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葉　はじめに

　本譲は，集懸のアイディア翻鐵活動場藏におい

て，よ弩鶴造性の高いパフ産一マンスが発揮され

るためには．各絞員のもつアイディア・プールの

鷺に多様牲と類懲性がともに必要とな弩，その権

乗鶴果が集懇鈴饒造麟なパフォーマンスを海tさ

せる可能牲を示すモデルを紹介する。そして，こ

のモデルの妥当牲を実証釣に綾試することを通じ

て，集懲の麓造鶴活動のメカニズムを社会心理学

醜に解明することを試みる。

　「繋造性（£re厳重v圭ty擁1ま，多くの桂会麟文賑

において，神秘釣で葬科学醜な懸人特盤であると

されることが多かった。一般醜な麟造性のイメー

ジといえば，詩人や露家や毒薬家などの芸術家の

それであ鯵，彼らのような天賦の才を持たない大

多数の野兄人」にとρては．まったく無縫係な特

性であるかのように考えられていた。また科学の

領域においても，舞えばフランクリンやエジソン

などのようなある特定の天才鶴資質を持つ大鷺の

みが．特に秀でた饒造牲に恵まれた憑人であると

されてきた。これらの特定み憑人の饒造的達絞が

あま毒）にも秀でていたことが，麟造姓についての

科学醜観究の擁害となっていたのかもしれない。

たとえ被らの発見や発瞬の遠戚遜程が競確化され

たとしても，それは到底飛入の理解のおよぶ籔翼

のものではないだろう。

　このような視点から捉えてしまえば，蟹造麟活

＊董　この註文は、講著蓄の合議の、ヒで完成した

　ものであ玲，その貢藏痘は等懸である。

動はあくまでも一藻の夫才による譲に見えない選

程（圭盤登藝。量t騨Gcess）でしかあ舞えなかったの

である。

　しかし，薄選総後半になって，麟遭難iは，心運

学者や教育学者など，多くの投会科学者たちによ

る実質科学麟な醗究の鯵象とな鯵はじめ，鱗造性

に関する実証的覆究も，欝鱒奪代になって急速に

増撫しつつある（A獄袋縫e，i鱒鶴。本薙において

も，舞えば江繕（2◎魯2〉が，翻遭難を「懸人ある

いは集懸，縫会にとって新しい簸纏あるアイディ

アを生み饑し，それを具体的な産鐵勃として仕上

げる能力および人格特性のことである」と定義し，

実証的な立場からの欝造姓の解聡を試みている。

　饒造酌活動は，屋擾裏蔀麗で絵を捲く援独な芸

鱗家や，地下室で発瞬紅取辱緩む畿高の科学者と

いった，懸人によるものにしぱしばなぞらえられ

てきた。しかし，現代の鰯造釣な発見の多くは，

実は騒人の所産ではなく，集醸状混から産み鐵さ

れているのである。いうまでもなく，集鐡とその

チームワークは，緩織の絞長と豊麗にとって必須

のものである。麟造釣活動に臠する実践は，集露

活嚢の申でも代表麟なものであ鯵，企業緩織にお

けるQCサークル活動のように，賎に長きに渡っ

て広く癒講酌文賑でおこなわれて疑る。このよ

うに逐年では．網入だけでなく，集麟，綴織の麟

造的ポテンシャルを高めたいと額うすべての人々

が，翻造替に深い関心を示すようになっている。

　もちろん，集羅レベルの麟造姓に麗心を捲く醗

究者の手によって，これまでにも葦籔論麟，あるい

は実証麟な険討がおこなわれてきた。しかし，麟

造性の機念濤体の複雑さ・多様さも手伝って，必

ずしもそれらの醗究知見にはまとま鯵があるとは
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露えない（A甕e簸覆羅9§s，i弱3；Ke童舞＆K3r灘、

i弱3／。

　集醗の麟造麟活動の効果性を鹸証するこうした

取鬱鬱みの中でも，基礎的な課題としてと鯵わけ

重要なもののひとつは，集羅による合議のプ窟セ

スをと吟まくさまざまな変数のうち，集羅レベル

の鱗造盤の発露に重要な影響をおよぼす変数を見

極め，その効集につ雛て瞬らかにすることである。

本譲では，集羅の製造麟活動の瑳溌と先行覆究の

鱗晃とにもとづきな；びら．集露オ§欝1題解決に向け

て談義する黎造麟な穏五葬驚過程，特にアイディ

ア饒趨プ獄セスに影響をおよぼす要雛とそのメカ

ニズムの解瞬に突けて，歓会心理学的なアプロー

チをおこなう。

表嘩　麟造盤6鐵子説（G藤破域簿7薄〉

霞子名

第5石子　綿密纏

第巻馨子　再建義

連想の流雛

露語の流雛

表現の灘雛
観念の濾暢縫

舞瓦経

遺編遮合

たくみさ

察発麟柔軟性

遜慈の柔軟縫

2　集団麟造性に聞する醗究

　集露麟造盤に関する醗究は，古くからその重

要盤iは認識されてきた（発出，謄7嚇ものの，実

証麟アプ資一チによるものは透隼になってようや

く活性位してきた段灘にある（Sl雛，簿95；S欝1撫．

欝§3／。これらの醗究は，饒造姓そのものに臠す

る凝念モデルや認知プ狐セスなど翻造釣活動の基

盤となる藻分については翻入を対象とした藩究か

ら得られた知見を基本にしながら，その申に集繕

の擬互作講プ讐セスの観点を導入することで進め

られてきた。ここでの観究者の関心は，成員麗の

穣互ぞ瞬穣こよってもたらされる構報の交換や知識

の共有プロセスに集まった。なぜなら，それらは

懸人の憲華造麟活動では得られ，ることのない，集懲

独自の所産であるからである．

　燧入の蟹造牲に焦点を当てたもので，集繕

翻造牲醗究に大きな影響をおよぼしたモデ勘

は，G雌蓋。羅によって提灘されたものである

（G藤倉羅，獅7；G醗磁，蕊臨ε轟総r，亜97碧。

G嚢選（〉汽墨と琶｛〉e夢髭εr（蟹｝7欝　は．　知能を1姦

方体モデルにあらわした知性購造モデル藩究

（G綾羅鍵6．欝67／を発展させて，麟造盤思考を表

至に示すような6馨子にまとめている．鍍らは，

麟造性を「拡散」ヂ収束」という2つの一次麟な

ヌ鍵

本羅実で
羅するプ貸セス

騒等　集毯の饒造的活動に麗するプロセス・

　　モデル

愚考能力の緩み合わせから絞っているものとみ

なした。表1の暮つの馨子のうち，第i霞子か

ら第珪露子までが鉱数的思考に対癒し，第5蔭

子，第6懸子が駿東的愚考に対癒している。そし

て，（｝睡撫越や丁醒r騰総は，このモデルにもと

づいて，多くの発想技法や製造性検査を考案した

（TGrr蹟£e．ig7尋〉孕

　凄嚢（董弱8／はサこのG薮選礎δのモデルを集

躍黎造牲に適癒し，集羅が麟造的活動をおこなう

場面で高い麟造性が得られるプロセスを鱗茎のよ

うにモデル位している。このプ賑セス・モデル

は，3つの段繕から溝成されてお1り，表iの6翼

子のいずれかを反験するものになっている。プロ

セス・モデルにおける第一一段階の「問題の気づき・

発見・聡確化」は，「難題に対する敏感さ」雛子
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と蝿癒している。また，第二段繕のヂ発想・生絞」

は「流暢牲達「獲麟牲養r柔軟性嵯の3憑子と鰐恋

する段酷である。そして，第三段欝の「練鯵上げ・

精緻化達は，「綿密牲」紅再定義」の2懸子と蝿癒

している。この飽にも，これに類似したプロセス・

モデルがP3磁総など傭人かの概発奮によって提

鐵されている（P欝難s，i鵬ん

　本論では，G鞭籔G羅らの分類における拡散的愚

考，中でも幽嚢（璽鱒8》のプロセス・モデルにお

ける第二段墜の夢発想・生戚墜に焦点を当てる。

第三段繕，すなわち籔畿された種々のアイディア

から最終的な繕産へと蔽敏・精緻化していく基盤

として，この第二段灘でよ弩多様なアイディアが

生成されていること炉必須条件であると考えられ

るからである。じっさい，現実の集懸・経職場醗

における麟造縫活嚢を考えた場合，集霧1ま露分た

ちか解決すべき難題に賎に「気づいているゴか，

あるいは難題を「与えられている」状態であるこ

とが多く，集慰の製造釣活嚢が乗辱越えなければ

ならない大きな課題は，たとえ弱題に気がついて

いる状態であっても，それに関する新奇で麟造麟

なアイディアがなかなか懲てこないというところ

にあるといえよう。また，逆にいえば，そのよう

な状溌においてこそ，集麟で拡散醜悪考をおこな

うことによるゲインが得られる可能性もまた大き

い。つま鞍既発懇・生成婆は，集躍の製造麟活動

の成否の鍵を握っている段幣であると考えること

ができる。

　拡散離愚考を促進し，集獲麟造性を高めるため

の技法は，これまでに数多く考案されてきた。中

でもブレーンストーミング（（）語。驚．欝57〉はそ

の代表的な存在であ彗，長年に渡ってさまざまな

綴織・集懸のチーム活動において頻繁に麟矯され

てきた。

＊2　麟発煙の定義は礒究分籔・醗究者聡でさま
　ざまであ辱，集懸ノ｛フォーマンスの比較のみ
　をもってして麟発の濃現を験識すべきではな
　いとする立場もある。　しかしここでは，樵互
　｛乍罵の孝ll欝がパフ摩一マンス蓄こ現れたことを

　　もって饒発盤が発揮された（三輪，2㈱／と

　みなす。

　ブレーンストーミングによって難待される遽講

修成果は，集毯討議をおこなうことによって，懸

人の持つ蟻酌資源の単なる総秘以．との既知悪」炉

鬱鬱されること，すなわち麟発牲韓盤erge登。麟

か発揮されることである。ここでいう餐発牲とは，

撫のレベルでは顯夜僖熱しない性質が，rつ

なが辱」や薪まとま鯵」のレベルにおいて，局

癖的な根互馨罵を経て「全体雑な性質」を産みだ

し，それが懇々の盤質に影響を与えるような仕i雛

み（灘係〉になっている状溌墨（麟資・飛灘・三三浦，

2鬱鬱2〉を指す。集懸による合議の遍羅で（絞員鬆

入レベルでは雛懲しえない1鍵造麟なアイディア

が産み鑛されるとすれば，それ。はわれわれが身近

に観察・経験できる麟発｛盤の所産と見なすことオ§

できるだろう。綬

　古来の諺「三入寄れば文殊の知悉董が示すよう

に，集霧が懸人を超える勅率性をもつことは，素

朴な懸念として存在してきた。しかし，現実のパ

フォーマンスと照らし合わせた場合，この儀念は

まったく保護三されていない。ブレーンストーミン

グの効果盤に聴する実証鶴羅究は，主に実際の穣

豊作濡集懸懸ter3α量vegro難s／のパフォーマ

ンスと名義集懸盤倉盤i煕至g鐙鱒s／のパフォーマ

ンスを比較すること，すなわち権互炸灘集欝の人

数と瞬むだけの騒人か懸疑に産鐵したアイディ

アをランダムに緩み合わせたときのアイディア

産思量（重複しているもののみ線外される／との

比較縷言蔀こよっておこなわれてきた。集議が形威

されることによって生じる楕互舞矯が新たな知

恵をもたらすならば，根互蛋乍罵集羅のパフ津一マ

ンスは名義集懲のそれを上罹るはずである。

　しかし多々おこなわれた実証的な比較験討の

結果は，ほとんどすべてがその難待に対して否

定的であった。勝e媛とSt驚e疑によるレビュー

織機簸Stroe漉，i§舘は，25年鷺の2～§名

集懸を対象とした22の醗究のうち，綿の藩究で名

義集懸の生産姓の方が有意に高いこと，残む雀つ

の藩究についても，2名集羅による実験である上

に海集毬懸に有意差が得られていないことを示

し，名義集羅に難ずる根互作編集毯の劣痙性を購
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らかにしている。

　討議炉おこなわれることが難待されたような

集懲の撰発性を発揮させず，むしろ単なる姿人

パフォーマンスの総穣である名義集懸に劣るパ

フォーマンスしか産み繊さないのはなぜだろう

か．ブレーンストーミングの瑳想が，実際の集灘

活勇では十分に実現できない耀由はどこにあるの

だろうか。

　先行藩究は，集雛過程や懸人の縫会麟認知遍程

には，ブレーンストーミングの成果：を擁麟し，集

露麟造性を灘害するさまざまな要霞が潜んでい

ることを示酸している。鰐えばプロセス・ロス

（翫ε塾er，鰺72／などがそれである。プロセス・

冒スとは，集懸サイズが大きくなるにつれ，続

会約手鍍き（L雄膿6，W鍵盤醗s＆灘童盈s．欝7湧

の発生によって成員至人董人の課題遂行に蝦する

動機づけが減少した塾，課題遂行のためのコミュ

ニケーションや努力の穏互調整にかかるコスト

が増大した馨して，結果麟に集懸のパフ愛一マン

スが抵ギすることを撰す。評懸懸念（C磯鍍硲亀

A磁鍵sO嚢．激｝窃，ただ乗む（慧鍵擬総畿馳走ty，

難82／など，集羅の癬互悸灘においては，動機づ

けの低下と辮互調整の失敗という2つの凝スがも

たらされることによむ，成員のもつ資源が十分に

活かされない場合が多いことが叢摘されてきた。

　集頚特性や集羅遍程に欝来するさまざまな灘害

要霞は，製造的活勧において普遍的に発生しうる

ものである。すなわち，集鐡が譲互作醗をおこな

う場藩においては，必ずと言っていいほど製造的

アイディア生成を難害する要霞が饑くと考えてよ

いだろう。

　では，　これらの隠密要露は莞舞浸できないのであ

ろうか。どのような集建であれば，生産性・饒造

性のロスを軽織し，饒発姓による蔑いゲインを得

ることができるのだろうか。議し合いによる饒造

麟なアイディアの雛綴を縫進ずることが難待でき

る変数は侮だろうか．ここに集懸麟造性の阻害要

瞬を蒐撮し，促進要馨を特定し，それを活鰐する

ことの重要性があると考えられるのである。

2暮彗3年垂2舞

3　集懸の多様牲と類｛竣性

　本論では，集懸の麟発牲発揮を可能にさせるメ

カニズムとして，集懇成員の特盤に密来する集欝

欝絞の要露と，集懸権威と麟造鶴アイディア饑餓

プロセスとの旛互葬濡を考える。難譲慧s（鎗§容〉は．

集羅内絹互作罵において，アイディアや難識の交

換がおこなわれる鰹に生じる認知朗なべネフィッ

昏を高めれば．集毯献溌による麟造牲へのゲイン

を得ることが難待できると主張している。認知的

ベネフィットは，集懲講でさまざまな椿報を共有

することで，欝人挙位のアイディア饒串セッシ葺

ンでは懲くわさないようなアイディアに絞れる

チャンスを得ることによって生じ，さまざまなア

イディア・秀テゴ》構互の結びつきを生み，また

新規なアイディア麟撫を麟激する。

　この認知麹なベネフィットを高め．集麟による

鍵造酌活動に影響を与えることが予灘される要露

として，集懸成員の多様性が考えられよう。集羅

成員の多様牲とは，集藝慰こよる開題解決場面やそ

れに類する権互馨懸場露で，各成嚢が互いに異な

る方錯を激すことができる程度として定義される

（孚勧懲雛r欝欝劔）。複数の鶴人が集醗を形成し，

互いのアイディアを共有することによる懲悪は，

集籔の橿夏作縮の中に，歳員それぞれがユニーク

なアイディアを持ち寄ることができる（S盤ssむ萱

屋8ギ叙誌｝娘w．至襲嬉》ことであるが，このメリッ．

トは集懸繊員が多様である場合に特に生かされる

ことが知られている（Jac総0費，May＆W嚢1雛ey，

i§95：銭窪Grε熱盤｛墨，Lev至難ε＆Wl嚢ge賀．亙鱒6〉。

　この集隣成員の多様牲に美嚢し，変数とし

て取鞍しげた醗究は，古くから比較醜多くあ鯵

（G膿絵雛．欝65），多様盤が増すことによって，

集獲として選蝦できる欝能盤グ）轄が広がること

（繋a監護JG漉so簸、欝7脅，活繕できる｛糞報資源が

豊かになること（K農s茎総総。難．ig78），視野が広

がること償慮獲麟．雄7鶴などが示されている．

実際，由Ω／欝97／は，尋名薬懸によるブレーン

ストーミングにおいて，多様牲のレベルを操作し

た案験をおこない，多様な歳費で構域される集懸
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の方が，等質姓の高い集毯よ葦）も麟造酌アイディ

アの生戚の点で優れていることを示している。こ

のように，議員が高い多様盤を持つ集毯における

鱗造鶴活動においては，そうでない集懸よ諺も，

高い趣1造性パフォーマンスが得られる可能盤iが高

まると考えられる。

　縫来の醗究では，艮躾や人種など人員競詩学

な露盤やそれに類する分類変数（擁えば政治緩

条αr韮謹撰s．鷺蟻食璽w雛，i懸5〉．職業鶴翼練

（りε麺類擁聡，臆鑓〉，あるいは大学の専攻（懲嚢，

欝97〉など〉が集羅成員の多様性の捲標として取

辱一とげられてきた。これらはいずれも鱗末羅牲の

多様性をあらわす指標である。もちろん．これら

の懸人穰牲変数が麺入の意識や擁心に影響をおよ

ぼす璽龍牲は高く，篠入属牲が多様であるほうが，

集懸のアイディアや発想も多様となるかもしれな

い。しかし，鱗人属性の多様盤がパフ津一マンス

におよぼす効果はあくまでも購接麟なものにすぎ

ず，集懇のアイディア麟懲活動過程に野直接達の

影響をおよぼす変数とは霧い難いだろう。

　そこで，ここでは，集鑓絞衰の多様牲の詣標と

して，アイディア禦鐵をおこなう課題に絶して集

瞬戚墾となる懸人が持っているアイディア・プ｝

ルを難いることで，発想の多様縫を要雛として直

接擾うことを揚棄する。ここでいうアイディア・

プールとは，鰯入が集轡権i互ぞ乍絹場面に提鐵する

アイディアをどの程度持っていて，またそれらが

どのようなものであるかを示す変数として，操作

的に定義される。

　ところで，この発想の多様牲は「異質さ」に

も通じる要獲であるとみなすこともできよう。ユ

ニークなアイディアを有する異質な者どうしが

掘互作繕する場面では，互いに心理的抵銃や反

発を感じた弩，意見の籍突による葛藤が発生した

りするなど，集鑓成嚢が灘互に協力してアイディ

アを生議する基盤そのものが揺るがされるよう

な事態が生じることも考えられる．多磁性の高い

集羅では，その権互の異質さゆえ，コミュニケー

シ葺ンによる成員権互の共選理解が露難になった

り　霞むwcO溢も，雄53〉，横互の類獄牲を基盤とす

る精緒離魅力の低減が生じた吟して伊es芝塗窪er．

欝5虜．集懸凝集性の低下や集懇活動に対する動

機づけの低減をもたらす雇能盤が存在することが

捲摘され．ている。先に挙げた霞嚢の実験結果にお

いても，多様姓の高い集羅の成員は，議し合いの

プロセスにおいて，よ垂）強い対人酌葛藤を感じて

いたことが示されているのである（田舞．ig97誌

　これらのことから，麟造釣活勇に対する成員㌶

のアイディアの多橡牲の勅祭を最大銀に発揮させ

るためのもうひとつの要露として，われわれは戚

貸のアイディアがもつ輯互の類鍛牲という要鐵を

考慮に入れた，多様牲と類轍牲の輯乗勅祭モデル

を提曝する。

　擦こも遠べたように，われわれによる「多様性」

の操舞釣定義は，集麟威翼の持つアイディア・プー

ルの大きさである。しかし，各絞員のアイディア・

プールの大きさを単純に合計したものが，そのま

まその集羅のアイディア・プールになるとは銀ら

ない。各成員のアイディア・プールの状態を摸式

的に示したのが，緩2である。

　轡2は，本モデルにおける多犠牲と類懲性の

綴念を遜解しやすくするために，2名集毯の各絞

員（XさんとYさん／が超人レベ勘で壕つのア

イディアを餐懲した場面を仮定して，変数賜の縫

係を示したものである。麟畠アイディアはA～R

のアルファベットであらわされており，異なるア

ルファベットは，アイディア嬢互が独立したカテ

ゴリに観するものであることを題している。疑一

アルファベットは，成員によって磯懇のアイディ

アとして挙げられていても，事後の分析によって

講じカテゴ｝バこ分類された場合を示している。霧

であらわされたアイディア・プールの大きさは，

各成員が猿立したカテゴ筆ヌであると響定されたア

イディアをどの程度撰燃したかを反駿rしたものと

なっている。

　ここでの多様牲は，集鐵のアイディア・プール

内に存在するユニークなアイディア数であらわさ

れるものであるから，異なるアルファベット，す

なわち異なるカテゴリに覆するアイディアが集懸

内で饒鐵された数を指標とする。また，類鰍性は，
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叉さん燕，霧，C，騒

Yさん欝，c，陰，旺

のベアイディア数：＄

多礒盤：5
類懲盤：3母＝蓼．3蔦

多様高，類稼高

㊥
（
⑤

xさん践，馨，c，O

YさんE，薪，G，瞬

㊥ （
㌶

其さん《，劃，紺，3週さん《，騨，紺，《草野

Yさん燕，陶，蕉，C￥さん騒，鐸，獄，窪’

母ベアイデイア数18のベアイデイア数18鈴ベアイデイア数18

多犠牲溶　　　　　多樹蜘3　　　　多犠牲：2
類歓牲：縮鳩．麟窃　類舞牲：3’8矯、3蔦類鱗豊1鱒＝暮．奪雑

多穫高，類獄低　　多礒抵，類似姦　　多様紙，類歓抵

麟2　アイディア・プールの類繊牲と多様牲・模式麟

髄人のアイディア・プールが成員懸で重なって

いる程獲：を示すものであるから，XさんとYさ

んが共通して鶴織したアイディアの数を，懸人に

よって鱗趣されたのべアイディア数で験したもの

をその詣標とする。

　このように，集羅の穰互舞欝場面に持ち込まれ

るアイディア・プールには，たとえ成員麺入のア

イディア・プールに溝数のアイディアがあったと

しても，それらの懸の縫係による差異が生じるこ

とになる。

　ある集麟において歳嚢たちの発想の多くが懇入

内ある馳は綴入幾でよく鍛通っていれば，集懸全

体のアイディア・プールは，成員纒人たちのそれ

とほぼ重なむ，あま鯵大きさの変わらないものに

なる。このような場合は，集癬で灘互作羅をおこ

なうことによって新奇なアイディアに触れられる

羅能牲はあま警高くないだろう。

　一方，たとえ集懸の発想か多様であったとして

も，成員鐸慰こ共遠部分がまったくない場合は，相

互作溺のもたらすメ》ットは低減することが考え

られる。多様牲，すなわち発想が貧弱であった融，

ある方海に露定された警するのではなく，多難な

灘面をもつということは，これまでの常識の枠を

超えた麟造的なアイディア蟹鐙を可能とするため

に不審欠の要霞である。しかし，各麺人のアイディ

ア・プール瞬の蓋離が大きく離れすぎていたなら

ば，そ蕊はアイディアの多様さというよ翰もむし

ろ発散にすぎない蕾能盤があるととらえることも

できよう。綿

　われわれは，アイディアの多犠牲と類繊牲の緩

み合わせが，集懸の鍵造麟活動にもたらす影響を，

次のように想定する。集醗の持つ多様さの素地が

いかに高かったとしても，霞員それぞれの発想が

＊3　ここでは，この爾要獲を集羅のもつ特性と
　して捉え，集羅が潜在的に有する発想のヂ多
　様姓」「類似性嵯と定義づけているが，綾らが
　持つアイディア・プールそのものの特性と擬
　えて考えれば，それらの陣灘と「深さ」と言
　い換えることもできるだろう。露題解淡にお
　ける験索ス｝ラテジーに，籏璽（疑綴羅鐵峨rs観

　囁優先〉綾索と縦塑韓鐙斑一飯st1深さ優先〉
　綾索がある。鐵型穣索とは，ある地点から探
　索を辮始する場合に，キューを健ってそれに
　遣い翫から瀬番に瞬一の深さにあるすべての
　猿点を検索する手法である。綾里検索とは，
　ある地点から探索を霧鐘会する場合に，スタッ
　クを使って．分難点では常に一つの経驚を選
　撰しながら．次第に深い獲点へとたど弩，行
　き鑑ま弩になると戻って，再帰麟に検索を続
　ける手法である。集灘の多様盤の高さは横璽
　検索におけるキューの多さに鯵癒し，類懲性
　の轟さは綾里験索におけるスタックの多さに
　録癒づけて考えることができよう．
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　箆
餐篤

志懇

壽
　　§

馨

　　　　　糞蝿牲紙　　　　類轍務薮

騒3　各条件の鶴田アイディア数の率均簸

　（三浦・飛露（2002〉のデータによる）

§

毒
　
　
　
　
　
騒
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
薄

製
蟹
臆
馨
餐
蕊
e
ト
や
榔
や
臥

馨

　　　難擬牲懸　　　　　類麟牲燕

麟4　各条群の雛遊権評定の平均値

（三浦・叢繊（2倉G董〉のデータによる）

あま弩にもかけ離れていれば，成員根互のコミュ

ニケーシ遷ンや合意形成が露難になった琴，成員

橿互に心理鶴抵銃や葛藤を生む可能盤が轟まった

辱して，多様な発想が絞れ合うことによって新規

な発想が生まれる薄能姓が少なくなる。一方で，

議員報互の綴入麟鐵アイディアの多様性が低い場

合は，その野多様でない」アイディアの類似牲が

成員欝董で高けれ毒ぎ蔀奪いほど，　お互いに継三者のアイ

ディアから新しい発想への罫気づき」が得られる

可能性が減少することが予想される。これらのこ

とから，集懲戒員のアイディアの多様性と類鍛牲

は，根乗幾果を持つことによって構めて，集懲に

良好な麟造麟パフ童一マンスを発揮させる霧能性

があると考えられよう。

4　実証的概究

　この多様盤と類似牲の灘乗効果モデルを実鰹の

集鑓の鶴造的活動場懸で検証したのが，三浦と飛

蟹による祇会心礫学醜な実証実験である（遡浦・

飛綴，2倉融2〉。ここでは，56鰹の3名集毯（女性

のみの集羅と，溝性混合集羅／によって，集縁戚

員のアイディアに臠する2ぐ多様性／×2（類繊

牲1の2要灘謎遜で実験かおこなわれた。製造的

活動課題として驚いたのは，U懸s難豊春sesTas装

（獄丁暮春T／である。UU孚とは，過去多くの先

行礒究で醜いられた鶴造性課題（B妓。捻盤簸農

L塗《童霧re簸欝76；幽簑，i鱒警であ弩，ある特定の

露営の晶駿慈こ臠して，通常の秘灘法とは異なる稽

灘法のアイディアを数多く考えることが求められ

るものである。

　実験は，UUTを麟入で遂行する糧入課題セッ

シ養ン，3名菓毯で遂行する集醸課題セッション，

そして，課題遂行に離する籏人の認難を賜う質纈

紙への懸答セッションというプロセスで進められ

た。麟人課題の実旛においては，講掛アイディア

数の上畷（総懸／を設けることによってアイディ

アの量麟レベルを懲五霞で（すなわち集靉靆で）

揃えた。また，集毯繁鐵アイディアを懸人アイディ

アと異なるものに罎足することによって，集灘課

題に懸人課題の絞果を反醗させることは積極麟に

擁麟された。さらに，事後のデータチェックでも，

その集塗の成員のいずれかが綴入課題で麟鐵した

ものと麟じアイディアが集懲アイディアとして記

録されている場合には，これを麟験した。この手

続きによって，よ鯵純粋な意味での「集羅の麟発

アイディア」だけを対象とした験証をおこなうこ

とを試みた。

　成員のアイディア・プールの多様牲と類懲性

にもとづくグルーピング（いずれも高儀2群／は，
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篠入課題で繕撫されたアイディアを複数の評定者

がカテゴリ乾した結果にもとづいて事後的におこ

なわれたσこのカテゴ｝ヌ乾にあたっては，使矯対

象と健矯方法毒ζ共垂こ類｛鉄したアイディアを轟一一カ

テゴ虞こまとめることとし，いずれか一一方しか類

徴して華ないアイディアにつ晒ては幾カテゴ礪と

して撮った。これらの毒テゴ鐸が集脳内に含まれ

ている数をカウントして集懲議員のアイディアの

多様性の捲標とし，集羅海で垂綾したアイディア・

カテゴ謬数か全カテゴ事辮こ羨める割合を類獄牲の

指標とした譜

　モデルの妥当牲を綾証するために，類鱗牲と多

様纏にもとづくグルーピングを独立変数とし，集

醸課題におけるアイディア欝欝数，齪鐵アイディ

アの麟造牲を従羅変数とした2要穣分散分権がお

こなわれた。各欝の魏鐵アイディア数の平均縫を

國3に激す。分癬の結果，多様姓の主効果研，鋤、

＝723，β〈、艇〉．類縁姓の鷹魏果（r．、鑓，二雀齢．“＜．

05｝が櫨鐵された。多様牲が商い群の方が舞い群

よ鯵も，また類懸盤が高い群の方が低い欝よ疹も

糞意に多くのアイディアを餐撫していることが明

らかとなった。しかし，交互伜絹勤果は有意では

なかった伊、総、二綴§．躍．5。／。これは，多様難が高

く，かつ類懸盤も高い集霧において，集醗課題に

おける麟鐵アイディア数が多かったことを示して

いる。アイディアの憲1造牲に関する変数を講象と

した分新でもまったく講じ傾講の結果が得られて

いる。

　慧慧τとは騨の麟造牲課題を醜いた実験におい

ても，モデルを支持する結果が得られている（三

浦・叢麩，2総茎1。この実験で潤いられたのは，

U慧丁と講じく拡散的愚考が必要とされるが，あ

る特定の機能を備えた鞠について，こういうこと

ができたらよ暮よい，よ警便率1蓼であるという改良

案を考えさせるタイプの鶴造姓課題である，また，

先の実験では，集懸成員が湿性である場合と女性

のみである場合が混在しているため，性騎購成の

要石が第三変数として結果に影響をおよぼしてい

る可能性を欝除することができない．そこで，集

縷の煙弾購成について，すべての女性のみの構成

2蟹｝3奪i2馨

とすることで，コミュニケーションにお縁る性差

の要纒をコントロールし，実験条件厭舞の集灘の

盤質をよ鞍均質なものとしている。

　手続きは，先の実験とまったく瞬様である。女

性3名集霧逢i総に，懸人および集羅で「傘に新た

な機能を盤け換えてよ弩痩稀なものにする」ため

のアイディアを翻織させた。懸人課題の繕果にも

とづいて，集毯を事後織こ多嶽牲と類轍性の商抵

2群に分割し，講要雛がアイディア麟鐵におよぼ

す影響を験試した。

　麟嬢に尽したのが，集懲によって襲轟されたア

イディアの雛造性評建平均魑である。こ鈴指籐を

縫羅変数とし，集懇の多様牲と類懲性を要灘とす

る2要灘分散分析をおこなったところ，多様性の

主麟果（∫7．茎瀞避6、82，“〈．§箏，類似性の窯効果

伊雛1欝書5讃＜．§難，および覇者の交互難罵に

有意に近い懸果（訊互鏡、＝3襲あ芦＜．（》8〉が検繊され。

た．類似難条件窮に多様盤の単純主効果の験定

（露翫）検定／をおこなったところ，類繊性が低い

場合，多様盤による有意差が見られなかったのに

対して，類雛牲が高い場合は，多様盤の高群と低

群に有意差が晃られ，集羅成員が持つアイディア・

プールに共通藻分が多い集懇において，アイディ

ア・プールの多様さが集毯み麟追継に対してポジ

ティブな鶴果を持つことが示された。また，麟鐵

アイディア数を対象とした分観においても，瞬様

の方癖の繕果が得られている。

　これらの緩集から，集鑓の麟造縮活動において

は，アイディアの数を指標とした生産性と，餐鐵

アイディアの摸造嫉評定慈を振標とした麟造雛iの

いずれに関しても，多様性が高く，かつ類鍛牲も

高い集癬において，もっとも高いパフォーマンス

が発現していることが示された。これは，アイディ

ア・プールに関して，ある程度の類無性を有した

しでの多様牲を有した成員によって溝成された集

羅によって，もっとも高い饗発牲が得られるだろ

＊塁　晦捲標の梅縫係数（カテゴ革ナ重複痩は比率

　データであるため角変換をおこなった｝は糞
　意ではなく（搾肇．露，躍．寧．｝，多様盤と類徴姓は

　独宣の縫｛系毒こあるとみなしうる。
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うとした著者らのモデルを支持する績果であると

いえよう。

5　展　望

　これまでの集懲嚢造性に麗する藩究は，主に名

義集懇とのパフ孝一マンス箆較を通じて，必ずし

も現実の構互作灘集毯が繁造麟にはならないこと

を示してきた（亀懇，i囎7／。本誌では，このア

プ譲一チにはよらず，根夏作灘集毯海の穂薄麟な

比較において，どのような場合に集麟は籔造的た

1）えるのか，あるいは集羅の籔遭難を鑓害する要

瞬を解消しうるのかを，議員の多撮盤・類似牲に

もとづく集毯権威の問題に焦点を絞ってモデリン

グをおこなった。

　縫会心運学離観点からの2つの婁証的覆究の絃

果（三浦・飛灘，2倉G蓋．2倉§2／，われわれのモデル

の妥当讐iはほぼ確認された。過去の多くの醗究結

果　（」き。慧sG簸．養窪ay＆w牽懸芝登ey，i§§蓉；麓｛》r豊窒＆簸睦．

Lev塗ε凌W搬ger奮，ig釈｝〉では，多様牲が集羅の

麟造麟活動における生産性や麟造姓を高めるため

の必要条件であると考えられていたが，われわれ

の結果によ量），集懸が生産麟となった辱，製造的

となった13するためには，集羅議員がそれぞれユ

ニークで多様な視点を有しているだけでは不十分

であ琴，成蚤権互の鷺で評懸基準のす鞍あわせや

合意形成を可能にする猿滑なコミュニケーション

を実現するために，帽互に類戯していることも必

要であることも重要であること，すなわち，多様

性と類似姓との趨乗鰻1果によ華），集毯はよ弩蟹造

的となり得る職能盤1が承されたのである窃

　ただし，これらの実験では，多様牲と類徴盤

の閥の交互作濯効果は糞意とはなっていない（後

者の実験においても有意に近い交互作罵鶴果が示

されたに留まっている）。多嶽姓と類綴牲の効果

は簾舞麟であるのか，あるいは緩み合わされるこ

とによって褥めて特麟な効果を示すようになるの

か，といった点については，さらに礫譲豹・実証

的な険討が必要であろう豊

　また，理在のモデルにおける多様性と類懲性の

操鐸麟定義は．騒人アイディア・カテゴリの瞬一

難にもとづく二二分法のみによるものであるから，

各カテゴリ鷺の艶離（凝念麟にどの羅綾近徴して

いるか，あるいは，鉱が翰があるか／については

考慮されていない。集羅を形成することによって

生じる蟹発の発揮可能性をよ辱藍建に査定するた

めには，今後はこの点についても精緻化したモデ

移ングが要求されよう。

　集羅の繁発性について，よ鯵包猛鶴な意陳か

らグループ・ダイナミックスというもめを考える

ならば，われわれは，鶴果縫孫の方向性にここで

示した「頚瓢牲・多様性が麟造性をもたらす」と

いう直線麟な翼果律だけを想定し，また常にそれ

に題定された視座で考えているというわけではな

い岳集羅の；鱗互作絹，すなわちアイディアを翻撮

していく遍程でまた新たな類瓢牲や多様樵が鶴発

されるということもあ舞うるだろう。このような

立場からすると，本麟究はあくまでも集羅のもた

らすダイナミズムのある一一藻を琢静取って，その

中で考えうる露果の方海難を捉えたものであると

いうことができよう。よって，今後はよむダイナ

ミックなぜ根夏作霧の申での鶴発涯メカニズムを

捉える方向性を模索することが必要であろう。

　このように，今後は，鍵来の集靉靆造盤の灘害

要翼観究を否定するものでもなく，あるいは集獲

の麟発への素朴な鶏待を生籬麟に支持するのでも

なく，集羅の相互作濡の中に潜む麟発の促進要欝

と揮麟要選を包揺的に捉えるスタンスが重要であ

ろう。また．真の新鶴発」をどう饗辱取るかなど，

秀法麟な難題も多く残されているが，遇度に議講

を矮小｛ヒさせるよ鞍は．メタな撹点から集鑓が展

隣する大きなダイナミクスの中に蟹発牲を位置づ

ける試みが望まれよう。おそらくその中では，複

雑系や自己緯織化に絶する礫識など，システム系

の至蟹論との総連づけも検討されなければならない

だろう。

　今後は．本譲で提鐵されたモデルにもとづいて，

鱗互作繕集嚢報こよる麟造的活動を支援するための

システムを構築することも望まれよう。翻発の薄

能難！を嵩めるためにもつとも必要なことは，アイ
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ディア餓畿に騰わる成員に．察分たちのアイディ

ア・プールがどのようなものであるか，特に多様

性と類鯵牲の観点から瑳解しやすくすること，そ

して最適な緩み合わせの集鐵を形成することであ

ろう。このためには，集建活嚢をおこなう麟毒こ懸

人のアイディア・ブールを灘定し，さらにそれを

意味空縫にプ凝ットして可幌化することが有矯で

ある。

　また，橿豊作矯を経ることで樵人，あるいは集

毯のアイディア・プールがダイナミックに変化す

る可能性もある。本譜でと弩あげたアイデをア

麟鐵（拡散離愚考〉段欝だけではなく，蟹造懸活

動の第三段踏「練辱上げ・精綴乾」（露嚢，鯵98／

に至る思考の級鮫過程をも考磁に入れるならば，

集懲の稽豊作瑠の申に，たとえば角らによる村誌

支援環境Ai至犯（角・藤本・聡瀬，i弱7〉や，松

村らによる議論購造の購造乾マップ（松村・撫藤・

大澤・属塚，2馨§3／などを導入することも麟造麟

活動の支援につな潜るだろう。

　「果たして楊互偉矯集懸は鶴造的た戦えるの

か？」という翼いに慧しては「集懸が嚢発牲を発

揮するためには，システマティックな介入を必要

とする達と答えることが，ここまでの議譲にもと

づいた解答であろう。このシステマティックな介

入のうちの重要なもののひとつが，本譜で取箸上

げた震員のアイディア・プールの多様牲と類轍牲

をどう緩み合わせるかという介入の試みである。

　「三人寄れば文殊の知恵」は，単に懸人を寄せ

集めただけの集懸によって葬琴鐵された穣互作濡

状溌では，ただのおとぎ議にすぎない。「集騒活嚢斐

さえおこなえば，懸人よ吟も優れた，あるいは集

懸状溌に詩客のゲインが欝られるわけではない。

かといって，拡散麟愚考を健進ずることを意緩し

て，ただむやみに「さまざまな涯発想を持つ懸人

を集めてくることもまた性急である。集羅を欝成

する際には，成員の発想がどの程度多種であるか

を醗磁し，そしてまた，「穰互の共通の基盤のある」

多様さに醍霧することが有効なのである。
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