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 第   章 

ビジュアルシンキングツール入門 
 

 



1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

想像力と自ら考えるチカラを鍛えよう！ 

 
 ビジュアルシンキングツール(Visual Thinking Tool)...なんともいい響きですね。 
 日頃，私たちは想像力やら創造性というものを非常に重要なものと感じていながらも，自

分のこととなるとつい自信がなくなってしまいます。 
 なぜ，いまビジュアルシンキング(思考の視覚化)というものが必要とされるのかについて

考えてみましょう。 
 そして，ビジュアルシンキングを具現化してくれる手法のひとつであるマインドマップと

いう放射思考と，それをソフトウェアとして実装している MindManager というツールを余

すところなく読者の皆様にご紹介したいと思っています。 
 MindManager の具体的な操作方法や活用方法などは，第 2 章の「MindManager の使い

方 (基礎編)」，第 3 章の「MindManager の使い方 (活用編)」に譲るとして，ここではどん

な場面で効果があるのかをざっくりと見ていきましょう。 
 この章でお伝えしたい内容の全体像をマインドマップで表現すると，次ページのようにな

ります(紙面の都合上第一レベルのみの表示です)。 
 
 私は，ビジュアルシンキングが必要とされる背景や必然性を以下の 4 つのキーワードから

捉えています。 
 

• 知識社会 
• 知的生産性 
• 情報の編集 
• コミュニケーション 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

 

《ビジュアルシンキングツール入門の全体像》 
 
 読者の皆様が，この本を手に取り，実機上で試用版に触れながら，自分自身の思考やアイ

ディアといったものを視覚化することがどんなに楽しく，どんなに有意義であるかをご自身

で感じとり，以下に掲げる要素の何かを変えるきっかけとなれば，これ以上の喜びはありま

せん。 
 

• 頭(言葉)の使い方を変える！ 
• 理解と学習の仕方を変える！ 
• 仕事の仕方を変える！ 
• 時間の使い方を変える！ 

 
 そして，自分の頭(言葉)で考え，行動するチカラと勇気をもって 21 世紀にふさわしい主体

性ある「個」を確立する上での第一歩を踏み出していただきたいと切に願います。 
 さあ，それではビジュアルシンキングの旅へとご一緒しましょう。 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

 1.1  知識社会の到来 

参照：「頭(言葉)の使い方を変えよう！」(20 ページ) 
参照：「仕事の仕方を変えよう！」(29 ページ) 
 
 情報化社会と呼ばれて久しくなりますが，一方では知識社会の到来が告げられています。

そもそも，情報化社会と知識社会って何が違うのでしょうか？ そして，私たちにとっては

どんな意味があるのでしょう？ 
 そのあたりをまず，考えてみたいと思います。 
 情報化社会とは，簡単に言えば情報化すること自体に価値を見いだしていた時代のことで

す。例えば，インターネットが普及する前は情報のほとんどは提供者側が握っており，情報

の主権はあくまで発信者側にあったのです。 
 つまり，情報を持っている側が，何かを情報化することに意味があったわけですが，最近

ではインターネットによって，情報の主権は提供者側ではなく，情報を受け取る側に移って

います。 
 これは，大変大きな違いであり，情報発信者よりも情報を受け取る側のほうが，情報をた

くさん持っているわけですから，買い物などでは多くの情報を比較してから，より安くモノ

を手に入れることがいとも簡単にできる時代なのです。 
 消費者側にとっては，そういう意味では良いことなのですが，この状況が進行すると､情

報化することは，価値というよりはむしろ当たり前のことになり，誰もが情報を無差別に発

信せざるを得ない社会になってきます。 
 つまり，誰もが好むと好まざると無限の情報空間に身を置き，情報過多と情報ストレスの

問題を抱えることになるわけです。 
 知識社会とは，こういった情報化社会が進行した結果の必然性であって，かなり以前から

マネジメントの父，ピーター・F・ドラッカー氏は知識社会の到来を予見していました。 
 知識社会においては，情報化されたものをいかに目的に応じて選別し，編集し，活用，創

造していくかといった新たな能力が必要とされるのです。 
 あたかも自分の脳の中にWeb(クモの巣)のようにはりめぐらされた無限のリンクをたどり

ながら，情報を巧みに操っていくことが要求される時代であり，社会なのです。 
 そして，何よりもこういった知識社会の特性は，変化が非常に早いこと，常識とされてい

たことがすぐに変わることだとされています。 
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1.1 知識社会の到来
 

 つまり，過去の成功体験や事例，知識に頼っていたのでは，すぐに陳腐化してしまい，時

代に取り残されてしまうのです。 
 では，そんな知識社会を私たちは，20 世紀で身につけたこれまで通りのやり方(頭の使い

方)で生き抜いていくことができるのでしょうか？ 
残念ながら，答えは，NO です。 
 私たちがこれまで身につけてしまった思考の習慣では，知識を使うことではなく，知識を

単に記憶することしかできないのです。 
 そこで，放射思考－マインドマップの登場というわけです。 
 それでは，まずその思考の習慣，いわば頭の使い方を変えることにチャレンジしていきま

しょう。 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

 1.2  頭(言葉)の使い方を変えよう！ 

 

自分の言葉で，展開し，収束させること...それが放射思考 

 
 それでは，具体的に頭の使い方をどのように変えることができるのかについて考えてみま

す。 
 ここでは，マインドマップを使ってアンケートを設計した際のマップを例に解説いたしま

す。 
 通常，私たちはあるテーマについて，自由にアイディア出しをする場合，どのように頭を

使うのでしょうか？ 
 メモに思いつくままに項目を列挙したり，ブレインストーミングと称してポストイットに

次々と思いついた言葉を書き出していったりしますね。 
 でも，問題はそのあとです。単純に項目を列挙していった場合，いくつまでアイディアを

許容すればよいのでしょうか？ 
 また，複数ページにまたがった場合，どうやって後で整理すればよいのでしょうか？ 
ポストイットに書き出したのはいいけれど，いったい誰がそのあと，まとめるのでしょう

か？ 
 私たちは，思いのほか整理が苦手なようです。自由に書き出したりするまではよいのです

が，分類・整理となると苦手な人が多いようでもあり，退屈な作業になってしまいます。 
 こんなときこそ，ビジュアルシンキングツール－MindManager の出番です。 
 まずは，アンケート項目をいくつか洗い出したとします。その中のトピックに対して，選

択されるべき項目をランダムに抽出してみます。 
 ここでは，例として利用目的には，どんなことが考えられるのか洗い出してみましょう。 
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1.2 頭(言葉)の使い方を変えよう！
 

 

 
《利用目的に関する洗い出し》 

 
 さらに，各アンケート項目ごとにブレイクダウンしていくことで，アンケート項目とその

選択候補リストが出来上がってきます。全体ができてきたところで，関係性や整合性，さら

には，そこから最終的に何を引き出したいのか，といったアンケート本来の目的を検証しな

がら，アンケートを総合的にデザインしていけるのです。 
 

 

《アンケートマップの全体像》 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 そして，アンケートとしてデザインした結果を Web サイトに実装すれば OK です。 
 

 

《Web 上に実装したアンケートの例》 

 
 MindManager を使えば，ブレインストーミングをコンピュータ上で実行し，あとの整理

もラクラクなのです。 
 思いつくまま，言葉を書き出してから，ああでもない，こうでもないという作業は，マウ

スを使ってドラッグ＆ドロップで自由に変更・編集できます。 
 また，思考のレベルを合わせたり，シンボルを追加するなどの表現を編集したりすること

で，あとの整理が断然楽しくなるのです。 
 出来上がりを見れば，自分が思っていたことはこういうことだったんだななんて，今更な

がら気づいたりして，とても創造的な時間を過ごせること請け合いです。 
 さあ，皆さんもビジュアルシンキングツール－MindManager を使って，これまでの頭の

使い方を思い切って変えてみましょう！ 
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1.3 知的生産性の要請
 

 

 1.3  知的生産性の要請 

参照：「理解と学習の仕方を変えよう！」(25 ページ) 
参照：「時間の使い方を変えよう！」(33 ページ) 
 
 私たちは，これまで幼いころから線形思考というものを習慣として叩き込まれてきました。 
 線形思考とは，簡単に言ってしまえば物事に優劣をつけ，順列をもって考えていく方法で

す。 
 これにより，私たちは無意識に物事を上から下に，左から右へ並べる習慣を身につけてし

まったのです。 
 この文章も，そのひとつなのですが，現実に我々が物事を頭で考えるときに，発想が順序

よく整然と出てくるものでしょうか？ 
 実際は，バラバラに思いついたものが，連想された順序に出てくるのですが，線形思考と

いう習慣はこの脳の自然の働きに逆らおうとするのです。そして，せっかく思いついたこと

も，一番重要そうではないという理由だけで，いったん棚上げされ，しまいには忘れられて

しまうのです。 
 最終的に整然と整理された結果を見るだけでは，気がつかないのですが，重要なのは，そ

の結果を導くための思考プロセスなのです。 
 私たちは，あまりに整理されたあとの結果に気をとられ，それを生み出す過程を重視せず

に，また教えられずにきてしまったのです。 
 これで，知的生産性をどう高めたらよいのでしょう？ 
 そこでお奨めしたいのが，放射思考であるマインドマップというやり方です。 
 マインドマップは，連想方式で思いつくまま言葉やキーワードを展開することで，線形思

考の限界を打ち破ります。じっくり考えるのは，発想したあとでじっくりやればよいのです。 
 でも，これを紙と鉛筆でやっていたのでは，いささか非効率です。マインドマップ自身は，

白い紙とカラーペンで自由に描くというのが基本ではありますが，やはりここは情報技術

(IT)をうまく活用できればそれにこしたことはありません。 
 そこで，ビジュアルシンキングツール－MindManager の登場です。 
 MindManager は，マインドマップ手法をコンピュータ上で忠実に再現できる唯一のツー

ルなのです。 

 
2323 



1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 マインドマップの良いところは，なんといっても全体像と部分同士のつながりにあります。 
 私たちがこれまで慣れ親しんできた線形思考では，この全体像とつながりを 1 枚で表現す

るには非常に無理があるのです。 
 全体像を 1 枚で見渡せることのメリットは，他にもあります。それは，記憶へのアクセス

スピードを格段に高められるという点です。 
 これらの利点をうまく生かすことで，知識社会特有の膨大な情報空間における学習効率を

飛躍的に高め，理解のコストを劇的に減らすことができるのです。 
 こうして，知的生産性の鍵を握る思考プロセスを変えることで，時間の使い方や理解の仕

方を変えることができるのです。 
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1.4 理解と学習の仕方を変えよう！
 

 

 1.4  理解と学習の仕方を変えよう！ 

 

理解と学習のプロセスをトレースする... 
重要なのはそれぞれのつながり(リンク) 

 
 それでは，具体的に理解と学習の仕方をどのように変えることができるのかについて考え

てみましょう。ここでは，ある書籍の読書を通じて理解した内容をマッピングした例を参考

に，解説いたします。 
 通常，私たちはあるテーマの書籍を読書する場合，どのように理解しているのでしょう

か？ 
 本の読み方というのも正規に教わったことがないので，皆さん独特の読書法を持たれてい

るとは思いますが，一般的には， 
 

• 目次を眺める 
• 本を通読する 
• 人によっては，重要な個所にマーキングする 
• 内容に共感・感動する 
• 理解したつもりになる 
• 時間とともに内容を忘れる 

 
といったところではないでしょうか？ 
 特に本というのは，小説とかは別ですが，せっかく読んでも人に話そうとした途端にうま

く話せなかったり，読書に限らずセミナーとかをうけても同様だったりしませんか？ 
 私も，よく本を読むほうなのですが，やはり時間がたつと忘れてしまい，気にいった本は

何度も何度も読み返して理解したつもりになっていました。 
 こんなときこそ，ビジュアルシンキングツール－MindManager の出番です。 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

 

《リーディングマップ(リスクマネジメント)》 

 
 マインドマップで，本の中にある重要なキーワードをマッピングしていき，それぞれの

キーワード間にあるつながりを関係づけていくと，これまで単に本を読んでいるだけでは理

解できかったことがわかり，劇的に記憶効率が高まったのです。 
 理解するという意味は，このモノとモノとの関係やつながりを解くということなのだと思

い知らされたのです。 
 おそらくマインドマップが学習法として有名なのも，この働きによるものなのだと実感し

ています。 
 ポイントは，全体像とつながりにあったのです。ビジュアルシンキングツールは，この全

体像とつながりをいとも簡単に視覚化できるのです。 
 さあ，皆さんもビジュアルシンキングツール－MindManager を使って，これまでの理解

と学習の仕方を思い切って変えてみましょう！ 
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1.5 情報の編集
 

 

 1.5  情報の編集 

参照：「仕事の仕方を変えよう！」(29 ページ) 
参照：「理解と学習の仕方を変えよう！」(25 ページ) 
 
 さあ，それでは話をもう一歩先に進めることにしましょう。これまで背景となる知識社会

への変遷や知的生産性への要請について考えてきました。ここでは，それらを実現する上で

最も重要になるであろう編集能力について考えてみたいと思います。 
 これこそが，ビジュアルシンキングツールがもたらす価値だと言えるのです。 
 私たちは，通常頭のなかであれこれ考えるときに，ある程度の領域内ではメモもとらずに

すいすい答えを出せるのですが，ちょっと考えることが多くなるとすぐにオーバフローして

しまい，あっというまに堂々巡りに陥ってしまいます。 
 無限のパワーを持っていると言われる脳ですが，いったいどれくらいの量の事柄を同時に

考えることができるのでしょうか？ 
 答えは，8 つ程度です。大脳生理学の分野では，人間の短期記憶は，7 プラスマイナス 2(5
から 9)までと言われており，Magical Number とも呼ばれています。 
 つまり，私たちの脳は，頭の善し悪しに関わらず，一度に情報を扱える単位が，8 個程度

なのです。 
 これは，あくまで短期記憶と呼ばれる，コンピュータのメモリに相当する部分のお話なの

で，ディスクに相当する長期記憶には無限の記憶領域を持つと言われています。 
 とはいえ，私たちは何かを考えるときは，コンピュータと同様にいったんメモリの中にそ

の内容を呼び出さなければ，その内容を編集することができないのです。 
 それに，脳の働きは，先ほどの放射思考のところでもご説明した通り，順番に整然と発想

されるわけではなく，こちらと思えばまたあちらと，あちこちに飛び回ってしまう特性を

持っているのです。 
 ちょうど，ネットサーフィンをしながら，リンクをたどっているときのように，興味のあ

るリンクを次から次へたどってしまうので，飛び回っているうちに自分がどこにいるのか，

何をしようとしているのかさえ，わからなくなってしまうことがあるのです。 
 これを脳の中でやってしまうのが，堂々巡りというやつです。 
 では，この堂々巡りをせずにどうやって本来考えるべきことに集中すればよいのか？ そ

れを効果的に支援してくれるのが，ビジュアルシンキングツールなのです。 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 ビジュアルシンキングツールを使えば，次から次へ取り出される情報を無理なく視覚化し，

あたかもゴールへたどりつくための思考の地図を描くことができるのです。 
 私たちは，この思考の地図化をビジネスのあらゆる場面に適用することを，ビジネス・マッ

ピングと定義し，日々の活動の中で提唱しています。 
 ビジネス・マッピングのコンセプトや事例などについては，第 4 章でご紹介したいと思い

ます。 
 ここでは，様々な情報をマッピングすることのメリットとして，これまで気がつかなかっ

たことにハッと気づいたり，新たなつながりを発見することができるようになることを挙げ

て強調しておきたいと思います。 
 これを本来創造というのではないでしょうか？ 創造というのは，決して未知のものから

新たなものが生み出されるのではなく，既知の事柄から新たな関係や意味を見いだすことで

生まれるものだからです。 
 ナレッジ・マネジメントという概念が紹介されてから久しくなりますが，私は，この編集

というワークを追求することがナレッジマネジメントの本質ではないかと考えています。 
 マインドマップとは，まさにこの思考を地図化することにほかならないのです。 
 そして，編集というワークは，あくまで主観的なものであることから，それらを追求して

いくことで主体的な「個」が，より醸成されていくのだと思います。 
 こうして，編集というワークを中心にした新たな仕事の仕方に変えていくことを提案した

いのです。 
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1.6 仕事の仕方を変えよう！
 

 

 1.6  仕事の仕方を変えよう！ 

 

アウトプット(成功イメージ)を先に描くこと... 
それがプランニングの本質 

 
 それでは，具体的に仕事の仕方をどのように変えることができるのかについて考えてみま

しょう。 
 ここでは，あるセミナーで MindManager の活用方法についてお話させていただいたとき

のシナリオマップを参考に解説いたします。 
 通常，私たちはあるテーマについてプレゼンテーションする場合，どのように仕事を進め

るのでしょうか？ 
 

• 構成とシナリオを考える 
• 題材を集める 
• プレゼンテーション資料を作る 
• リハーサルをする 

 
 といったところでしょうか？ ここで一番重要な要素は，構成やシナリオを考えることで

すが，これまでは構成をアウトラインや箇条書きで書き出してみては，ああでもない，こう

でもないと順番を入れ替えたりしていたのではないでしょうか？ 
 あるいは，直接 PowerPoint にキーワードを書き込んでみたり，参考となるプレゼンテー

ション資料のマネをしてみたりと様々なやり方が考えられますね。 
 ここで，ちょっと考えてみましょう。プレゼンテーションというのは，ある決められた時

間内で，自分が聴衆者に対してプレゼントしたいネタをいかに効果的に伝えることができる

かという点が重要なのだと考えます。 
 とすると，まずはそのプレゼンテーションの全体像をしっかりとデザインすることが重要

ですね。 
 そして，最終的にプレゼントするアウトプットがなんであるのかというイメージをしっか

りと描いておく必要があるのです。 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 こんなときこそ，ビジュアルシンキングツール－MindManager の出番です。 
 

 

《プレゼンテーションシナリオマップ》 
 
 マインドマップを使って，中心にプレゼンテーションのタイトルを記入し，周辺にはプレ

ゼンテーションしたい主要なキーワードを展開し，さらにそこで説明すべきサブのキーワー

ドを整理していく。 
 そして，最終的に話したい順番を整理しながらも，常に全体像とポイントを忘れずに 1 枚

のマップ上に表現することができるのです。 
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1.6 仕事の仕方を変えよう！
 

 

 
《MindManager から生成された PowerPoint ドキュメント》 

 
 さあ，皆さんもビジュアルシンキングツール－MindManager を使って，これまでの仕事

の仕方を思い切って変えてみましょう！ 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

 1.7  コミュニケーション 

参照：「時間の使い方を変えよう！」(33 ページ) 
参照：「頭(言葉)の使い方を変えよう！」(20 ページ) 
 
 最後のキーワードは，コミュニケーションです。情報があふれ，情報を理解する負荷もば

かにならない現代において，コミュニケーションとはいったいどんな意味を持つのでしょ

う？ 
 コミュニケーションとは，本来情報の受信者が理解できてはじめて意味を成します。つま

り，情報の発信者が伝えたいことを一方的に発信してもコミュニケーションは成り立たない

ということなのです。 
 コミュニケーションとは，情報の発信者が伝えたいことが，受信者に正しく伝わってはじ

めて成り立つのですから，携帯電話でメールができるとか，写真が送れるとか，インターネッ

トのスピードがどうとかという技術的な問題は本質的なことではないのです。相互に理解す

る上での大前提は，発信者側が，自らが何を伝えたいのかを明快にできているかという点で

す。そして，その内容が受信者にとってどのように理解されたかということなのです。 
 コミュニケーションとは，情報の発信者と受信者との間で行われる脳(思考)のやり取りで

あり，言葉やイメージはその媒介にすぎないということです。 
 ここまで言えばもうおわかりでしょう。ビジュアルシンキング－思考を視覚化するとは，

コミュニケーションの技術そのものなのです。 
 そして，そこで重要視されるのは，コミュニケータとしての言葉のチカラとイメージのチ

カラなのです。 
 これまでの時代は，どちらかと言えば，ノウハウやナレッジと呼ばれる比較的文書化しに

くい思考の要素は，個人的な財産として囲い込みをしたり，あえて秘密にしていたりという

のが常識でしたが，知識社会においては，こういった思考プロセスそのものもオープンなナ

レッジとして流通していくことが余儀なくされます。 
 だからこそ，常に自分の頭(言葉)で考える習慣を身につける必要があるのです。そしてお

互いの言葉を理解し合い，お互いの価値観を共有することができてはじめて真のコミュニ

ケーションが実現されるのではないでしょうか？ 
 そこで，最後に相互理解を促進するためにも，お互いの価値ある時間の使い方を抜本的に

変えていくことにチャレンジしてみましょう。 

 
3232 



1.8 時間の使い方を変えよう！
 

 

 1.8  時間の使い方を変えよう！ 

 

コンセプトを明確にしておき，アウトプットの生成は情報技術を駆使する... 

オフィスツールとの連携 

 
 それでは，具体的に時間の使い方をどのように変えることができるのかについて考えてみ

ましょう。ここでは，あるソフトウェアの活用方法をインストラクションした際のマップを

参考に解説いたします。通常，私たちはあるテーマについて，アウトプットを生成する場合，

どのように時間を使うのでしょうか？ 
 

• アウトプットする媒体を決める 
• 媒体に合わせてソフトウェア(ツール)を選ぶ 
• (ツールの使い方を習得する) 
• アウトプットの構成を考える 
• ツールを使ってアウトプットの内容を作成する 

 
 といったところでしょうか？ これまでは，当たり前のように，ワープロ文書を作成する

のであれば，MS Word で，プレゼンテーション資料を作成するのであれば，MS PowerPoint
でといった方法で，それぞればらばらにアウトプットを作ってきたのではないでしょうか？ 
 これが，また諸悪の根元で，MS Word で作成したものをある日突然上司から，「明日上

層部にプレゼンテーションしたいので，MS Powerpoint に変換しておいてね」なんて，か

るーいタッチで頼まれてしまったりしませんか？ 
 その時にかかる時間と労力の膨大なことといったらありゃしません。 
 こんなときこそ，ビジュアルシンキングツール－MindManager の出番です。 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

 
《インストラクションマップ》 

 
 MindManager では，コンセプトをマインドマップを使ってしっかりとデザインしておけ

ば，アウプットは，シチュエーションに合わせて自由自在なのです。 
 MS Word，MS PowerPoint はもちろんのこと，HTML への出力も標準で装備されている

ので，納品ドキュメント等の成果物を同じマップからワープロ文書と Web コンテンツに簡

単に変換でき，目的に合わせてアウトプットする媒体を自由に選ぶことができるのです。 
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1.8 時間の使い方を変えよう！
 

 

 
《MindManager から PowerPoint への出力例》 

 

 

《MindManager から Word への出力例》 
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1. ビジュアルシンキングツール入門
 

 

 

《MindManager から Web コンテンツへの出力例》 

 
 目的にそぐわないアウトプットを理解したり，活用することがいかにお互いのコミュニ

ケーション(相互理解)を阻害し，膨大な時間を浪費していくのかといった理解のためのコス

トというものを，今後我々は何よりも重視していかなければならなくなることでしょう。 
 さあ，皆さんもビジュアルシンキングツール－MindManager を使って，これまでの時間

の使い方を思い切って変えてみましょう！ 
 
 
 

 
3636 


