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Ⅰ．目　　　的

　これまで，集団による創造的パフォーマンスが
抑制される要因に関して，多くの研究がなされて
きた（たとえばHarari & Graham, 1975）。一方
で，集団による創造的なパフォーマンスを促進す
るための介入方法についても，いくつかの研究が
実験的に，その効果を検討している。たとえば，
山口（1995）は，大学生３名をひとつの集団とし，
Unusual Uses Task（UUT）をおこなわせた。こ
のとき，「少しでもたくさんのアイディアを生み
出す」ように教示する量目的条件と，より「創造
的で質の高いアイディアを生み出す」ように教示
する質目的条件を設定した。さらに，創出された
アイディアについての評価をする場合と，しない
場合とを実験条件に組み入れた。実験の結果，評
価なし条件では目的の違いによる集団レベルのア
イディア数に違いが認められなかったのにたいし
て，評価あり条件では量目的条件のほうが質目的
条件よりも有意に集団レベルのアイディア数が多
いことが示された。つまり，集団における成員間
の相互作用過程は，創造的パフォーマンスの抑制
要因となってしまう一方で，何らかの適切な目標
を与えることでむしろそれを促進する機能を果た
す可能性もある。
　三浦と飛田（飛田・三浦, 2003; 三浦・飛田, 
2002, 2003; Miura & Hida, 2004）は，集団によ
る創造性の発揮を可能にさせる相互作用のメカニ
ズムについて，集団成員の特性に由来する集団構
成の要因と，集団構成と創造的アイディア創出
プロセスとの相互作用に着目した検討を行ってい
る。そして，集団のアイディア創出活動場面にお

いて，より創造性の高いパフォーマンスが発揮さ
れるためには，各成員のもつアイディア・プール
の間に多様性と類似性がともに必要となり，その
相乗効果が集団の創造的なパフォーマンスを向上
させる可能性を示すモデルを提出している。大学
生を対象とした実験によって，基本的にはこのモ
デルが支持され，集団は，成員のアイディアの多
様性と類似性との相乗効果によってはじめて，よ
り創造的となり得る可能性が示唆されている。す
なわち，集団が創造的となるためには，集団成員
がそれぞれユニークで多様な視点を有しているだ
けでは不十分であり，成員相互の間で評価基準の
すりあわせや合意形成を可能にする円滑なコミュ
ニケーションを実現するために，相互に類似して
いることも必要であると考えられるのである。
　このように集団によるアイディア創出状況にお
ける成員のアイディア・プールの多様性と類似性
は，組み合わさることによって相互作用による創
発を促進し，集団による高い創造的パフォーマン
スとして結実すると考えられる。
　ただし，実際の集団での相互作用過程には
プロセス・ロスが生じやすい（Steiner, 1972）。
Stasserを中心としたグループ（たとえば，
Stasser & Titus, 1985, 1987）は，集団の成員の
間で共有されている情報や知識だけが，集団討
議の過程でやりとりされる傾向（共通知識効果：
common knowledge effect）があることを実験的
に示している。そして，特定の成員だけが保有し
ている固有の非共有情報や非共有知識が集団討
議の場に提出されないことが，集団の判断やパ
フォーマンスを低下させていると指摘している。
このStasserらの一連の研究が示すように，集団
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での相互作用においては成員相互が保有している
共有情報だけ確認されやすく，成員相互の類似性
については顕在化しやすいが，非共有情報が討議
の過程に提出されないために，相互の異質性や
多様性については十分に顕在化しない可能性が高
いと考えられる。三浦・飛田（1999）も，客観的
に見て多様性の高い集団がその多様性を創造的パ
フォーマンスに結びつけることができなかったこ
とを実験的に示している。
　これらの研究結果は，集団での相互作用過程に
おいては，成員は相互の類似性に注目し，あるい
は，類似性を確認しようとする方向での働きかけ
をしている可能性を示していると考えられないだ
ろうか。換言すれば，特に指針を与えずに相互作
用することを求めると，より優れたパフォーマン
スをもたらす可能性がある成員相互の多様性や非
類似性について，これを顕在化させない方向で集
団過程が進行する可能性が高くなるのではないだ
ろうか。
　集団による創造的アイディア創出過程におい
て，相互の異質性や多様性が無視され，類似性だ
けが注目される過程が生じ，このことが集団によ
る創造的なアイディアの創発を抑制する可能性を
高めるのであるのならば，この問題を解決するた
めの一つの方法は，あらかじめ多様なアイディア
への注目が必要となるように集団過程の構造を設
定したり，介入することであろう。たとえば，集
団に異質性を導入し，積極的に葛藤を引き起こし，
その葛藤の解決に直面させることで，「集団的浅
慮（group think）」（Janis, 1972）といった意思
決定における集団が持つネガティブな側面を抑制
しようとする試みが提唱されている。この試みの
一つとして，蜂屋（1999）は，集団に対立する「仮
想的な敵」を集団の合議過程に導入するポテン
シャル・エネミー法を提唱し，その有効性を検討
している。また，企業などにおいては，意思決定
の最終段階に入ろうとしている状況で，あえて多
数意見を批判する役割の成員を指名して，集団の
決定をもう一度見つめなおさせるデビルズ・アド
ボケイト法が採用されているところがある（大前, 

2005）。ただし，これらの試みの有効性は限定的
であることも示されている。たとえば，Schulz-
Hardt, Mayer, and Frey（2002）は，デビルズ・
アドボケイト法を導入して操作した異質性より
も，集団討議の前の時点で成員の間に意見の不一
致があるほうが，最終的に集団はよい決定をおこ
なうことを明らかにしている。
　また，異質な発想の統合を求めるという問題
の構造が集団による創造的パフォーマンスにポ
ジティブな影響を与える可能性がある。安齋・
森・山内（2011）は，大学生を対象としたワーク
ショップのなかで，「居心地のよい」カフェをレ
ゴブロックで制作させる条件と，「危険で」かつ
「居心地のよい」という矛盾した性質を持つカフェ
を制作させる条件とを設定し，３名集団の創発的
なコミュニケーションを分析している。ここでの
創発性は個人のアイディアの連鎖から新しい概念
が生まれる「生成」，概念を再構成して新しい概
念を生成する「変形」，そして，２つ以上の概念
を結合して新しい概念を生成する「結合」の３つ
のパターンで判定された。その結果，集団によっ
てばらつきがあるものの，矛盾のある条件のほう
が，矛盾のない条件よりも創発的な概念が生起し
ていた。「危険」で「居心地のよい」カフェとい
う問題構造自体が矛盾の統合を求めるものである
とき，集団は多様なアイディアを創発したり，統
合したりすると考えられるのである。この研究
は，まず矛盾を生起させ，そこで創発された多様
なアイディアを統合することが求められるような
問題構造を設定することが，集団による創造的パ
フォーマンスを促進させる可能性を示唆するもの
といえよう。
　相互の類似性や共通性を確認しようとする共通
知識効果により，特定の成員だけが保有している
固有な非共有情報や非共有知識が集団討議の場
に提出されないことが，集団の判断や創造的パ
フォーマンスを低下させているのならば，集団に
よるアイディア創出過程において，成員相互のア
イディアの違いや多様性に積極的に注目すること
により，共通知識効果のもたらす負の側面が低減
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される可能性が高まると考えられる。すなわち，
成員相互のアイディア・プールの多様性について
課題遂行時に注目させる操作をおこなうことで，
それを顕在化させることにより，集団による創造
的パフォーマンスが促進される可能性が考えられ
よう。
　そこで，本実験では，２名集団による創造的な
アイディア創出課題遂行の際に，成員のアイディ
ア・プールのもつ多様性に注目した上で集団によ
るアイディア創出をおこなう条件と，対照条件と
して類似性に注目した上で集団によるアイディア
創出をおこなう条件とを設定し，成員のアイディ
ア・プールのもつ多様性への注目と，類似性への
注目が，集団による創造的なパフォーマンスにど
のような影響を与えるかを検討する。
　この結果から，創造的な集団を構成する上で，
プラクティカルにはどうすればいいのかという問
題への解決のための手がかりが得られると思われ
る。

Ⅱ．方　　　法

１．実験参加者
　四年制大学に在学する18～20歳までの学部１～
２年生64名（すべて女性）が授業の一環として
実験に参加した。実験参加者の平均年齢は18.62
歳（SD 0.88）であった。各実験参加者は学年別
に合計32組の２名集団にランダムに割り当てられ
た。なお，教示を正しく理解できなかったと見ら
れるグループが２組あったため，以降の分析から
除外し，30組を分析の対象とした。実験中は，同
一室に複数の集団が同時に存在していたが，他
集団のメンバーとの会話をすることは固く禁じら
れており，実験中に集団間の相互作用は存在しな
かった。

２．実 験 課 題
　ある特定の日常の品物に関して，通常の利用法
とは異なる利用法のアイディアを数多く考えるこ
とが求められる"Unusual Uses Task"（UUT）に
よるアイディア創出である。この実験において考

案の対象とした品物は，「（針金製の）ハンガー」
である。なお，通常のハンガーの形状を変更する
（曲げる，まっすぐに伸ばす，切る等）こと，同
時に複数を利用することも可能であると教示して
いる。

３．実 験 計 画
　集団課題遂行前に，ペアを構成する各成員の個
人課題の結果がもつ特性に注目する条件として，
１）多様性注目条件（14組）と２）類似性注目条
件（16組）が設けられた。級間要因である。

４．実験手続き
　実験は，１）個人課題セッション，２）集団の
形成，３）多様性・類似性注目条件の実験操作，４）
集団課題セッション，５）質問紙回答の順でおこ
なわれた。
　個人課題セッションでは，個人レベルによる
UUTを実施した。ハンガーの新奇な利用法に関
するアイディアを10分間に10個創出することを求
めた。「周囲とは相談せずに，できるだけ多様な
ものを考案するよう，また，10個以上のアイディ
アが思い浮かんだ場合は，より創造性が高いと判
断した10個を記述するよう」教示した。ただし，
創出アイディア数が結果的に10個未満となった場
合でも特にペナルティは設けなかった。
　個人課題終了後，２名集団を形成した。集団は
同性２名から成り，ペアはくじびきによってラン
ダムに定められた。グループ名を決めるアイスブ
レイキングの後，多様性・類似性注目条件の操作
をおこなった。いずれの条件においても，ペアそ
れぞれが個人課題で創出したアイディアを照合し
た。その際，多様性注目条件では「オリジナルア
イディア」すなわち「自分は思いついたのに相手
は思いつかなかったアイディア，または，自分は
思いつかなかったのに相手が思いついていたアイ
ディア」に注目させた。類似性注目条件では「共
通のアイディア」すなわち「二人とも思いついた
アイディア」に注目させた。両条件ともに，該当
するアイディア数をカウントさせ，記録させた。
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　続く集団課題セッションでは，個人課題と同じ
くハンガーに関するUUTを２名集団で実施した。
集団によるUUTの作業時間は15分で，個人課題
とは異なり，創出アイディア数に制限は設けず，
自由にアイディアを創出することを求めた。ま
た，集団による協同作業を通じて新たなアイディ
アをできるだけたくさん創出することを求めるた
め，「個人課題で創出された各成員のアイディア
は，集団課題においては一切アイディアとして採
用してはならない」と教示した。
　すべての課題終了後に，コミュニケーションに
関する認知と課題にたいする満足度が質問紙で測
定された。

５．質問紙の構成
　質問紙は，コミュニケーションに関する認知（話
し手）を測定する３項目，コミュニケーションに
関する認知（聞き手）を測定する３項目，そして，
課題にたいする満足度を測定する３項目から構成
されている（表２）。いずれも，「非常にあてはま
る」から「全くあてはまらない」までの５段階尺
度上への評定が求められた。

Ⅲ．結　　　果

１．個人アイディアの整理
　個人課題で創出されたアイディアは，ハンガー
の本来の使用法であると見なされるもの，解釈不
可能なものを除いて，合計 439（平均 7.32）個
であった。これらのアイディアを，一定のルール
に即して実験者がカテゴリ化した。具体的には，
使用対象と使用方法がともに類似したアイディア

を同一カテゴリにまとめることとし，いずれか一
方しか類似していないアイディアについては別カ
テゴリとして扱った。

２．集団アイディアの整理
　集団課題で創出されたアイディアについて，ま
ず個人課題と同様にクリーニングをおこなった。
個人アイディアと同一とみなされるものについて
は削除した。分析の対象となったアイディアは合
計 282（平均9.40; SD 6.52）個であった。
　集団パフォーマンスに関する指標として，アイ
ディア数と創造性評定を用いた。創造性について
は，筆者２名が，どのアイディアがどの条件に割
り当てられた集団によるものかは未知の状況で，
それぞれのアイディアにたいして，「斬新さ」「面
白さ」「実用性」の３基準について５段階で独立
に評定をおこない，その数値を平均したものを各
アイディアの創造性の指標として用いた。

３．集団生産性と集団創造性
　集団課題遂行前の注目条件によってパフォーマ
ンスに違いがあるかどうかを平均値の差の t検定
によって検討した。各指標の平均値と t値を表１
に示した。
　集団が生成したアイディア数は，有意ではない
が，多様性注目条件のほうが類似性注目条件より
も多い傾向が見られた（ t（28）=1.90, p < .07）。
　集団創造性については，まず評定した３基準の
いずれか１つ以上が平均値を上回るアイディアを
「創造性の高いアイディア」とみなし，その数を
従属変数として検討した。

表１　アイディア創出パフォーマンスの条件別平均値（カッコ内は標準偏差）

多様性注目条件 類似性注目条件 t

アイディア数 11.71（7.55） 7.38（4.84） 1.90†
斬新さ平均以上数 6.07（3.73） 3.19（2.73） 2.56*
面白さ平均以上数 7.14（4.17） 4.25（3.02） 2.20*
実用性平均以上数 5.43（2.17） 3.81（2.29） 1.98†
斬新さ最高パフォーマンス 4.21（0.51） 3.63（0.89） 2.19*
面白さ最高パフォーマンス 3.71（0.75） 3.16（1.01） 1.73†
実用性最高パフォーマンス 4.14（0.63） 3.84（0.87） ns.

† p < .10;  *  p < .05
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　その結果，「斬新さ」（ t（28）=2.56, p < .05）
と「面白さ」（ t（28）=2.20, p < .05）につい
ては有意な差が，「実用性」（ t（28）=1.98, p < 
.06）については有意に近い差が認められ，いず
れも多様性注目条件のパフォーマンスのほうが類
似性注目条件より創造的であるという結果が示さ
れた。
　また，各ペアの創造性最高パフォーマンス（各
指標について最も高い評定値を得た集団創出アイ
ディアの評定値）についても検討したところ，「斬
新さ」（ t（28）=2.19, p < .05）で有意な差が，「面
白さ」（ t（28）=1.73, p < .10）で有意に近い差
が見られ，ここでも多様性注目条件における創造
的パフォーマンスの優位性が示された。

４．成員の認知
　多様性注目条件と類似性注目条件における成員
の認知の平均を表２に示した。この値にたいする
t検定の結果，「私は相手の言うことによく耳を

傾けた」の１項目にたいしてだけ，多様性注目条
件と類似性注目条件の平均値の間に有意差が認め
られ（ t（56）=2.13, p < .05），多様性注目条件
（平均 4.29）よりも類似性注目条件（平均 4.70）
の実験参加者のほうがこの項目を高く評定してい
た。
　そのほかのコミュニケーション認知や満足度に
たいしては，注目条件による有意な違いは認めら
れなかった。

Ⅳ．考　　　察

１．集団による創造的パフォーマンスについて
　本研究においては，成員相互のアイディアの多
様性に注目させる条件と，相互のアイディアの類
似性に注目させる条件とを設定し，相互の多様性・
類似性の顕在化が集団の創造的パフォーマンスに
及ぼす影響について検討した。
　大学生２名集団を対象とした実験の結果，類似
性注目条件よりも多様性注目条件において，集団

表２　コミュニケーション認知と満足度の条件別平均値（カッコ内は標準偏差）

多様性注目
条件

類似性注目
条件 t

コミュニケーション認知（話し手）

　　私の意見や情報はグループの話し合いに貢献した 3.82
（0.82）

4.10
（0.90） 1.24

　　自分の意見やアイディアを充分言えた 4.25
（0.97）

4.43
（0.86） 0.77

　　積極的に自分の考えを述べることはためらわれた
　　（逆転項目）

2.18
（1.28）

2.28
（1.39） 0.28

コミュニケーション認知（聞き手）

　　私は相手の言うことによく耳を傾けた 4.29
（0.85）

4.70
（0.60） 2.13*

　　ふたりで仲良く話し合おうとした 4.25
（1.14）

4.47
（0.86） 0.82

　　相手のいろいろな考えをよく知ろうとした 4.14
（0.89）

3.87
（1.11） -1.04

課題にたいする満足度

　　作業はおもしろかった 4.14
（0.93）

3.60
（1.50） -1.67

　　作業は楽しかった 4.00
（1.19）

3.43
（1.63） -1.50

　　今やった作業をもっとやりたい 2.64
（1.19）

2.73
（1.39） 0.27

* p < .05
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生産性の指標である創出されたアイディア数にお
いても，集団創造性の指標である創出されたアイ
ディアの質的な側面においても，集団はより創造
的である傾向にあることが示された（表１）。こ
れらのことから，集団が有するアイディア・プー
ルの多様性に注目することが，成員相互の多様性
を顕在化させ，集団の創造的パフォーマンスを高
める可能性が示された。
　集団による創造的活動における相互作用の過程
には，相互の類似性や共通性を確認しようとする
共通知識効果が存在している可能性が高く（たと
えば，Stasser & Titus, 1985, 1987），この共通
知識効果により，特定の成員だけが保有している
固有な非共有情報や非共有知識が集団討議の場
に提出されないことが，集団の判断や創造的パ
フォーマンスを低下させている大きな要因と考え
られた。本研究の結果は，成員相互のアイディア
の違いや多様性に注目することにより，共通知識
効果のもたらす負の側面が低減される可能性を示
唆しているとも考えられる。
　また，成員相互のアイディアの多様性に注目さ
せることが，アイディアの類似性に注目させるこ
とと比べて，集団による創造的パフォーマンスを
促進することが明らかになったことは，集団がよ
り豊かな創造性を発揮するためのプラクティカル
な介入方法について，一定の示唆を与えることが
可能となる点で，その意義は大きいと思われる。
本研究で検討された成員相互のアイディアの多様
性への注目は，比較的簡便で導入が容易な介入方
法であり，それにもかかわらず，集団の創造的パ
フォーマンスが促進されることが明らかにされ，
簡便さと効果性の双方を備えた介入方法として，
今後も検討の必要性は高いといえよう。

２．成員の認知について
　成員の認知に関しては，「私は相手の言うこと
によく耳を傾けた」の１項目にたいして多様性注
目条件よりも類似性注目条件の実験参加者のほう
がこの項目を高く評定していたことが示された
（表２）。成員相互に了解可能なコミュニケーショ

ンは，相互の類似性を基盤として成立すると考え
られ（cf. Newcomb, 1953），相互のアイディア
の類似性や共通性に注目することにより，相手の
アイディアの了解可能性を高め，「相手の言うこ
とによく耳を傾けた」ことにつながったのかもし
れない。ただし，他のコミュニケーションに関す
る項目や満足度に関しては，多様性注目条件と類
似性注目条件の間に有意差は認められなかった。
いずれも平均値が比較的高く，天井効果が生じて
いた可能性もあるが，多様性に注目させたからと
いってコミュニケーションに大きな齟齬が生じた
とはいえないようである。

３．まとめと今後の課題
　本研究の結果，成員相互のアイディアの多様性
に注目させることが，集団による創造的パフォー
マンスを促進する可能性があることが示された。
集団がより豊かな創造性を発揮するためのプラク
ティカルな介入方法について，一定の示唆が得ら
れたといえよう。
　ただし，今後検討すべきいくつかの課題も残さ
れている。
　第一の検討課題は，多様性への注目が集団によ
る創造的パフォーマンスを促進するメカニズムに
ついての検討である。本研究では，多様性への注
目により共通知識効果が低減されることが，集団
による創造的パフォーマンスを促進すると考察し
た。ただし，成員相互のアイディアの多様性に注
目させることが，集団による創造的パフォーマン
スを促進するという実験の結果が，共通知識効果
が低減したために生じているのかどうかについて
は，直接に検討することができなかった。この考
察の妥当性を確認するためには，相互作用のプロ
トコルデータの詳細な分析など，さらに検討が必
要であろう。
　第二は，集団サイズについての検討の必要性が
ある。本研究では，２名集団だけを対象とした実
験を行っている。ただし，集団による創造的パ
フォーマンスは，集団のサイズによって影響され
る可能性が示されている。たとえば，山口（1997）
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は，女子大学生を対象に，２名，３名，４名集団
で「学生食堂の今までにない魅力的なメニュー
を考える」課題にたいするアイディアについて検
討している。実験の結果，２名集団が３名集団や
４名集団よりも有意に多くの集団アイディアを作
り出していた。ただし，作り出されたアイディア
の質的側面である独創性については集団の大きさ
による違いは認められていない。さらに，２名集
団は３名集団や４名集団よりも，発話頻度が有意
に多く活発なコミュニケーションがなされていた
こと，集団が３名や４名から構成される場合，特
定の組み合わせの成員のあいだでのコミュニケー
ションのやりとりが他の成員のあいだのやりとり
よりも多くなり，集団内でのコミュニケーション
に偏りや構造化が生まれることを見いだしてい
る。また，４名集団では課題とは無関係な発話も
多かったことが報告されている。多様性への注目
が，集団による創造的パフォーマンスを促進する
という本研究の知見が，他のサイズの集団におい
ても認められるかどうか，さらに検討が必要であ
ろう。
　第三の検討課題は，成員の評価と集団による創
造的パフォーマンスとの関連についての検討であ
る。本研究の結果，多様性注目条件より類似性注
目条件において，より「相手の言うことによく耳
を傾けた」と成員が評価していたという結果が示
されている。ただし，この「相手の言うことによ
く耳を傾けた」という評価が，集団による創造的
パフォーマンスにどのような影響を及ぼしている
のかについては検討できなかった。成員の評価と
集団によるパフォーマンスとは，成員の評価が集
団によるパフォーマンスに影響すると同時に，集
団によるパフォーマンスの結果が成員の評価に影
響するという相互影響的な関係にあると考えられ
る。今後は，この集団過程にたいする成員の評価
と集団による創造的パフォーマンスとの相互影響
過程について，マルチレベル分析を活用した統合
的モデリング（清水, 2014参照）をおこなうこと
などによって，さらに検討する必要があろう。
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The influence of attention to the diversity of ideas among members 
and to the similarity of ideas on small group creative performance.

HIDA Misao
MIURA Asako (Kwansei Gakuin University)

     In this study, we examined the effects of mutual diversity and similarity on small group creativity. 

Sixty-four college students performed the Unusual Uses Task individually and in pairs. We set up two 

conditions in the task of pairs; participants’ attention was drawn to the diversity of their ideas in one and 

to their similarity in the other. Results indicated that groups in the diversity attention condition generated 

marginally more ideas, which is an indicator of group productivity, than those in the similarity attention 

condition. Additionally, the ideas generated in the diversity attention condition were more creative than 

those in the similarity attention condition. Findings indicated that the groups tended to become more 

productive and creative when their attention was drawn to the mutual diversity of their ideas.


