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VUCAの時代を
生き抜くためには
ロジカルシンキングだけでは
太刀打ちできない

この数年話題となっている言葉
にVUCAがある。

VUCAと はV＝Volatility（ 不
安定さ）、U＝Uncertainty（不確
かさ）、C=Complexity（複雑さ）、
A=Ambiguity（曖昧さ）の頭文字
をとったもので、現代社会に横た
わる課題や問題が一筋縄では解決
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曖昧で不安なコロナ時代を生き抜くための
２つの思考法

アート・シンキングと
ネガティブ・ケイパビリティ
コロナによって人々の暮らしは一変し、仕事や生き方そのも
のの捉え方も変えていくことが求められている。コロナ禍に染
まる前、世界の関心はVUCAという曖昧で不確か時代が抱え
る複雑な課題にどう向き合い解決していくかということだった
が、コロナはその混迷をさらに深めたとも言える。混迷の時代
にその解決方法として注目されているのが、「アート・シンキ
ング」と「ネガティブ・ケイパビリティ」という２つの思考法だ。

できないという状況を表現する言
葉として広がっている。

ただ思い返せばバブル経済が崩
壊して以降、日本は目標らしい目
標を失い、不確かで不安定なまさ
にVUCAの状態が続いてきたよう
にも思える。不安や不安定に慣れ
てしまっているというと言い過ぎ
かもしれないが、昭和的な護送船
団的の時代は徐々に崩れ、組織よ
り個人へ、物から心へといった価
値軸の多様化と変化が進み、さら

にそれぞれが複雑に絡み合う社会
になってきたことは、少なからず
の人々が実感しているのではなか
ろうか。

その間、こうしたVUCA時代の
羅針盤づくりのための思考法が生
まれ続けてきた。ただどちらかと
言えば、先にあるべき姿を設定し、
そことのギャップを分解・分析し、
そこに至るまでのプロセスを策定
し実践する、ロジカルな思考法で
あり、実践であった。
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ロジカルシンキングはその代表
であり、それを具現化するために
用いられたのがPDCAという実践
サイクルだった。P=Plan（計画）
から始まるPDCAサイクルは、ま
さに問題やギャップを確定し、そ
こを埋める、あるいは目標にたど
り着くまでの行動プロセスを明快
に示し、それを実践し、その結
果と目標や想定とのズレを修正
していくという作業だった。ただ
PDCAは、右肩上がりの昭和に馴
染んだ思考と実践手法だったと言
える。

だがVUCAの時代はこのPDCA
を当てはめにくくなっている。

VUCAの時代では、そもそも何
が問題なのかも把握できない。問
題を把握したとして、どのような
状態になれば、解決できたといえ
るのかもわからない。そんな悩め
るVUCA社会に追い打ちをかけた
のがまさにコロナだ。感染対策を
取りながら経済を回していくとい
う極めてアンビバレントな行動を
成り立たせるためには、何をもっ
て成果とするのか、どこの誰をター
ゲットにどのような行動を進める
べきなのか、その立ち位置によっ
てまったく変わってくる。

そこでクローズアップされてき
たのが「、アート・シンキング」と「ネ
ガティブ・ケイパビリティ」である。

詩人で医師だった
ジョン・キーツが創出した
ネガティブ・ケイパビリティ
とは

アートシンキング、あるいはアー
ト思考はこの数年話題になり、い
くつもの書籍が出ている。書籍だ
けではなく、実際に美術館や博物
館などで社会人やビジネスパー

ソン向けの講座が開かれていたり
する。実際に研修や講座に参加
した人もいるだろう。
アートシンキングは、端的に言

えば画家や音楽家のような視点や
思考法でビジネスを見つめ、その
解決策の緒を探ることだ。

一方ネガティブ・ケイパビリティ
は、あまり聞き慣れない言葉だが、
概念として誕生したのは結構古い。
ネガティブ・ケイパビリティは18
世紀末から19世紀初頭にかけて活
躍したイギリスの詩人のジョン・
キーツ（1795 〜 1821）が創出した
コンセプトで、答えの出ない事態
に対して耐えうる力、どうにも答
えが出ない、どうにも対処しよう
がない事態に対して耐えうる能力
をいう。

まさに先の見えない混沌とした
現在に求められる能力と言って過
言ではないだろう。

その歴史を簡単に振り返ってお
こう。

ジョン・キーツはイギリスのロ
ンドン生まれ。父を若くしてなく
しており、また母親もアルコール
中毒という恵まれない家庭環境の
なかで育った。キーツには２人の
弟がいたが、３人はアルコール中
毒がひどくなると母のもとを離れ、

祖母に育てられるようになった。
キーツは祖母の計らいで医師の助
手として奉公することになり、そ
の後病院などで医学を学び外科医
と薬剤師の資格を得ている。キー
ツは医学生の頃から詩作に傾倒し、
解剖実習などの授業を受けながら
詩作の発表を続け、画家や編集者
との知己を得て、ますます創作に
励むようになった。

20歳の時に自分の創作した詩が
雑誌に掲載されると、若手の有名
詩人の勧めもあって、やがて詩集
を出版する。出版した詩集はそれ
なりの反響をもたらすものの、大
きな収入にはつながらず、医学生
であるキーツの生活は次第に困窮
していく。キーツがネガティブ・
ケイパビリティを創出したのはこ
の頃だった。結局キーツは困窮か
ら抜け出せず、恋人とも結ばれず、
残念ながら若くして病に斃れし
まった。

このキーツの創出したネガティ
ブ・ケイパビリティとは、「エーテ
ルのような化学物質」で、想像力
によって、錬金術のような変容と
純化をもたらし、“個別性を打ち消
す”というもの。キーツによれば、
この個別性を打ち消す能力をひと
きわ持っているのが詩人であり、
創作家であると捉えていた。とり
わけこのネガティブ・ケイパビリ
ティを有していたのが、イギリス
の文豪シェイクスピアだという。

シェイクスピアは、対象を同一
化して、作者がそこに同化してい
ないような境地に立つという感覚
に優れており、「不快なものでも
霧消させることができる想像力を
もっている真の才能の持ち主であ
る」という。

このキーツがこのような概念に
たどりつくことができたのは、キー
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ツが医師であったことも大きい。
キーツは医学生時代に詩作を始め
たが、その紡ぎ出すボキャブラリー
を増やすきっかけとなったのも医
学の専門知識だった。人の状態や
器官を表現する医学用語はキーツ
を最大の対象である人にさらに向
かわせ、感覚を研ぎ澄ませていっ
たのだ。

しかしキーツの創出したネガ
ティブ・ケイパビリティはそのま
まは広がらなかった。

医師としての従来の
「ものの見方」に疑問をいだき
ネガティブ・ケイパビリティを
再発見した精神分析医
ビオン

ネガティブ・ケイパビリティが
再び脚光を浴びたのは、約100年
後の同じイギリスの精神医学者で
あるウィルフレッド・ビオン（1897
〜 1979）によって再発見されてか
らだ。

精神分析医であるビオンは、対
象である患者との対話について疑
問を持っていた。人の内面を細や
かに感じ取り、分析すべきである
医師は、とかく過去の経験や権威

という枠を通じて生身の人間にあ
たる行為を行っていないかという
疑問だった。つまりビオンは医師
としての既知の「ものの見方」に
疑念を抱いていたのだった。

ビオンは既知のものの見方にと
らわれることなく、不思議さ、神秘、
疑念を持ち続けて、性急な事実や
理由をもとめないということが大
事であり、この状態にたどりつく
のは、記憶も欲望も理解も捨てて、
はじめて辿りつけるのだと主張し
た。そのために分析者はネガティ
ブ・ケイパビリティを身につける
必要があると論じた。

これは非常にインパクトのある
主張だった。なぜなら従来の精神
分析医学だけでなく、教育全般の
前提を否定することだったからだ。

人間の「わかりたがる脳」が
深層の問題を看過させる

というのもおよその教育は記憶
と理解によって、こうなりたい、
ああなりたいという欲望を膨らま
すものだからだ。「ネガティブ・ケ
イパビリティ」の著者の作家で精神
分析医でもある帚木蓬生さんは、そ
うさせているのは教育者ではなく、
実は人間の脳であると指摘する。

なぜなら、人間の脳は“なんで
もわかりたがる存在”だから。目
の前にわけのわからないもの、不
可思議なもの、嫌なものが放置さ
れると、脳は落ち着かず、及び腰
になり、なんとか「わかろう」と
するのだという。

この脳のわかろうとする性質を
利用し、ドライブさせているのが、
ポジティブ思考、ポジティブシン
キングである。しかし帚木さんは
これに警鐘を鳴らす。ポジティブ
思考が蔓延すると表層の問題のみ

を捉えて、深層にある本当の問題
が浮上しないことになりがちだか
らだ。

答えは質問の不幸であり、
好奇心を殺す
性急に答えを出す態度に
疑問を持つ

その究極の１つの形がマニュア
ル化である。

マニュアルは「何もわからない」
状態の新人などの教育には非常に
効果をもたらす。できなかったこ
とがスムーズにできるようになり、
作業時間が圧倒的に短縮され、生
産性が上がる。しかし、一方でマ
ニュアルに慣れきった脳は、マニュ
アルにないことに遭遇すると途端
にパニックに陥り、思考が停止し
判断ができなくなったりする。

ビオンは精神分析医学界に存在
するいわばマニュアル化された画
一的なものの見方に疑問を持った
のだった。

マニュアル化の弊害として帚木
さんが挙げた医学界の事例が、胃
潰瘍の原因となるピロリ菌の発見
だった。ピロリ菌は学会で認めら
れるまでに何度も医師が「見つけ
ていた」。しかし、1950年代に病理
学の大御所が1000人以上の胃を調
べ、「酸性の胃のなかで生きている
細菌は発見できなかった」と発表
して以降、「そんな細菌はない」こ
とが医学界の事実となってしまっ
た。だがその後２人のオーストラ
リアの医師が1987年に人の胃袋か
ら螺旋状の細菌、ピロリ菌を発見
し、その事実が否定された。大御
所の発表以降もそういった現象が
あったはずなのに、それを人工産
物とみなして、その事実から遠ざ
けたことがその発見を遅らせたと
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容易に推測できるという。つまり、
性急にわかりたがる脳がそれ以上
の追究を停止させたのである。

現代社会を動かす専門家や優れ
たエリートは、このわかりたがる
脳の特性を生かし、マニュアル化
によって迅速な対応、ときに拙速
な対応をし続けてきた人々である。
だがVUCAの時代にあっては、誤
判断や間違いを起こしやすい状態
にあるということでもある。

VUCAの時代には、「拙速な理解
ではなく、謎を謎として興味を抱
いたまま、宙ぶらりんのどうしよ
うもない状態を耐え抜く」ネガティ
ブ・ケイパビリティが必要なのだ。

このネガティブ・ケイパビリティ
を涵養するには、まず答えを出そ
うという態度そのものを疑う必要
がある。

前出のビオンは「答えは好奇心
を殺す」と表現して、警鐘を鳴ら
した。また作家で精神科医のモー
リス・ブランショは、「答えは質問
の不幸である」という過激な言葉
を残している。

ではネガティブ・ケイパビリティ
が自分のなかに宿り、広がってい
くとどうなるのか。共感の感度が

上がっていくのだ。
すでに多くの識者が指摘するよ

うに、VUCAの時代に大切なこと
は共感力だと言われる。そしてそ
の共感力を育むのが絵画や音楽で
あるというのだ。

わかりたがる脳は
「絵画や音楽に戸惑う」。
絵画や音楽は
「わかる」対象ではなく、
「感じる」対象

なぜなら、「わかりたがる脳は、
絵画や音楽に戸惑う」からだ。絵
画や音楽は「わかる」ものではない。

「感じる」対象だ。人々がそれぞれ
持つ感じる力を共有し、高めてい
くことで「何が問題か」という像
が浮かび上がり、解決すべき方向
感が定まり、その解決レベルが共
有される。そのためにキースのい
う個別性を打ち消し、ありのまま
を見て感じることが重要になって
くる。

もし感じることができないので
あれば、何度もさまざまな絵画体
験、音楽体験を繰り返せばいい。
アート体験は繰り返せば感度があ

がっていくものだからだ。
闇のなかで宙ぶらりん状態に

あっても、一筋の光を見出し、自己
を客観化して、より最適な問題解
決方法を探り出していく。闇の先
には発展的な深い理解が待ち受け
ていると確信して、耐えていく持
続力が身につくのである。

まさにコロナ禍のなかで模索す
る人類に必要なケイパビリティ（能
力）と言える。

では、その「わかりたがる脳」を「感
じる脳」に変化させるアート思考は
どういう思考なのか。どう取り入れ
ていけばいいのだろうか。

その前にアートがなぜ現代に重
要になっているのだろうか。

東京大学で美術を教えている東
京大学文学部教授の三浦俊彦さん
によれば、それはアートは現実世
界から遠い存在だからという。

パラダイムシフトの時代には
アートがその橋渡しを
していた

VUCAの課題解決にはこれまで
の延長にない現実から離れた発想
が必要となる。よく産業界やビジ
ネスシーンにおいて、「イノベー
ションを起こせ」「パラダイムシフ
トを起こせ」といった声が聞こえ
るが、「地に足をつけた議論」だけ
では、こうしたイノベーションや
パラダイムシフトは起こせない。

三浦さんによれば、いま時代が
改善期から革命期に移っていると
いう。歴史を振り返ると過去にも
大きなパラダイムシフトが何度も
あったが、そのタイミングでアー
トが重要な役割を果たしてきたの
だと述べる。

ものごとがうまくいっている時
代には、それまでの常識を疑わず
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に改善を続けるほうが効率がいい。
しかし、現在のようにこれまでに
ない問題が生まれる混迷期には、
大きなパラダイムシフトが求めら
れる。その思考の橋渡しをするの
がアートなのだ。

世間的にはデザイン思考という
言葉も広がっている。デザインと
アートは親しい存在で、いずれも
芸術大学の専攻科目に入っている。
ただ２つの関係は、並立ではなく
アートがデザインを包含する。

いまのアートは、
実用アートが抜けた「抜け殻」。
だからこそ
触れる意味がある

デザインはアートを構成する一
部であり、より実用に即した「応
用芸術」、すなわちApplied Artで
ある。これに対してアートはFine 
Art、つまり純粋アートと称され
る。実用性の有無は問われないの
だ。実はアートは、その歴史のな
かでデザインのほかにも建築やマ
ンガ、映画などさまざまなApplied 
Artを生んできた。

三浦さんは、現在のアートはこ
うしたさまざまな応用芸術が抜け
ていった「抜け殻」なのだという。
だからと言って意味がないという
のではない。逆だ。

つまり、現在のアートはまだ名
称化されないカテゴライズされな
い分野の思考法であり表現方法で
あるということだ。これは哲学も
同じだ。

哲学はその歴史のなかで数学や
物理学や天文学といったさまざま
な学問が分化していった。現在の
哲学はその残骸であり、まだ名前
もつけることができない謎なもの
が「哲学」として残っているので

ある。いわば現代の哲学は新たな
学問や思考法を生み出す思考の培
養液なのである。

アートも同じだ。実用的なもの
として分化していったデザインや
建築とかマンガはFine Artよりわ
かりやすい。このためアートには

「ハイアート」と「ローアート」と
いう分け方がある。

ハイアートは、単純に言えば、「わ
かりにくい」アート。ローアート
はわかりやすいアートのこと。例
えば文学では直木賞の対象になる

「大衆文学」はローアートで、芥川
賞の対象になる「純文学」はハイ
アートというように分けることが
できる。最も近年はその区別もな
くなってきたが……。

ローアートは「よりわかりやす
い」特徴を持つため、市場原理が
働きやすい。絵画でも色彩が鮮や
かでわかりやすい印象派などの絵
が高値で取引されるのはそういっ
た理由がある。

しかしこれが現代アートとなる
と事情が違ってくる。絵画であれ
ば、キャンバスに絵の具を使って
描くものだけではなくなってくる
からだ。絵の具をぶつけて表現し
たジャクソン・ポロックや、キャ
ンバスにカッターで切れ目を数本
入れただけで作品としたルーチョ・
フォンタナなどもいる。画材を使
わず、美術館やアトリエから外れ
て、自然のなかに石を並べて創作
した作品もある。

現代アートは
「美しいか」ではなく、
そもそもの存在、意義を問う
だから日常から
離れた視点が養える

現代アートの作品を見たり、体

験した人のなかにはどこがいいの
かわからない人も多いだろう。実
は現代アートの役割は、「美しいか」
という基準を越えて、その存在や
作品の意義を問うものになってい
る。例えば建築家が設計する家は、
通常「人間にとって快適な家は何
か」を軸に設計する。だがこれを
アーチストが設計すると「家とは
何か」を問うような建物になる。

球体のような形にこだわる場合
もあるだろうし、鉄や土など材料
にこだわったりするだろう。全面
ガラス張りのスケルトンで家を設
計するかもしれない。住みやすさ、
人間的なことは二の次になってし
まう。

この実用性を離れて、「そもそも、
それは何か」を問うのが現代アー
トなのだ。アート思考が注目され
る一因には、この「そもそも」を
問う姿勢があるからだ。そもそも
を問うにはできるだけその物があ
る場、前提としている日常から離
れることが必要となる。つまりアー
トは人間の思考、ものの見方、捉え
方を日常から遠ざけてくれるのだ。
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アートを
アートたらしめているもの
それは「解釈が入るか」

そのアートにはどのようなもの
があるのだろう。

一般にアートは人間の感覚に対
応する３つのアート分野がある。

１つが視覚に対応する「視覚芸
術」。いわゆる美術で、絵画や版画、
彫刻、写真、書などが入る。２つ
目が文学、詩などの「言語芸術」。
３つ目が「音楽芸術」である。

アートは人間の感覚に対応する
が、触覚芸術、嗅覚芸術、味覚芸
術という分野はない。こういった

「直接的に体に影響するもの」はい
まのところ芸術の対象とならない。
なぜか。それは「解釈が入らない」
からだ。極上の料理には「料理と
いうよりアート」という賛辞が送
られることがあったりするが、あ
くまで喩えの域を出ない。こうし
たうまい、辛い、甘いといった感
覚はあくまでダイレクトに脳につ
ながるため解釈が入り込まないの
が理由だ。

アートにはそれぞれ評論家がい
る。それぞれその解釈のための論
理構造を理解している人たちだ。
とくに現代美術においては評論家
の存在は重要で、評論家の言辞で
作品の価値が一変する場合もある
し、後々評価が変わる場合もある。

有名な例がマルセル・デュシャ
ンが1917年にアメリカのアンデパ
ンダン展に出品した「泉」という
作品だ。泉は市販の便器を持ち込
んでそこにデュシャンのサインを
書いただけのものだ。アンデパン
ダンは英語ではインデペンデント、
すなわち独立を意味するフランス
語で権威を否定する自由な発表の
場として催されていたが、デュシャ

ンはそのアンデパンダンの限界を
突破すべくこの泉を持ち込んだの
だった。案の定、デュシャンの泉
は展示されなかった。

そこでデュシャンは一計を案じ、
雑誌にその経緯を投稿し、「権威か
ら切り離されたアンデパンダン展
で、主催者の独断で作品を撤去す
るとは何事であるか」と批難した。
実はデュシャンは確信犯で、ここ
までのシナリオをつくっていた。
というのもデュシャンは無名の新
進の作家ではなく、名の通った作
家であった。そのためアンデパン
ダン展には偽名で作品を持ち込ん
だのである。

残念ながらこの自作自演がわか

り、デュシャンの作品はその後キ
ワモノ扱いを受けることになるが、
1960年代になるとコンセプチャル
アートが台頭、「新しいアートの
地平を拓いたランドマークである」
とデュシャンの泉は俄然評価を受
けたのだった。

これは現代アートに限ったこと
ではない。ルネサンスやロマン主
義、新古典主義などの過去の名画、
名作と呼ばれる作品の評価が変わ
ることもある。

文学においても当然評論家の役
割は重要だ。

よく文学作品が受験問題などに
使われ、書いた本人が問題を解け
なかったという笑い話のような逸
話が出てくるが、前出の三浦さん
によれば、これはあって然るべき
ことなのだという。つまり文学作
品には文芸評論という分野が確立
しており、そういった評論家が作
家自身が気づかなかったことを分
析、抽出することが往々にしてあ
るからだ。

先に述べた料理についても、い
まのところアートの分野としては
確立されていないが、的確な料理
評論家が増えていけば、アートと
して確立する可能性はある。

モーツァルトよりも
チャイコフスキーを好む人が、
その後見解を変えることが
あっても、その逆はない

もちろん一般人は、こうした芸
術作品に向き合う際には、評論家
のような知識は必要はない。まず
は「感じる」ことが大事だ。

ただしこの際留意しなければな
らないのが、作品を鑑賞すること
と、解釈することを区別しておく
ことだ。
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鑑賞も解釈も万人ができる。た
だ上述の通り、時代に即した解釈
は専門の評論家がつくっている。
もちろん自分なりの解釈はできる
が、評論家が定めている一定の解
釈から外れたことを言っても共感
は得られにくい。

例えば、現代のクラッシク音楽
の作曲家や評論家が、最高の作曲
家として真っ先に挙げるのはベー
トーヴェンで、これは揺るがない。
個々の好き嫌いはあるが、作品の
内容を分析すればベートーヴェン
で一致する。

このプロの感覚について、アメ
リカの美学者のモンロー・ビアズ
リーはこんな喩えで表現している。
「モーツァルトよりもチャイコフ
スキーを好む人が、その後見解を
変えることはある。だがその逆は
ない」

最初は「好き」「嫌い」から入っ
ても、先に述べたように芸術作品
は触れれば触れるほど感度が上が
り、よりレベルの高いハイアート
の微差がわかるようになる。それ
はまさに、芸術作品に触れ続ける
ことで、次第に好き嫌いを超え、
まさにキースのいう「個別性を打
ち消し、ありのままを見て感じる」
ネガティブ・ケイパビリティの真
髄に近づくことを意味する。

効率第一主義の人は
目的と手段の連鎖を
繰り返すだけで
真のゴールが
見えていないのではないか

アートに触れることは、とかく
既存のパラダイムやフレームにな
ぞらえて軽々に判断しがちな現代
人に、多様な視点を与え、育てて
くれる。VUCAの時代に求められ

るのは、答えまでの最短距離の道
を探るドライブ方法ではなく、と
きに地図にさえ載っていない道を
地形や樹木帯、生物相などを理解
しながら別ルートを拓いていくこ
とだ。

当然、リスクも伴うし、足止め
を喰らうこともある。それどころ
か、後退を余儀なくされることも
あるだろう。だからこそ知恵を絞
り、さまざまなアプローチ方法を
考え、さまざまな道具を揃える必
要がある。

アートに触れる、とくにハイアー
トに触れることで視野が広がり、多
様な視点を身につけることができ、
さまざまなことに対応できる引き
出しを増やすことが可能となる。
そうして身についた視点や引き出
しは、自分が自覚しないうちに発
揮されることがある。

遺伝学の世界でいう「多面発現」
である。これはある面で発揮され
る思考法や思考の癖が、生活の分
野で発揮されることをいう。

例えば犬を飼うという行為だ。
現代社会では、一般人は猟などを
行わないので、犬を飼っておく必
要はない。しかし、犬をペットと
して飼う人は多い。これはもとも
と子どもを守るという人間の本能
が犬に向いたと考えられている。

アートに触れ続けることで、自
分の思考や得意なことが、これま
でにない分野で発揮できる可能性
もある。

いまはコロナでなかなか美術館
やコンサートホールなどに足が向
きにくいが、YouTubeなどでは、
有名絵画作品や演奏の動画がいく
つもあがっている。こうしたとこ
ろでアートに触れることもいいだ
ろう。

著名な芸術家の作品であれば、

まずその芸術家や作品の定まって
いる評価を知った上で、何かを感
じ取り、自分なりの評価や解釈を
してみるといい。さまざまな気づ
きが得られるはずだ。

もとよりアートと向き合うこと
は時間を要する。三浦さんは「む
しろ即効性がないからいい」と話
す。効率第一主義の世の中では、
より速く大きな成果が求められる。
しかし三浦さんはこうした効率第
一主義で結果を残す人たちは、「手
段と目的の連鎖を繰り返すだけで、
真のゴールが見えなくなっている
のではないか」と指摘する。企業
人として、組織人としてならそれ
もいいのかもしれないが、果たし
てそこに人としての人生はあるの
かと問う。

人生の喜びや多様性を感じ取れ
る人が多い会社、組織のほうがよ
り多くの社会の問題を汲み取り、
よりよい解決法を見いだせるに違
いない。

少しずつ、芸術に触れる時間を
増やそう。

きっとコロナが明けた頃には、
一皮も二皮も剥けた共感力の高い
自分に出会うかもしれない。そん
なニューノーマルな人がたくさん
いる組織が、ポストコロナを生き
抜き、これからの時代を切り拓い
ていくと信じたい。

【参考】
【図書】●『ネガティブ・ケイパビリティ　答えの
でない事態に耐える力』 帚木蓬生 ［朝日新聞出
版］●『東大の先生！ 超わかりやすくビジネス
に効くアートを教えてください！』 三浦俊彦・郷
和貴 ［かんき出版］●『アート・イン・ビジネス』 
電通　美術回路編 ［有斐閣］●『ラテラルシン
キング入門』 ポール・スローン ［ディスカヴァー］

『思考法図鑑』 小野義直・宮田匠 ［アンド］
【WEB】●「朝日新聞デジタル」●「スタディハッ
カー」●「東洋経済オンライン」ほか
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■ 先の読めない曖昧で複雑な VUCA の時代を襲った新型コロナ
■ 目標が明確だった時代はロジカルシンキングが効いた
■ VUCA の時代、何が問題かを抽出し、どうすればより答えの状態と呼べるの

かを考える
■ VUCA 時代に効く、アートシンキング、ネガティブ・ケイパビリティ
■ 夭逝した詩人で医師のジョン・キーツが創出したネガティブ・ケイパビリティ
■ 想像力によって、錬金術のような変容と純化をもたらし、“ 個別性を打ち消す ”

ネガティブ・ケイパビリティ
■ 人間の「わかりたがる脳」が深層の問題を看過させる
■ 現在の教育はわかりたがる脳をドライブさせ、表層的な解決法に留める
■ わかりたがる脳は「絵画や音楽に戸惑う」
■ 絵画や音楽は「わかる」対象ではなく、「感じる」対象
■ パラダイムシフトの時代にはアートがその橋渡しをしていた
■ アートとの向き合い方には「鑑賞」と「解釈」がある
■ 「解釈が入るか」がアートをアートたらしめている
■ 芸術には解釈をする専門の評論家が要る
■ 既成のアートの概念を市販の便器で打ち破ったマルセル・デュシャン
■ モーツァルトよりもチャイコフスキーを好む人が、その後見解を変えることが

あっても、その逆はない
■ 効率第一主義の人は目的と手段の連鎖を繰り返すだけで真のゴールが見えて

いない
■ ローアートよりハイアートに触れる
■ ハイアートの微差を感じ取れるようになるには時間がかかる
■ アートは時間がかかるからいい

POINT



日本製紙が開発した「SPOPS」を利用した山陽物産のホテル向け製品シ
リーズ「HAJIMARI　EASY+」(右)、日本製紙総合開発の製品「ダケカ
ンバボディソープ」（日本製紙公式サイトより）

ロレアルが開発した紙製化粧品チューブ。（ロレアル社公式サイトより）

日本テトラパックが開発した新たな
紙パックを利用したハバリーズの
「ハバリーズ・ナチュラルウォーター」
（ハバリーズ公式サイトより）

大日本印刷（DNP）が開発
したチャック付き紙容器（大
日本印刷公式サイトより）。
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コロナで逆戻りか？？

脱プラスチックで勢いづく紙業界

日 常生活のなかから排出されるプラスチック製品

が世界的な問題となっていることはご存じの通り
だ。いまやスーパーやコンビニなどに買い物に出掛ける

時には、マイバッグ持参が「ニューノーマル」となって

いる。

　こうした脱プラの社会動向を受けて、活気づいている

のが、紙業界。この10数年、職場のデジタル化の影響で

需要が落ち込んでいた製紙業界にとってはまたとない追

い風だ。

　少し前は、カフェチェーンやファストフードで紙コッ

プや紙ストローが話題となったが、いまやそれも違和感

なく受け入れられているほか、技術的な改良も進んで、

耐久性も良くなってきている。

　紙ストロー以外にも容器・バッグの脱プラ化が進み、

代替の紙製品化が進んでいる。

　例えば日本製紙は、シャンプーや消毒液といった浸透

性の高い液体を入れることができる世界初の詰め替え用

紙パック「SPOPS」を開発。また、ストローなしで牛

乳などが飲める学校給食用紙パックも開発している。

　また化粧品大手のロレアルは、世界初の紙製化粧品

チューブを開発し、順次、ボトル類を紙製に切り替えて

いく。

　牛乳容器などで圧倒的なシェアを誇る日本テトラパッ

クは、中の液体のにおいが移りやすいとされていた紙

パックの内側に、特殊なアルミフィルムを貼ることで

「におい移り」を解消 (アセプティック加工処理)、ミ
ネラルウォーターなどに利用されている。 三井農林か

ら発売された「ナチュラルウォーター」はその１つ。

このほかハバリーズが発売した「ナチュラルウォーター」

にも使用されている。ちなみにこの商品は、1本につき1

円が『世界自然保護基金

(WWF)』に寄付される

仕組みとなっている。

　こうしたストロー不

要の紙パックは、お茶

やコーヒー飲料でも進

んでいる。脱プラだけ

でなく脱PETも進めて

いるようだ。

　このほか、大日本印

刷では、チャック付き

の紙容器を開発した。容器の形は全体的に立方体で、陳

列棚に重ねて陳列もできる。上部にチャックをつけ、開

閉できるので、インスタントコーヒーなどの粉体やシリ

アルや調味料などのパッケージに利用される。



ヨネヤマの紙製のワンウエイ容器（パルプモールド容器）「BMP」
シリーズ。（ヨネヤマ公式サイトより）

大袋を紙パッケージに変えたキットカット。
（ネスレ日本公式サイトより）

合同会社HAYAMIの草ストロー。（HAYAMI公式サイトより）
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　脱プラスチックのうねりを捉えたスタートアップも増

えている。東京農業大学出身の若者から生まれた合同会

社HAYAMIは、草を使ったストロー「HAYAMIの草ス

トロー」を開発した。この草ストローは、東南アジアに

生息するカヤツリグサ科のレピロニアと呼ばれる植物が

原料。無添加・無農薬・保存料不使用の完全自然由来の

製品のため、使用後は道端の草木と同じように分解され

自然に還すことができ、使用後は家畜のエサや肥料、ヒ

ンメリの製作などの活用方法が期待されている。2020

年4月に販売以来、5 ヵ月で100店舗まで広がっている。

　このほか道の駅「奥河内くろまろの郷」内にある「む

ささびパン工房」では、NPO法人里山ひだまりファー

ムが生産した小麦の茎を利用した「麦ストロー」の開発・

製造を実現。訪れた利用者に提供している。

　SDGs認知の広まりや、サスティナブルな社会実現へ

の関心の高まりなどから世界中でこうした脱プラの動き

が進んできた。ただここに来て、新型コロナの影響もあ

り、その動きに停滞感が生まれている。

　経済産業省の調べでは、2020年4月の食品トレー等

に使われる発泡製品の国内生産は、前年同時期比で6.7％

増。レジ袋など放送用フィルムの国内生産も3.5%増え

ている。これは飲食店の営業自粛で持ち帰り食品の需要

が伸びたことで、レジ袋や包装材の消費が増えたことが

考えられる。

　プラスチック製包装資材の代替品の普及が、まだまだ

追いついていないということもあるだろう。

　世界中で海に流れ込んでいるプラごみは、年間約800

万トン以上。これを削減するためにも消費者が、より積

極的にプラスチック代替品を使うことを意識していきた

い。

　食品包装資材商社のヨネヤマは、弁当箱としてでも

使える紙製のワンウエイ容器（パルプモールド容器）

「BMP」シリーズを開発展開、カフェやフードコートな

どの事業者、弁当惣菜販売業者などへ提供している。防

水加工がしてあるため、BMPシリーズはご飯などの水

分がある食材でもふやけることがなく、またこびりつく

こともないなど、紙製の弱点を克服している。

　一方、2025年までにすべての商品の包装材をリサイ

クル可能な素材に切り替えるという目標を掲げるネスレ

日本。看板商品の「キットカット」の大袋の外装を凸版

印刷などと開発した紙パッケージへと変更した。ネスレ

日本では今回の紙パッケージへの移行で、年間約380ト

ンのプラスチックの削減を見込んでいる。




