＳＥ Ⅰ対策：「すぐできて効果のあること」と

ためにはどうすればよいかというＰＭＤの考え方により、その

「ＰＨＡＳＥ Ⅱ対策までの過渡対策」

必要条件を満たすことに全力が集中できる。それにより物事は

（2） ＰＨＡＳＥ Ⅱ対策： できるだけ早く実現すべきことで
はあるが、少々準備が必要な対策

動き出します。
（３） 問題点指摘のままにしておくとその問題を取り除くこ

（3） ＰＨＡＳＥ Ⅲ対策： いろいろ考えて、実現すべきこと

とができなくて、そこで立ち止まってしまうか放置されやすい。

（これ以下の対策は、ＰＨＡＳＥⅢ対策までで充分なときは

問題を課題に切り替え、その課題を実現するために必要な必要

考えない）

条件を具体化することに思考と行動を集中すれば、従来の問題

（4） ＰＨＡＳＥ Ⅳ対策：ある課題を解決してから実現可能
な対策
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からのみスタートする「問題解決の方法」よりはるかに早く課
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題を実現できます。場合によってはその問題点までなくなって

答えに入り込んでしまうことがある。しかしここで「どのよう

しまうことがあります。方法の詳細は下記よりダウンロードで

にして金魚は水の中で生きていることができるのか？」という

きます。http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J04-chap%202.pdf

質問に切り替えたとすると、「たぶん、水の中に空気があるの
ではないか」、「それを動物であるからには呼吸をするために

４．「なにをするため、どのようにして」と「なぜ」の質問の

「えら」を使って空気を呼吸しているのではないか」といった

使い分け方

仮説が出てくる。そして、その仮説を本を調べたり実験をして
調査、検証すると「金魚は水の中で生きていることができるの
は、水の中に空気が溶けていて、実は「えら」を使って呼吸を
しているからだ」という自然の法則による因果関係を明らかに
することができる。
「なぜ」の使い方
（１）正しい目的と手段の関係や因果関係の知識を把握できた
あとに使うと、分かりやすく説明することができます。
（２）今までの習慣のままに最初に「なぜ」から質問をすると、
うまく行けば正しい関係の知識にたどり着くことができますが、
意識的に自分の都合のよい関係の知識にたどり着くこともでき
ます。
（３）既に過去に起こってしまっている、変えることのできな

解説

い事実をもとに、逃げ場のない方向で、人を追いつめること

「なにをするため、どのようにして」と「なんのため、どのようにし
て」というあ表現はよく似ているが、
前者は行動を伴い、後者は戦前、戦時中の「天皇陛下のため」死んでも
よいよいといった例のように
少し短絡した思考をもたらす可能性があります。

認識

ができます。 従って、他人をいじめる目的のためには、大
いに有効ですから、それを目的とする場合、おおいに、お勧
めができます。
（４）しかし、自分の現状を納得するためには他人をいじめる
ことにはならないので、便利です。

（１）「なぜ」の質問： ==========> 過去のこと、もしくはす
でに把握している知識に遡ります。

「ので」理論

（２）「なんのために、どのようにして」の質問：未来思考を

（１）国や県や組織には「なぜ」から始まる質問に答えなけれ

引き出し未来の知恵を創り出すための言葉です。

ばならない会計法、予決令があります。

（「なにをするため、どのようにして」のほうが、より的確と
なる）

それに合わせるために、正しい関係の知識を把握できた
あと、「ので」という言葉を使って「なぜ」の

＊前例のないことを考えようとする時、「なぜ」の質問から始
めるとその思考のスタートができなくなります

質問に答えるようにします。これにより、正しい施策の
説明、適切な予算の取得ができるようになり、
社会の正しい発展を図ることができます。これを「ので」

正しい知識の把握のため質問のしかた

理論と呼びます。

（１）未来のことについて正しい知恵を創り出す =======> 正

適用具体例：ヘリコプタによる救急医療システム、救急救命士

しい目的と手段の関係の知識を把握すること

制度の「助かるはずのものを助ける」というキーワードを創り、

質問のしかた 「なにをするため、どのようにして」

制度化への原点つくり。防衛調達制度の見直し、改革の原点つ
くり。能率的より効果的行政への視点つくり

（２）過去のことについて正しい知識を把握する =======>正し
い因果関係の知識を把握すること
質問のしかた 「どのようにしてそうなったか？」または
どのようにしてそうなっているのか？」
例： 例えばここで「なぜ、金魚は水の中で生きていることが
できるのか」という質問を子供がしたとしよう。そうしたとき
その答えはその答えをする人の考えている範囲での都合のよい
ところに行きやすい。従って時には、親が「それは神様が決め
たから」といった答えをして子供にとってはどうしようもない
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５．ＦＢＳテクニックとＷＢＳ
（ＦＢＳ：Function Breakdown Structure）
（ＷＢＳ：Work Breakdown Structure ）
この方法は イメージの構造・構成を作る方法です
例： 「勉強しやすい机」の FBS ダイヤグラム
（１）ＦＢＳテクニックは、適切なイメージの構造・構成を創
るための方法です。

この方法の内容は、従来何気なくやっ
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てきた考え方の順序ではありますが、その内容を明らかにする

（製造図を作る）４）ＷＢＳの表現はＦＢＳを創るための

ことにより、従来一般に「創造性はアイデアより」と言ってき

たたき台（素素案）もしくはＦＢＳによる検討結果を、課

たが、「創造性は課題もしくはテーマから」と言った方がもっ

題レベルの親子関係の表現で表す表現です。要するに、Ｗ

と幅広い知恵をだしやすくなるという考え方に切り替えるもの

ＢＳはＦＢＳの課題レベル表現のみを抽出したものです。

です。

５）ＷＢＳはＦＢＳの理論から導き出された「創造性の入

手順：

り口は、アイデアよりも課題もしくはテーマからの方が広
い」という原理を応用するため、創造性の入り口となる課
題もしくはテーマツリー(構造)を示す道具としても使えま
す。
７． 問題解決と課題実現の共存

従来、「問題を解決する」と言う表現と「課題を解決する」と言う表
現が混在、混乱しています。
問題は解決するものであり、課題は実現するものです。
この２つを共存するために、どのように考えるかといいますと次のよ
うに考えます。

１）課題を設定する。
２） 課題に対して ＫＥＹ ＷＯＲＤ を設定し機能表現を確
定する。（必要に応じ PMD 手法を使う）
３）

ＫＥＹ ＷＯＲＤ の機能を実現するアイデア／イメー
ジを、思いつくだけ、創り出す。

４）

目的を実現するための、効果的で効率的なアイデア／イ
メージを選択する。

５）

その選択されたアイデア／イメージをできるだけ数少な
いコンポーネントで構成し、それを次のレベル

の課

題とする。
６）

その課題について ＫＥＹ ＷＯＲＤ の機能を実現す
るアイデア／イメージを創り出す。

以上を全体のイ

メージが出来上がるまで繰り返します。この結果を、計画
図と呼びます。
７）

補足説明： １）ＷＢＳとはＦＢＳの課題レベルを抽出
したもの。機能系統図は（Function Tree）は機能レベルを
抽出したもの ２）選択したアイデアにより、次の課題レ
ベル項目は変化する。従って、それ以下の機能系統図も変
化する。 ３） 基本設計と詳細設計の違い

基本設計

==> 上から下へ創る（計画図を作る）（計画図とは成り立
ち性を確認する画面）

詳細設計 ==> 下から上へ創る
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① 問題があるとき、一旦課題に戻ります。心は、それで、なにを、
しようとしているのかの課題に戻るわけです。
② ここで、もとの問題を課題を実現するために必要な、1 つの条件
と考えます。
③ 課題からＰＭＤを創ります。
④ そうすると、最初に考えていた問題、即ち、課題を実現する
ために必要な条件と考えていた条件のところを通らないで、課
題を実現する筋道を、見つけることがあります。勿論、当初、
問題と考えていた課題を実現するために必要と考えていた、と
ころを通らざるを得ないこともありますが、そこを通らなくて
も、課題が実現できてしまうことがあります。皆さんも、この
ような体験をされたことがあるはずです。
これが、問題解決と課題実現の共存の原理です。この方法を使うと、
問題を細かく分析して、その原因を取り除き、問題を解決する従来
からの問題解決の方法よりも、幅広く、かつ手っ取り早く、「何をする
ため、どのようにして」と「なぜの」質問のつかいわけの方法と組合
せると、課題実現の手段が、人を傷つけることを最小限にして、実
現できるようになります。
詳細は
http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J26%20app%20N%20problem-s
ubj%20J.pdf 「問題解決」と「課題実現」の融合を参照して下さい。
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７．情報（広義、広い意味）
、データー、狭義の情報、知識、知恵、
「知恵の結果による新しい知識」
、ウイズダムエンジンの関係
C 江崎通彦 2000/9/17
表の形で示すと下記の表のようになります。
1

データーを持つ

使えるように整理されていない情報を持つことを指します

2

狭い意味の情報
を持つ

データーを使えるように整理した情報を持つことを指します
（例）データーをグラフ化した情報を持つ

知識を持つ

次の 2 つの情報を持つことを指
します
因果関係の情報を持つこと
こうしたら、そうなるという情
報を持つこと
（例）「スイッチを押すと電燈
がつく」という知識を持つ
存在の情報を持つこと
「もの」もしくは「情報」が存
在するという情報
（例 1）そこに建物があるという
情報
（例 2）下記の「知恵の情報」が
あるという情報

3
広い意味の情報を持つ
４

意思（Will）を持
つ

５

知恵を持つ

６

知恵を使った結
果としての新し
い知識を持つ

体験による知識
を持つ

体験をすることにより得られる体験、イ
メージ情報を持つ
（例）自転車の乗り方を知っている
（特徴）無意識にその因果関係を知って
いること

学習による知識
を持つ

狭義の情報を読むことや
聞くことにより得られる知識を持つ

意思（Ｗｉｌｌ）は、ウオンツ、からでも、シーズからでも、ニーズからでもできる。また、その
組合せ構成からでもできる。
ウオンツ（Ｗａｎｔ）とはこうしたいなーという欲望・願望をもつこと。
ニーズ（Ｎｅｅｄ）とはこれがほしいという現実的に実現できる要望をもつこと。
シーズ（Ｓｅｅｄ）とは、これは何かに使えそうだという種または手段を持つこと。
を指
します
知恵とは上記のウオンツ、ニーズ、シーズに対して「どうしさえすればよいか」情報を創りだし、
把握することを指します。
その内容は次に指す内容の情報になります。
１．「何をするために、どうしたらよいか」「どうしさえすればよいか」の目的と手段に関する情
報を持つこと。（ＰＭＤを創る）・・・価値の知恵（もしくは、価値の構造の知恵）
２．１をもとに、それを実現するためにはこのようにしてやればできるという「落ちのない手順」
に関する情報を創り出しもつこと。（ステップリストおよび落ちのない 4 つの箱による手順要素を
抽出し手順プロセスを創る）・・・手順構造の知恵
（例）
「部屋を明るくするために、ライターで手元を明るくして、壁にあるスイッチをさがして、
見つけたスイッチを押せばよい」という落ちのない手順に関する情報を創り出すこと。
３．『あることをするために、どのような「もの」もしくは「情報」の構造のものが必要か』の対
象物件（もの）の構造・構成に関する情報を持つこと、もしくはその情報を考え出したり、創り出
すこと。（ＦＢＳの方法により、比較案を創り、比較評価して、最適案を選択する）・・・「何を」
の構造の知恵
（例）震度 7 の地震に耐えるためには、今設計をしている家には、どのような補強をすれば充分か
というもの・構造に関する情報を持つこと
上記の知恵を人に説明できるようになると、知恵が「新しい知識」に変化します。
そして、それを知識として、人に引き渡せるようになります。

ウイズダム・エンジン：
ここで、新しい知識を持った結果を、３．の「知識を持つ」のところへ戻せば、その新しい知識を使って、新し
い知恵が出てくるので、それを実行して、また新しい知識を得て、知識のところへ戻してやれば、新しい知恵と知恵を生み出すサイクルを
持ったウイズダム・エンジンが出来上がります。 そのエンジンを動かすために、｢知識を知恵にかえる方法｣が必要になります。 詳細は、
h t t p : / / d t c n - w i s d o m . j p / J - E d i t i o n % 2 0 2 / J 1 9 - a p p % 2 0 G % 2 0 K % 2 0 t o % 2 0 W % 2 0 J . p d f によります。

あとがき
筆者は、ずっと長い間、もの創りとマネージメントの世界に生きて
きた。
またその中で、夢を実現する方法などの外国生まれの方法の
本も沢山、読みました。それらの中で、Repeating Suggestion
といい、繰り返し、実現したいことのキーワードを、呪文の
ように繰り返すことを、その基本手法としていたのを読んで
います。その方法をもっと、企業や個人、組織でもつかえる
手順として使えるように考え、創り上げたのが「知識を知恵
にかえる方法」でした。
過日、日本の創造性教育の大御所である、恩田彰先生に、こ
の方法の仕上げに向かってのご指導を受けたのであるが、こ
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のような切り口からの、創造性教育の方法については、うす
うす、誰もが気がついていたことではあるが、このような形、
考え方、手順化したものは、他に例のない新しい論文である
との評価を戴いた。そして、いままでの、心理学や教育学か
らの創造性教育についての論文には、このようなものはなか
ったと思うという見解を戴きました。
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