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第1章 序論 

1.1. はじめに 

 人は様々な場面で，既存の考え方にとらわれない発想が求められる。それは，社会全体の

大小様々な問題の解決を目指すことから，日常生活をよりよいものにすることまで多岐に

わたる。例えば，災害などの緊急時に，必要な資源が不足していれば，手元にある他の資源

を使って解決を試みる必要がある。また，新しい商品を開発する際には，現在の技術を活用

しながらこれまでにない新しいコンセプトを考える必要がある。より日常的な場面では，

日々の食事のメニューを考える際に，材料を普段とは異なる組み合わせで新しいメニュー

を試してみることもそれに当たる。 

 しかし，既存の考え方にとらわれずに発想することは，多くの人にとって容易にできるこ

とではない。なぜなら，人はこれまでの経験から，物事に対して固定的な見方を形成してい

るためである。既存の考え方にとらわれない新しい発想のためには，固定的な見方を解消す

る必要がある。固定的な見方を解消し，新しい発想をするために有効な方法については，こ

れまで十分に検討されていない。そのため，本論文では，その方法を明らかにすることを目

指す。 

1.2. 本論文で扱う創造的思考の範囲 

 本論文では「既存の考え方にとらわれない新しい発想」のために有効な方法を明らかにす

ることを目的とする。この「既存の考え方にとらわれない新しい発想」は，創造的思考の中

の一部分である。以下では，創造的思考の中で，「既存の考え方にとらわれない新しい発想」

が指す範囲，及び，その範囲に着目する意義を 3 つの観点から説明する。3 つの観点は（1）

誰にとっての創造性か，（2）創造的であるとみなされる性質とは何か，（3）創造性を生み出

すプロセスは特殊なものか，である。 

1.2.1. 誰にとっての創造性か 

 1 つ目の観点は，誰にとっての創造性か，ということであり，創造性が社会全体にとって
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のものか，個人にとってのものか，という観点である。本論文で対象としたい創造性は，一

般的な人々の日常生活の中で達成される「既存の考え方にとらわれない新しい発想」であり，

個人にとっての創造性である。 個人にとっての創造性は，人々の日常生活をよりよくする

ために重要なものであるためである。社会全体にとっての創造性は Big-C (eminent 

creativity) ，個人にとっての創造性は little-c (everyday creativity) と呼ばれる (Kaufman & 

Glâveanu, 2019)。この呼び方からわかるように，個人にとっての創造性は，社会にとっての

創造性よりも小さいものである。Big-C は，歴史的，社会的に大きな成果として認められる

ような創造性を指す。具体的には，実際に歴史的，社会的に成果として認められている人や

産物を対象とする。科学的発見や，芸術的作品などは Big-C であり，社会の中での新しさや

価値が重要視される。それに対して，個人にとっての創造性は，little-c という呼び方に現れ

ているように，社会的に広く認められるようなものではない。自分自身が，これまでには思

いつかなかった新しいアイデアを生み出すことができれば，それはその個人にとっての創

造性と言うことができる。個人にとっての創造性は，社会にとっての価値は大きくないかも

しれないが，人々が自身の日常生活をよりよくするという観点では重要なものである。 

社会にとっての創造性と，個人にとっての創造性では，社会における価値の大きさという

点では異なるかもしれないが，それぞれの創造性が達成されるプロセスは変わらないと考

えられる。社会にとっても，個人にとっても，新しい発想をするためには，既存の考え方に

とらわれずに考える必要がある点は共通している。そのため，どのようにしてこのような，

既存の考え方にとらわれずに発想することができるかを検討するためには，社会にとって

の創造性と個人にとっての創造性ではどちらを扱っても，本質的な点は変わらないと考え

られる。そこで本研究では，より検討しやすい創造性として個人にとっての創造性について

検討する。社会にとっての創造性として考えられる科学的発見や芸術的作品の創造は，生じ

る場面が限られており，検討が容易ではない。どちらの創造性も本質的に同じプロセスが生

じると考えると，個人にとっての創造性を検討することで，どちらの創造性も検討すること

が可能であると考えられる。 

1.2.2. 創造的であるとみなされる性質とは何か 

 2 つ目の観点は，創造的であるとみなされる性質とは何かということである。本論文では，

独自性 (originality) を最も重要であると考える。本論文で独自性を重視するのは，本論文で

扱うのが「既存の考え方にとらわれない新しい発想」であり，既存の考え方，すなわち多く
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の人が一般的に思いつきやすい発想ではなく，「他の人では思いつかない」発想であること

を意味する独自性が検討したい内容を反映している性質であるためである。 

一方で，その発想が，単に斬新なだけで実際には使えない，でたらめなものである，とい

うことでは意味がないという考え方もある。Finke et al (1992 小橋訳 1999) では，実験で参

加者から得られた発想に対して，創造的かを判断するにあたり，独自性に加えて，実用性の

評価も行っている。実用性は，その発想が実際に使えるものとして価値や能力を有している

かという性質である。独自性と実用性を両方検討する方法は，その後の研究でも踏襲される

傾向にある（例えば，阿部，2010; 石井・三輪, 2001）。しかし，発想の価値は文脈によって

変化するものであるため，評価は容易ではない。本論文では，創造的な発想として，まず独

自であることが重要であると考えているため，独自性を主要な性質として扱うこととし，価

値の観点は重視しない。ただし，必要に応じて，発想がでたらめなものではないことを評価

するための観点を加えることとする。 

1.2.3. 創造性を生み出すプロセスは特殊なものか 

 3 つ目の観点は，創造性を生み出すプロセスを特殊なものとして捉えるか，通常の認知プ

ロセスとして捉えるかである。特殊なプロセスとして捉える立場では，創造性が生じる場合

だけに限定したプロセスを仮定する。例えば，創造性が生じるためには，それを行う個人が

天才的な能力を持っている必要があると考える場合がそれにあたる。それに対して，通常の

認知プロセスとして捉える立場では，創造性が生じる場合に限定したプロセスを仮定しな

い。すなわち，創造的かどうかとは関係のない問題解決のプロセスのように，初期状態から

目標状態までの解法の探索として捉え，記憶や注意に基づいて説明できると考える。本論文

では，「既存の考え方にとらわれない新しい発想」は特殊なプロセスによって生じるのでは

なく，人が普段から行う通常の認知プロセスの中で生じるものであると考える通常のプロ

セスとして捉える立場に立つ。特に，通常の認知プロセスとして，記憶内の知識の活性化に

焦点を当てる。活性化した知識を用いて発想するのは，その発想が創造的であってもそうで

なくても変わらない。以下では，創造性を特殊なものとしてではなく，通常の認知プロセス

と変わらないものとして扱うアプローチの意義について述べる。 

本論文と同じように，創造性を特殊なプロセスによるものではないと考える立場に

Weisberg (2006) がある。Weisberg (2006) は，創造的思考に関する研究のレビューを行い，

創造的思考における認知プロセスに関して「創造的思考が特殊なプロセス (extraordinary 
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processes) か，通常のプロセスか (ordinary processes) か」という問題に対して，創造的思考

は特殊なプロセスというよりは，通常の問題解決と同様のプロセスであると考えるのが妥

当であると結論付けている。もし創造性が特殊なプロセスによって生じるものであるなら

ば，どのような人や状況で生じるものなのか予測することができない。それに対して，通常

の問題解決と同様のプロセスとして考えることにより，創造性が生じる状況を特定するこ

とが可能になる。また，創造性が生じる状況を引き起こすような介入を検討することも可能

になる。このように，創造性を通常の問題解決と同様のプロセスとして考えることは，それ

を促進する方法を考えるうえで意義がある。 

さらに Weisberg (2006) は，創造的なアイデアは，人のそれまでの学習や記憶などの過去

とつながっているものであるとしている。通常の問題解決の場面では，それまでに経験した

ことに基づいて考えることで効率的に問題を解決することができる。しかし，新しい問題に

直面したときや，これまでとは異なる発想が求められるような場面では，それまでの経験で

有効であった知識がかえって解決を妨げることがある。発想をする際には，それまでに学習

した知識を使う必要があるが，それにとらわれずに発想することが重要であると考えられ

る。したがって，本論文では，「既存の考え方にとらわれない新しい発想」を可能にするプ

ロセスとして知識の活性化に着目する。 

1.3. 創造的思考における「目立たない」知識の活性化の重要性 

前節では，「既存の考え方にとらわれない新しい発想」とは創造的思考の中でも，他の人

では思いつかない，これまでとは異なるという意味での独自なものであり，これを達成する

ために必要な認知プロセスは創造的思考に限定される特殊なプロセスではなく，個人にと

っての創造性を検討することで明らかにできるものであるとまとめた。本論文では，これを

促進するために有効な方法を明らかにするため，発想のもととなる知識の活性化に着目す

る。以下では，知識の活性化が発想においてなぜ重要であるのか，またどのような知識の活

性化が新しい発想につながるのか，について述べる。 

発想における知識の活性化の重要性を示すにあたり，同様に発想における知識の活性化

に着目した研究として Nijstad & Stroebe (2006) を挙げる。Nijstad & Stroebe (2006) はアイデ

ア生成プロセスを，記憶検索プロセスとして捉えている。彼らのモデルでは，アイデア生成

のプロセスは 2 段階に分けられている。第 1 段階は，入力された課題情報と関連する知識
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が，個人の意味ネットワーク内で活性化する記憶検索の段階である。第 2 段階は，活性化し

た知識を使ってアイデアを生成する段階である。例えば，タオルの使用法を考える場面があ

るとする。このとき，まずタオルに関連する知識，例えば，タオルの有する特徴に関する知

識が活性化する。例えば，「水分を吸収する」という知識が活性化すると，それをもとに「雑

巾を作る」というアイデアが生成される。このように，第 2 段階で生成されるアイデアは，

第 1 段階で活性化される知識に基づいていることから，生成されるアイデアの量や質は，活

性化している知識の量や質によって規定されると考えられる。つまり，量の面では，活性化

する知識が多いほど，生成されるアイデアも多くなる。質の面では，活性化する知識の内容

がアイデアの内容に反映される。活性化する知識には，一般的に多くの人にとってすぐに思

いつきやすいものがある一方で，多くの人にとってすぐには思いつきにくいものもある。こ

の「一般的に多くの人にとって思いつきにくい知識」を本論文では「『目立たない』知識」

と呼ぶ。 

発想の際に，関心下の対象からは一般的に思いつきにくい知識，すなわち，「目立たない」

知識を使うことが創造的な成果につながっていることを示す逸話的事例は古くから存在し

ている。例えば， 夢の中で尾を噛んで環状になっているヘビをみてベンゼンの分子構造を

思いついたというケクレの発見や，犬の毛についたごぼうの実のイガからマジックテープ

が発明されたことなど，一見無関連に見える知識を使って発想することが創造的な成果と

なることがある (Holyoak & Thagard, 1995)。これらの例における「目立つ」知識とは，ベン

ゼンの分子構造の例では，他の分子の構造に関する知識，マジックテープの例では布や繊維

に関する知識，のように関心下の対象と同じ文脈で扱われる知識である。それに対して，夢

の中のヘビや，犬についたイガは，関心下の対象とは異なる文脈の知識であるという点で

「目立たない」知識であると言える。しかし，文脈が異なる知識であっても，関心下の対象

と視覚的に類似しているということから発想に用いられており，その結果として創造的な

成果につながっている。 

 また，「目立たない」知識を用いることができる人ほど創造的であるということを示す知

見もある。人の知識構造は，ネットワーク構造を成しており，関連性が高いものほど，その

ネットワーク内で近くにあり，関連性が低くなるほど離れたところにあると考えられてい

る。一般的には関連性が低いと考えられる知識同士であっても，その捉え方には個人差があ

り，一般的には離れたところにある知識同士が近くにある人もいる。Mednick (1962) は，デ

ザインを専攻する学生を対象に，無関連に見える 3 つの単語に共通して関連する 1 つの単
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語を見つける（例えば，“rat”, “blue”, “cottage”という 3 つの単語全てに関連があるの

は“cheese”である）という遠隔連想課題 (Remote Associates Task) のパフォーマンスと，専

門家である教員からの創造性パフォーマンスの評価との間の関連を検討している。その結

果，遠隔連想課題のパフォーマンスと学生の創造性パフォーマンスの間には正の相関があ

ることが示されている。また，Kenett, Anaki, & Faust (2014) は，知識構造の特徴と創造性の

関連を検討している。具体的には，参加者に対して自由連想課題への回答を求め，参加者が

刺激語から連想した知識をもとにして，参加者個人の知識構造の特徴を特定し，創造性課題

のパフォーマンスに基づいて参加者を創造性の高い群と創造性の低い群にわけ，知識構造

を比較した。その結果，創造性の高い群は一般的には思いつきにくいとされる知識，すなわ

ち「目立たない」知識にアクセスしやすい知識構造を有していることが示された。同様に，

Benedek et al. (2017) は単語間の関連性を判断する課題を行うことにより，参加者個人の知

識構造の特徴を特定し，関連性の低い知識へアクセスしやすい知識構造をもつ人ほど創造

性課題のパフォーマンスが高くなることを示している。 

「目立たない」知識を用いて発想することを促すことで，新しい発想による問題解決が促

進されることを示す研究も存在する。例えば，McCaffrey (2012) は，関心下の対象の「目立

たない」特徴を探索するトレーニングとして Generic Parts Technique を開発した。このトレ

ーニングでは，参加者に対して，対象となる事物を，それを構成するパーツに細かく分解し

たあと，そのパーツの用途が連想されない記述に変更するよう求めた。その結果，このトレ

ーニングを行った場合は，行わなかった場合に比べて，対象の「目立たない」特徴への着目

が増え，洞察問題解決のパフォーマンスが高くなることが示された。 

1.4. 「目立たない」知識の活性化の困難 

前節で示したように，「目立たない」知識を用いることでこれまでにない新しい発想が促

される。しかし，そのような「目立たない」知識を自発的に用いることは簡単なことではな

い。なぜなら，通常は，対象から即座に連想される「目立つ」知識だけを用いてしまう傾向

にあるからである。Brown, Tumeo, Larey, & Paulus (1998) は発想における知識の活性化はカ

テゴリ毎に生じると主張している。彼らによると，関心下の情報が属しているカテゴリ内の

知識が活性化し，その知識をもとにしてアイデアが生成される。そして，そのカテゴリ内で

の知識の活性化およびアイデアの生成が終わると，別のカテゴリでの知識の活性化が生じ
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る。ただし，別のカテゴリへの移りやすさは，カテゴリ間の連合強度によって決まるため，

連合が強いカテゴリでは知識の活性化が起こりやすいが，連合が弱いカテゴリでは知識の

活性化が起こりにくい。  

 このように，即座に思いつく「目立つ」知識だけを使ってしまい，「目立たない」知識を

使うことができないことで，問題解決が阻害されることが示されてきている。Duncker (1945) 

は，物の通常よく使用する機能にだけ着目してその使い方を考える傾向，すなわち，機能的

固着という現象の存在を指摘した。また，発想の際に，例を示すことによって，例示された

情報に固着してしまうことも示されている。すなわち，例の中に含まれる特徴がこの状況で

は「目立つ」特徴となり，それ以外の特徴は「目立たなく」なってしまうということである。

Smith, Ward, & Schumacher (1993) は新しいおもちゃや架空の生き物をデザインする課題を

行う際に，事前にデザインの例を見せると，例に含まれる特徴が参加者によるデザインの中

にもより多く含まれていることを示している。また，「例とは異なるデザインを生成するよ

うに」という教示を行ったとしても，例を呈示しないときに比べて例がもつ特徴が多く含ま

れており，例に含まれる特徴とは異なる特徴を意識的に考えようとしても難しいことが示

されている。このような例への同調効果は，その後行われた追試研究においても再現されて

いる (Chrysikou & Weisberg, 2005; Marsh, Bink, & Hicks, 1999; Marsh, Landau, & Hicks, 1996; 

Marsh, Ward, & Landau, 1999)。 

 他にも，たとえ問題間で構造的特徴が共有されていたとしても，表面的な特徴が異なって

いた場合には，転移が生じにくいということからも，「目立たない」特徴を用いることの難

しさがうかがえる。例えば，Gick & Holyork (1980) は，参加者に 2 つの構造的に類似した文

章題を順に解くよう求め，先に行った文章題で学習した解法が，次の文章題にも適用される

かを検討した。その結果，2 つの文章の表層的な特徴が類似していないときには，2 つの文

章の構造的な類似に気づきにくく，先に学習した解法が次の問題に適用されないことが示

された。2 つの文章の構造的な類似に気づかせるためには，前のストーリーが次の問題解決

に役に立つものであるというヒントを与える必要があった。すなわち，問題中の「目立つ」

特徴である表層的な特徴が異なる場面では，2 つの問題は関係がないものであると捉えられ

てしまい，前のストーリーで学習した解法に関する知識を自発的には用いることができな

かったということである。 
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1.5. 「共通点の探索」の提案 

ここまでをまとめると，新しい発想のためには「目立たない」知識を用いることが重要で

あるが，それは自然な状態では難しいと言える。そのため，「目立たない」知識を用いるこ

とを促すための介入が必要である。先述の McCaffrey (2012) は，具体物の機能的固着を解消

するための介入が検討されているが，その効果は，洞察問題解決の課題のみを対象として検

討されている。しかしながら，発想の文脈では対象のもつ機能だけではなく様々な知識が活

性化してアイデアの材料として用いられる。そのため，機能的固着の解消だけでなく，対象

のもつ物理的な特徴や機能的な特徴だけに限らない知識の活性化に着目して，目立たない

知識の活性化を促進する方法について明らかにする必要がある。本論文では，「目立たない」

知識の活性化を促進する方法として，「関連性の低い 2 つの対象間の共通点の探索」を提案

する。 

一見すると共通する特徴を持たないようにみえる関連性の低い 2 つの対象間に共通点を

探索することは，通常の連想とは異なる知識の活性化を引き起こす。Figure 1-1 には，ある

対象の特徴に関する知識の活性化の様子について，通常の連想と「共通点の探索」の比較を

図示している。Figure 1-1 における，対象と特徴を結ぶ線の長さと特徴の文字の大きさは，

特徴に関する知識の活性化のしやすさを表している。線が短く，文字が大きいほど活性化し

やすい（「目立つ」）ことを意味している。通常，関心下の 1 つの対象について特徴を探索す

るとき，その対象がもつ「目立つ」特徴に関する知識が最初に活性化する (Figure 1-1 の a))。

そして，それらの「目立つ」特徴以外の「目立たない」特徴を見つけることは容易ではない。

それに対して，関連性の低い 2 つの対象同士に共通する特徴を探索するとき， 2 つの対象

がもつそれぞれの「目立つ」特徴は共通していない (Figure 1-1 の b))。そのため，それぞれ

の対象にとって「目立つ」特徴だけでなく「目立たない」特徴にも探索を広げる必要がある。

つまり，関連性の低い 2 つの対象間に共通点を探索することにより，1 つの対象だけから連

想する場合では活性化しない，「目立たない」特徴に関する知識が活性化すると考えられる。 
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Figure 1-1. 通常の連想と共通点の探索の違い 
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関連性の低い 2 つの対象間に共通点を発見することは容易ではないと考えられるが，不

可能ではないことが示されている (Wisniewski & Bassok, 1999; Barsalou, 1983)。Wisniewski & 

Bassok (1999) は，対象同士が分類学的には異なるカテゴリに属していたとしても，ある主

題 (theme) のもとで異なる役割を果たすことによって関連しているとき，類似性が高く判

断されることを明らかにしている。例えば，「人がビールを飲む」という命題においては，

「飲む」という主題に対して，「人」と「ビール」は異なる役割を果たしている。「人」と「ビ

ール」は異なる分類学的カテゴリに属するが，「飲む」という主題に対してそれぞれ役割を

果たすということで関連を持っている。このように，異なるカテゴリに属していたとしても，

ある主題のもとで関連していることを主題的関連と言う。Wisniewski & Bassok (1999) では，

刺激語の組み合わせを分類学的カテゴリの一致・不一致と主題的関連の有・無で操作した類

似性判断課題を用いて，この主張を支持する結果を得ている。 

また，Barsalou (1983) は分類学的に異なる対象同士であっても，特定の目標を共有する場

合に一時的にアドホックカテゴリ（ad hoc category，または目標関連カテゴリ goal-derived 

category）が構成されることを明らかにしている。例えば，「携帯電話」「カバン」「本」とい

う 3 つの対象は，分類学的カテゴリは異なるが「外出時に持っていくもの」というアドホッ

クカテゴリでまとめることができる。このとき，これらは「外出時に使う」という共通した

目標を持っている。分類学的なカテゴリが異なっていることによって特徴を共有していな

いように見えても，共通した目標の存在に気がつくことで，類似しているとみなすことがで
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きるのである。 

さらに，アドホックカテゴリを活性化することが機能的固着の解消に有効であることも

示されている。Chrysikou (2006) は，洞察問題解決課題を行う前に，アドホックカテゴリを

探す訓練を事前に行っておくことの効果について検討している。その訓練は，一般的な事物

を表す単語に対して，その事物の分類学的カテゴリ以外のカテゴリを考えるというもので

ある。例えば，「靴」の場合には，参加者は，分類学的カテゴリとして「履く物」というカ

テゴリが示されたあとで，ほかのカテゴリとして「壁に釘を打ち付けるときに使うもの」な

どを挙げていくことが求められる。この訓練を事前に行う条件と，ほかに洞察問題解決を促

進すると示されている課題として，ある物体の図形を複雑な文脈に関する図の中に位置づ

ける課題を行う条件，ある単語から別の単語を連想する課題を行う条件でのちの洞察問題

解決におけるパフォーマンスを比較している。実験の結果，アドホックカテゴリを探す訓練

を行った条件で，洞察問題解決のパフォーマンスが高くなることが示された。洞察問題解決

では，課題に含まれる物体の普段とは異なった使用法を考える必要がある場合がある。アド

ホックカテゴリを探す訓練を行う条件では，対象に対する普段では目にしない特徴に焦点

が向くようになる思考の構えが形成され，そしてその思考の構えが，通常とは異なる使用法

を考えることを促し，結果的に，洞察問題の遂行においても有効に働いたと考えられる。 

以上より，一見関係がなさそうに見える対象同士であっても，主題的な関連や共通する目

標を見出すことで，共通点を発見することができることがわかる。そして洞察問題解決のよ

うに普段とは異なる視点で対象を捉えるように求められる課題において，この思考が有効

であることが示されている (Chrysikou, 2006)。このことから，これまでにない新しいアイデ

アが求められるような場面においても，一見関係がなさそうに見える対象同士の共通点を

探索することが有効であると考えられる。すなわち，関連性の低い 2 つの対象間に発見され

る共通点は，通常 1 つの対象だけを見ていただけでは活性化しにくい「目立たない」知識で

あり，「目立たない」知識の活性化が促進されることにより，それを活用した独自なアイデ

アの生成の促進につながると考えられる。 

1.6. 本論文の目的と構成 

本論文の目的は，共通点の探索によって創造的思考が促進されるかを検討することであ

る。この目的に照らして，3 つのステップで研究を行う。本論文の構成を Figure 1-2 に示す。 
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Figure 1-2. 本論文の構成 
 

 

まず 1 つ目のステップでは，共通点の探索が「目立たない」知識の活性化を促進するかを

確認する。研究 1 では，共通点の探索と通常の連想との比較を通して，共通点の探索の有効

性を検証する。研究 2 では，共通点を探索する対象間の関連性の程度が「目立たない」知識

の活性化に及ぼす影響を検討する。 

続いて，2 つ目のステップとして，共通点の探索のプロセスを詳細に検討する。研究 3 で

は，課題遂行時の発話プロトコルの分析を行う。研究 4 では，研究 3 とは異なるアプローチ

によって共通点探索プロセスを明らかにするため，共通点の探索と類似した認知プロセス

を有すると想定される他の課題との関連を通した検討を行う。 

最後に，3 つ目のステップとして，共通点の探索が創造的思考を促進するかについて検討

する。研究 5 では，共通点の探索の創造的思考への活用可能性を検討するため，共通点の探

索がアイデア生成に及ぼす影響を検討する。 
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第2章 共通点の探索の有効性の実証：通常の知識連想との比較【研究 1】 

2.1. 問題と目的 

研究 1 では，共通点の探索と通常の連想との比較を通して，共通点の探索の有効性を検証

する。具体的には，関連性の低い 2 つの対象間の共通点の探索を行うことにより，対象を単

体で見て特徴を探索する場合には着目されない「目立たない」知識の活性化が促進されるか

を検討する。第 1 章で述べた通り，関連性の低い 2 つの対象間で共通点を探索する過程で

は，通常 1 つの対象から活性化する「目立つ」特徴に関する知識だけではなく，「目立たな

い」特徴に関する知識にも活性化を広げることになる。そのため，結果的に 1 つの対象から

知識を活性化させる場合よりも「目立たない」知識の活性化が促進されると考えられる。 

 研究 1 では，2 つの実験によってこの仮説を検討する。実験 1 では，1 つの対象から連想

される知識を挙げる場合に比べて，2 つの対象間で共通点を探索する場合に，「目立たない」

知識の活性化が促進されるかを検討する。実験 2 では，実験 1 を踏まえ，実験 1 における統

制の不備を改善するとともに，手続きと評価指標を変更し，再度検討を行う。なお，2 つの

対象間で共通点を探索する場合の対象間の関連性が高い場合と低い場合の比較は研究 2（第

3 章）で行う。 

また，知識が「目立つ」程度を反映する指標として「一般的に人がその知識を即座に思い

つくか」ということを用いる。これは，本論文では「『目立たない』知識」を「一般的に多

くの人にとって思いつきにくい知識」と定義しているためである。具体的には，実験 1 で

は，第三者による「思いつきやすさ」の主観評価を行い，実験 2 では，それに加えて，回答

の頻度に基づいて「思いつきやすさ」を算出する。 

2.2. 実験 1 

実験 1 の目的は，関連性の低い 2 つの対象間に共通点を探索することにより，「目立たな

い」知識の活性化が促進されるかを検討することである。2 つの対象間に共通点を探索する

条件と対象 1 つだけを見て連想する条件を設定し，参加者によって記述される内容が第三
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者から見てどの程度思いつきやすいものであるかを比較する。共通点を探索することによ

り，「目立たない」知識の活性化が促進されると考えられる。したがって，1 つの対象だけ

をみて連想語を列挙する場合に比べて，関連性の低い 2 つの対象間に共通点を探索した場

合に，第三者からみて思いつきにくい内容が記述されると予測する。 

2.2.1. 実験 1 方法 

参加者 

名古屋大学の大学生・大学院生 50 名（男性 20 名，女性 30 名）が参加した。参加者の平

均年齢は 19.88 (SD = 1.61) であった。参加者は，参加報酬としてコースクレジットまたは

1000 円を受け取った。 

実験計画 

 知識の探索方法を要因とする 1 要因 2 水準参加者間計画であった。参加者は共通点探索

条件と単一対象連想条件の 2 条件のいずれかにランダムに割り当てられた。各条件の人数

は，共通点探索条件が 24 名（男性 10 名，女性 14 名），単一対象連想条件が 26 名（男性 10

名，女性 16 名）であった。 

材料 

 課題で用いる刺激語としてカタカナ 3 文字からなる物や生き物を表す語 18 語を使用し

た。水野・柳谷・清河・川上 (2011) の連想語頻度表において，刺激語として用いられたカ

タカナ 100 語から，3 モーラでない語，長音の入っている語 7 語を削除し，実在するものや

生き物などの名詞 45 語を選定した。そのうち，その語で指示される具体物が 1 つに定まら

ないと判断した 5 語（「ガラス」，「バトン」，「マスク」，「ビデオ」，「ラジオ」）を除いた 40

語を使用した。その 40 語のうち 36 語を使用して，分類学的カテゴリが同じである組み合

わせ 18 組を作成した（研究 2 で使用する）。そのうち無作為に 9 組を選択し，分類学的カテ

ゴリが異なる組み合わせとなるように組み替えた。残りの 4 語は分類学的カテゴリが同じ

である組み合わせを作成できなかったため，無作為に組み合わせ，練習試行で使用すること

とした（「パイプ – ボトル」と「ピアノ – ナイフ」）。単語の選定および組み合わせの作成

は著者と心理学を専門とする研究者の 2名の合議により行った。刺激語をTable 2-1に示す。 
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Table 2-1 

実験 1 で用いた共通点探索課題の刺激語 

イチゴ – テレビ 

カメラ – メロン 

コアラ – ブラシ 

サンゴ – ワイン 

タオル – キムチ 

テント – モグラ 

トマト – マイク 

ミシン – パンダ 

ミルク – ベンチ 

 
 

手続き 

 実験は PC が 1 台設置された実験室において 1 人ずつ個別に実施した。PC は Dell 社製

Precision T1650，OS は Windows 7，モニターサイズは 24 インチ（解像度 1920×1200）であ

った。はじめに，共通点探索条件・単一対象連想条件ともに，刺激語の関連性の程度を評価

する関連性判断を行った。その後，条件毎に異なる課題を行った。そして最後にアイデア生

成課題を行った。関連性判断およびアイデア生成課題は本研究の検討対象ではないため，本

章では報告しない（アイデア生成課題に関する方法および結果については研究 5 実験 1 で

報告する）。課題終了後に性別，年齢，母語について尋ねた。 

 関連性判断では，PC 画面上に呈示される 2 つの単語について関連性がどの程度あると思

うかを 7 段階（1：全く関連していない～7：とても関連している）で評定し，キーボードの

1～7 のいずれかのボタンを押すよう求めた（評定値の 2～6 は数字のみを示した）。Cedrus

社製 SuperLab 4.5 を用いて，反応したボタンと反応時間を記録した。制限時間は設けなかっ

たが，あまり悩まず直感で回答するように教示した。「ピアノ ナイフ」を用いた練習を行

い，質問やわからない点などの確認を行ってから，本試行を実施した。 

 共通点探索条件の参加者には， PC 画面上に呈示される単語対について，その共通点を考
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え，回答用紙にボールペンを使って書き出すよう求めた。単語対毎に 1 試行とした。回答用

紙は 1 試行につき A4 用紙 1 枚で，10 個分の回答欄を設けた。参加者には，注意事項とし

て，一度書いたものは消したり修正したりしないこと，その共通点を聞いた人が納得して，

かつ，意外性を感じるようなものを考えること，という 2 点を伝えた。制限時間は 1 試行に

つき 1 分 30 秒で，思いつかない場合でも制限時間内は考え続けるように教示した。はじめ

に「パイプ ボトル」を用いて練習を行い，質問やわからない点の確認を行ってから本試行

9 試行に取り組んだ。所要時間は約 15 分であった。 

 単一対象連想条件の参加者には，刺激語を 1 つずつ呈示し，呈示される単語を見て思い浮

かぶ物事を挙げるように求めた。刺激語毎に 1 試行とした。回答用紙は 1 試行につき A4 用

紙 1 枚で，回答欄を 1 つ設けた。参加者には，注意事項として，一度書いたものは消したり

修正したりしないこと，思い浮かぶ物事を自由に書いてよいこと，の 2 点を伝えた。制限時

間は 1 単語につき 45 秒であった。はじめに「パイプ」と「ボトル」を１つずつ呈示して練

習を行い，質問やわからない点の確認を行ってから本試行 18 試行に取り組んだ。所要時間

は約 15 分であった。 

2.2.2. 実験 1 結果 

データの除外 

本研究では日本語を材料として使用していることから，日本語母語者から得られたデー

タのみを分析対象とすることとした。そのため，日本語を母語としない参加者 3 名のデータ

を分析から除外した。3 名のうち 1 名は共通点探索条件，2 名は単一対象連想条件に割り当

てられた参加者であった。次に，課題の途中で冊子のページを飛ばして回答をした参加者 1

名のデータについて，実験が正常に実施されなかったため，分析から除外した。この参加者

は単一対象連想条件に割り当てられた参加者であった。最後に，単一対象連想条件において，

回答欄に絵を描いた参加者 2 名，および回答を円状に記述した参加者 2 名の計 4 名を分析

から除外した。教示では，回答の記述方法に制限を設けておらず，絵を描くことおよび円状

に記述することについては禁止していなかったが，分析に際しては，言語的な回答のみを扱

うこととし，またその回答の順序も考慮したため，これらのデータは分析から除外した。分

析対象となった人数は共通点探索条件 23 名，単一対象連想条件が 19 名であった。分析対

象となった回答について，1 刺激語あたりの平均回答数を算出したところ，共通点探索条件
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が 2.10 (SD = 0.28)，単一対象連想条件が 7.47 (SD = 0.56) であった。 

特徴と連想語の思いつきやすさ 

参加者の回答の思いつきやすさを仮説を知らない大学院生 2 名が評定した。評定者には

「次のそれぞれの項目は『イチゴ』から連想される特徴・関連語としてどのくらい思いつき

やすいですか？あなた自身にとってどのくらい思いつきやすいかを評定してください」と

教示し，1（全く思いつかない）～7（すぐに思いつく）までの 7 段階で評定するように求め

た（評定値の 2～6 は数字のみを示した）。『 』に入る刺激語は 1 名には刺激語リスト（Table 

2-1）の左の列の単語 9 語を呈示し，もう 1 名には，刺激語リストの右の列の単語 9 語を呈

示した。そのため，共通点探索条件の参加者の回答は，同一の内容であっても異なる刺激語

に対する回答として評定された。すなわち，「イチゴ テレビ」に対する「人気がある」と

いう回答については，「イチゴ」から連想される特徴・連想語として評定する場合と，「テレ

ビ」から連想される特徴・連想語として評価される場合があったということになる。一方，

単一対象連想条件の参加者の回答は，同一参加者の回答が，刺激語リスト（Table 2-1）の左

右どちらの刺激語に対する回答かによってわけて評定された。なお，評定者に対しては，各

刺激語に対する両条件の参加者の回答を，ランダムな順に並べ替えた状態で呈示した。誤字

も含め，参加者による記述をそのまま呈示した。また，参加者による回答が他の参加者の回

答と完全に同一であるもの，表記のみ異なるもの，その他，意味的に同一とみなしうるもの

も含まれていたが，それらはまとめず，別の回答として呈示した。呈示した回答数は，刺激

語リスト（Table 2-1）の左列の刺激語に対する回答が 1695，右列の刺激語に対する回答が

1731 であった。 

 分析に際して，共通点探索条件の参加者の回答に対する評定値は 2 名の評定者の平均値

を用い，単一対象連想条件の参加者の回答に対する評定値は，それぞれ 1 名の評定者による

評定値を用いた。次に参加者毎に平均値を算出した。回答の思いつきやすさ得点の条件別の

平均値および標準偏差を Figure 2-1 に示す。対応のない t 検定の結果，共通点探索条件に比

べて単一対象連想条件において思いつきやすさ得点が有意に高かった (t (40) = 7.80, p < .001, 

d = 2.42)。このことから，共通点探索条件において単一対象連想条件に比べて「目立たない」

知識が活性化されていたと言える。この結果から，関連性の低い 2 つの対象間の共通点の探

索は，「目立たない」知識の活性化を促進する効果があることが示された。 
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Figure 2-1. 思いつきやすさ得点の条件別平均値 

（エラーバーは標準偏差） 
 

2.2.3. 実験 1 考察 

 結果は，共通点探索条件において単一対象連想条件よりも思いつきやすさが低いという

ものであり，共通点の探索が「目立たない」知識の活性化を促進するという予測と一致する

ものであった。ただし，課題も残っている。第一に，条件間で，共通点を探索するというこ

と以外の状況も異なっていたことが挙げられる。共通点探索条件では，「その共通点を聞い

た人が納得して，かつ，意外性を感じるようなものを考えること」と共通点の質について強

調した教示を行っているが，単一対象連想条件ではこうした教示は含めていなかった。その

ため，このように共通点の質，特に意外性を強調する教示を加えたことが思いつきやすさの

差に影響した可能性がある。意外性を強調する教示がなくとも共通点の探索のみで「目立た

ない」知識の活性化が促進されるかを検討する必要がある。第二に，活性化する知識の内容

について，特徴とそれ以外の知識との区別を想定していなかったことが挙げられる。実験 1

では，参加者によって自由に回答される内容にどのような知識が含まれるのかについては

特に想定をしていなかった。しかし，実際には，対象が持つ「特徴」に関する内容，すなわ

ち，対象それ自体の性質や対象の属するカテゴリを記述する内容と，その特徴を共有する

「別の事物」に関する内容が含まれていた。例えば，イチゴから「赤い」，「甘い」，「果物」
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と回答された場合，これらは，対象であるイチゴそれ自体の性質や属するカテゴリなどの特

徴を記述している。すなわち，「イチゴは赤い」，「イチゴは甘い」，「イチゴは果物（という

カテゴリに属するもの）である」というように，「X（対象）は A（特徴）である」というよ

うに表記することができるものが特徴である。それに対して，イチゴから「リンゴ」と回答

された場合には，これはイチゴそれ自体の性質や属するカテゴリを記述しているのではな

く，「赤い」，「甘い」，「果物である」といった，イチゴのもつ特徴を共有する別の事物が連

想されていたことになる。このことから，知識の活性化においては，まず対象の持つ特徴に

関する知識が連想され，その後に，その特徴を有する別の事物まで連想が広がると考えられ

る。共通点の探索を行うことにより，対象の「目立たない」特徴に着目することができ，そ

れが結果的にその他の「目立たない」知識の活性化につながると考えられる。この点につい

ては特徴を連想する段階とその特徴を共有する別の事物を連想する段階をわけて，詳細に

検討する必要がある。第三に，思いつきやすさの評価について，大学院生 2 名による主観評

定のみであったことが挙げられる。すなわち，一般的にみてどの程度思いつきやすいもので

あるかどうかということを反映する指標としては評定者の人数が少ないこと，参加者と評

定者の属性が異なっていることが課題である。また，評定者による主観評定だけではなく，

思いつきやすさを反映する客観的な指標を用いた検討も必要である。 

2.3. 実験 2 

実験 1 では，関連性の低い 2 つの対象間に共通点を探索することにより，「目立たない」

知識の活性化が促進されることが示された。実験 2 では，実験 1 における統制の不備を改

善するとともに，手続きと評価指標を変更し，再度検討を行う。第一に，共通点を探索する

条件において「意外性のあるもの」など質的な側面を強調する教示がなくても共通点探索が

有効性を示すかを検討する。第二に知識の活性化を，対象のもつ「特徴」への着目と，その

特徴をもつ「他の事物」の連想に区別した検討をするため，記述する内容を「特徴」と「そ

の特徴から連想される他の事物」にあらかじめわけて記述することを求め，それぞれの記述

内容の思いつきやすさを比較する。第三に，思いつきやすさの評価に関して，より一般的な

思いつきやすさを反映した指標となるように，評定者の人数を増やす。さらに，主観評定だ

けでなく，回答の頻度に基づいて思いつきやすさを算出した客観的な指標を用いる。実験 2

ではこれら 3 点を変更した上で，実験 1 と同じ検討を再度行う。 
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2.3.1. 実験 2 方法 

参加者 

名古屋大学の大学生・大学院生 79 名（男性 32 名，女性 47 名）が参加した。年齢につい

て回答した参加者の平均年齢は 19.43 (SD = 1.44)であった（1 名が年齢を回答しなかった）。

参加者は，参加報酬としてコースクレジットまたは 500 円を受け取った。 

実験計画  

実験 1 と同様に，知識の探索方法を要因とする 1 要因 2 水準参加者間計画であった。共

通点探索条件と 2 つの単一対象特徴探索条件の 3 条件を設定し，参加者はいずれかにラン

ダムに割り当てられた。2 つの単一対象特徴探索条件は使用する材料が異なっていた（詳細

は「材料」において述べる）。各条件の人数は共通特徴探索条件が 26 名（男性 14 名，女性

12 名），単一対象特徴探索条件 (A) が 24 名（男性 8 名，女性 16 名），単一対象特徴探索条

件 (B) が 29 名（男性 10 名，女性 19 名）であった。 

材料  

実験 1 と同様にカタカナ 3 文字からなる物や生き物を表す語 18 語を使用した。ただし，

文字が共通するという表面的な点に着目して意味的な側面の他の共通点が発見できなくな

ることを避けるために，実験 1 で用いた単語対のうち同じ文字を含む単語対（「トマト マ

イク」，「コアラ ブラシ」，「ミシン パンダ」，「カメラ メロン」，「サンゴ ワイン」）を

除外し，新たに別の単語対を作成して差し替えた。実験 1 で初めに選定した 36 語のうち使

用しなかった単語を使って，共通した文字を含まない単語対を作成した。使用した刺激語の

リストを Table 2-2 に示す。共通特徴探索条件には単語対を，単一対象特徴探索条件 (A) に

はリストの左側の単語（セット A）を，単一対象特徴探索条件 (B) にはリストの右側の単

語（セット B）を呈示した。 



第 2 章（研究 1） 

20 

 

Table 2-2 

実験 2 で用いた共通点探索課題の刺激語 

セット A  セット B 

インク － メダカ 

カルタ － ランプ 

コイン － ベルト 

タイヤ － パズル 

バケツ － メダル 

イチゴ － テレビ 

タオル － キムチ 

テント － モグラ 

ミルク － ベンチ 

 
 

手続き 

手続きは実験 1 と同様であったが，以下の点は異なる。同一スペックのデスクトップ PC

が 1 人 1 台使用できる講義室で 1~5 名同時に実施した。PC はすべて Fujitsu 社製 ESPRIMO 

B532/F，OS は Windows 7，モニターサイズはスクエア 17 インチ（解像度 1280×1024）であ

った。課題の呈示と参加者の反応の記録には Qualtrics を使用した。課題は単語対（または単語）

毎に 1 試行として，特徴探索と単語連想を順に行った。練習 1 試行と本試行 9 試行の計 10

試行を行った。 

 特徴探索では，条件毎に異なる教示のもとに回答を求めた。共通特徴探索条件では，単語

対が呈示され，それらに共通する特徴を 1 つだけ記述するように求めた。刺激語および教示

文の下に注意点として「文字数，表記，濁点の有無，共通する文字の有無など言葉の特徴で

はなく，その言葉が表す事物や生物がもつ特徴について考えてください」と表示した。単一

対象特徴探索条件では，単語 1 つが呈示され，その単語の特徴を 1 つだけ記述するように

求めた。どちらの条件においても制限時間は 30 秒とした。30 秒が経過すると画面上に画面

を切り替えるボタンが表示され，参加者には回答の途中でもボタンを押すように教示した。  
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 単語連想は条件間で共通しており，特徴探索において記述した特徴をもつ他の事物や生

き物を思いついた順に入力するように求めた。教示文には特徴探索における参加者自身の

回答が反映された。例えば，「イチゴ」の特徴として「赤い」と記述した場合，「『赤い』と

いう特徴をもつ他のものや生き物を思いついた順に入力してください」と表示された。入力

できる単語数は最大で 10 個であり，制限時間は 1 分であった。1 分が経過すると画面上に

画面を切り替えるボタンが表示され，参加者には回答の途中でもボタンを押して次の課題

に移るように教示した。 

2.3.2. 実験 2 結果 

データの除外・変更  

まず，参加条件から逸脱していた参加者として，日本語を母語としない 1 名と同じ実験刺

激を使用した別の実験に参加した経験があった 1 名を分析から除外した。いずれの参加者

も単一対象特徴探索条件 (B) に割り当てられた参加者であった。 

 次に，教示に従っていない回答を除外した。単語対（または単語）毎の特徴探索と単語連

想は 1 試行として連続しているため，いずれかの段階で教示に従っていないと判断される

場合は試行単位で分析から除外することとした。特徴探索において，1 つの回答欄に複数の

特徴を記述していた 18 試行を分析から除外した。次に，共通特徴探索条件において，文字

に関する特徴である「カタカナ 3 文字」という回答をしていた 1 試行を分析から除外した。

最後に，無回答であった 12 試行を分析から除外した。なお，この基準に 9 試行すべてが該

当した参加者が 1 名いたため，この参加者のデータは分析には用いられなかった。この参加

者は単一対象特徴探索条件 (B) に割り当てられた参加者であった。 

 最後に，回答時間に関して教示に従っていない回答を確認した。特徴探索および単語連想

の各画面では，制限時間が経過するとページを切り替えるボタンが表示され，参加者には回

答の途中でもボタンを押すように求めた。回答時間が設定よりも著しく長い試行を分析か

ら除外するため，教示に従っていない回答を除外した後の 662 試行の平均回答時間から 3SD

以上長く回答している試行を除外することとした。特徴探索について全体の平均回答時間

は 32.77 (SD = 5.80) 秒であった。平均回答時間から 3SD 以上長く回答に時間をかけていた

4 試行を分析から除外した。単語連想について全体の平均回答時間は 62.60 (SD = 1.41) 秒で

あった。平均回答時間から 3SD 以上長く回答に時間をかけていた 16 試行を分析から除外し
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た。上述の処理の結果，最終的に単一対象特徴探索条件 (B) から 3 名の参加者のデータが

除外され，26 名が分析対象となった。 

 参加者による回答は誤字を含めてそのまま分析に使用したが，共通特徴探索条件におけ

る特徴の記述として単語対の両方の単語について別々の表現を使って記述した 2 試行の回

答については，単語対を構成する各単語に共通する記述となるように変更した。具体的には，

「様々な種類がある・いる」という記述は「様々な種類がある」に，「タイヤはホイールに，

パズルはすきまにはまる」という記述は「はまる」に表現を変更した。 

特徴と連想語の思いつきやすさ 

特徴と連想語の思いつきやすさについて，2 つの指標を用いて検討した。1 つ目は，回答

の頻度に基づいて算出するものであり，2 つ目は，第三者の主観評定によるものである。 

 まず，回答の頻度に基づく思いつきやすさ得点を算出した。参加者全体の中で頻度が少な

い回答であるほど，一般的に思いつきにくいものであると考えることができる。回答毎に，

全員の回答の中での出現率を算出したのち，参加者毎の平均値を算出して分析に使用した。

セットAの単語を基準とした計算には単一対象特徴探索条件 (A) と共通特徴探索条件の回

答を用い，セット B の単語を基準とした計算には，単一対象特徴探索条件 (B)と共通特徴探

索条件の回答を用いた。回答は誤字も含め，参加者による記述をそのまま用いた。出現率を

算出するにあたり，同じ種類とみなしたのは，表記が完全に同一の回答のみである。したが

って，表記のみ異なるもの，その他，意味的に同一とみなしうるものは異なる種類とみなし

た。特徴語について，セット A の 1 刺激語あたりの平均回答数は 46.67 (SD = 1.58)，1 刺激

語あたりの平均回答種類数は 33.22 (SD = 4.12)，セット B の 1 刺激語あたりの平均回答数は

47.56 (SD = 1.42)，1 刺激語あたりの平均回答種類数は 34.44 (SD = 5.59) であった。連想語に

ついては，本研究では特徴から連想される最初の連想語の思いつきやすさに関心があるた

め，参加者毎に連想語の 1 つ目の回答のみを分析対象とした。セット A の 1 刺激語あたり

の平均回答数は 46.33 (SD = 1.58)，1 刺激語あたりの平均回答種類数は 37.89 (SD = 4.48)，セ

ット B の 1 刺激語あたりの平均回答数は 47.11 (SD = 1.26)，1 刺激語あたりの平均回答種類

数は 38.78 (SD = 3.03) であった。 

 特徴探索において参加者が記述した特徴について，各セットにおける回答の頻度に基づ

く思いつきやすさ得点の条件別平均値を Table 2-3 に示す。本研究では，単一対象特徴探索

条件間の比較には関心がないため，共通特徴探索条件について 2 つの単一特徴探索条件の
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それぞれとの比較を行った。対応のない t 検定の結果，いずれの単一対象特徴探索条件と比

べた場合にも，共通特徴探索条件において思いつきやすさ得点が有意に低かった (セットA: 

t (48) = 8.53, p < .001, d = 2.41; セット B: t (33) = 7.44, p < .001, d = 2.06)。セット B において

は，条件間の等分散性が仮定されなかったことからウェルチの検定を行ったため，自由度は

小数点以下を切り捨てた値を記載した。 

 次に，単語連想において参加者が記述した連想語について，特徴と同様に思いつきやすさ

得点を算出した。各セットにおける回答の頻度に基づく思いつきやすさ得点の条件別平均

値を Table 2-3 に示す。対応のない t 検定を行った結果，単一対象特徴探索条件に比べて，

共通特徴探索条件において思いつきやすさ得点が有意に低かった (セット A: t (29) = 4.88, p 

< .001, d = 1.42; セット B: t (50) = 3.88, p < .001, d = 1.08)。セット A においては，条件間の等

分散性が仮定されなかったことからウェルチの検定を行ったため，自由度は小数点以下を

切り捨てた値を記載した。 

 

Table 2-3 

回答の頻度に基づく思いつきやすさ得点の条件別平均値 

  セット A   セット B 

 単一対象 

特徴探索条件 (A) 

共通特徴探索 

条件 
 単一対象 

特徴探索条件 (B) 

共通特徴探索 

条件 

 N = 24 N = 26  N = 26 N = 26 

特徴語 10.16 3.77  9.05 3.31  
(3.21) (1.98) 

 
(3.62) (1.54) 

連想語 4.42 2.80 

 

3.57 2.84 

  

(1.52) (1.98)   (0.80) (0.54) 

注）単位は%，括弧内は標準偏差． 

 
 

 

 2 つ目の思いつきやすさの指標として，第三者の主観評定に基づく思いつきやすさ得点を

算出した。評定者は大学生・大学院生 43 名であった。そのうち 21 名は単一対象特徴探索条

件 (A) と共通特徴探索条件の参加者の回答を，残りの 22 名は単一対象特徴探索条件 (B) 
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と共通特徴探索条件の参加者の回答をそれぞれ評定した。評定は同一スペックのデスクト

ップ PC が 1 人 1 台使用できる講義室で 1~30 名同時に実施した。使用した PC はすべて

SUMSUNG 社製 NC191，OS は Winsodws7，モニターサイズはスクエア 17 インチ（解像度

1280×1024）であった。回答の記録には Qualtrics を使用した。評定者は参加者による各回

答が刺激語からどのくらい思いつきやすいかを評定した。刺激語毎に冒頭に「次の各項目は

『イチゴ』からどのくらい思いつきやすいですか。あなた自身にとってどのくらい思いつき

やすいかを評定してください。1（全く思いつかない）～5（すぐに思いつく）までのいずれ

かを選択してください。あまり悩まず，直感で回答してください。」という教示文を示した

（評定値の 2～4 は数字のみを示した）。なお，評定者に対しては，各刺激語に対する両条件

の参加者の回答を，ランダムな順に並べ替えた状態で呈示した。誤字も含め，参加者による

記述をそのまま呈示した。また，頻度に基づく思いつきやすさの算出時に同じ回答とみなし

た回答は 1 回だけ呈示し，繰り返し呈示しなかった。呈示された回答数は，セット A が 299，

セット B が 310 であった。回答毎に，評定者による評定値の平均値を算出したのち，参加

者毎の平均値を算出して分析に使用した。各セットにおける第三者の主観評定に基づく思

いつきやすさ得点の条件別平均値を Table 2-4 に示す。対応のない t 検定を行った結果，単

一対象特徴探索条件に比べて，共通特徴探索条件において思いつきやすさ得点が有意に低

かった(セット A: t (48) = 14.25, p < .001, d = 4.03; セット B: t (50) = 12.42, p < .001, d = 3.44)。 

 

 

Table 2-4 

第三者の主観評定に基づく思いつきやすさ得点の条件別平均値 

注）括弧内は標準偏差． 

  セット A   セット B 

 単一対象 

特徴探索条件 (A) 

共通特徴探索 

条件 
 単一対象 

特徴探索条件 (B) 

共通特徴探索 

条件 

 N = 24 N = 26  N = 26 N = 26 

特徴語 4.22 3.06  4.32 3.10  
(0.25) (0.32) 

 
(0.31) (0.39) 

連想語 1.98 1.78 

 

2.47 1.93 

  

(0.40) (0.29)   (0.43) (0.27) 
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次に，単語連想において参加者が記述した連想語について，特徴と同様に思いつきやすさ

得点を算出した。評定者は，特徴語の評定者とは異なる大学生・大学院生 47 名であった。

うち 23 名は単一対象特徴探索条件 (A) と共通特徴探索条件の参加者の回答を，残りの 24

名は単一対象特徴探索条件 (B) と共通特徴探索条件の参加者の回答をそれぞれ評定した。

評定する項目内容を連想語に変更した点以外は，教示文，算出方法は特徴語の場合と同様で

あった。参加者による連想語の回答すべてを評定対象とした。ただし，頻度に基づく思いつ

きやすさの算出と同様に，表記が完全に同一の回答は同じ回答とみなし，1 回だけ呈示し，

繰り返し呈示しなかった。呈示された回答数は，セット A が 1786，セット B が 1838 であ

った。ただし，分析時には，回答の頻度に基づく思いつきやすさと同様に，参加者毎に連想

語の 1 つ目の回答のみを分析対象とした。各セットにおける第三者の主観評定に基づく思

いつきやすさ得点の条件別平均値を Table 2-4 に示す。対応のない t 検定を行った結果，セ

ット A では条件間の有意な差は見られなかったが (t (48) = 2.00, ns, d = 0.57)，セット B では

単一対象特徴探索条件に比べて，共通特徴探索条件において思いつきやすさ得点が有意に

低かった (t (50) = 5.47, p < .001, d = 1.52)。 

2.3.3. 実験 2 考察 

実験 2 では，実験 1 の手続きと評価指標を変更し，共通点の探索が「目立たない」知識の

活性化を促進するかを検討した。その結果，対象のもつ特徴の探索では，刺激語のセットや

指標の違いにかかわらず，共通特徴探索条件において「目立たない」特徴の発見が促進され

ることが示された。この結果は，予測と一致するものであった。それに対して，挙げられた

特徴からの別の事物の連想では，回答の頻度による思いつきやすさの評価ではどちらの刺

激語セットにおいても共通特徴探索条件において思いつきやすさが低かったのに対して，

第三者の評定による思いつきやすさの評価では，セット B においてのみ共通特徴探索条件

において思いつきやすさが低かった。セット A については条件間で差が見られなかった。

この結果は，予測と一致しないものであった。考えられる原因として，先に特徴を挙げた後

にその特徴からの連想を行ったことが考えられる。実験 1 や，特徴探索の段階では，対象か

ら直接連想される知識を挙げているのに対して，実験 2 の単語連想の段階では，特徴探索で

記述した特徴の内容から連想を行っており，対象から直接連想をしているわけではない。例

えば，イチゴの特徴として「赤い」を挙げた場合に次に連想することは「赤い」という特徴



第 2 章（研究 1） 

26 

 

をもつ事物ということになるため，「赤い」特徴を持っているものであれば「イチゴ」と関

連していなくても列挙することができるということになる。したがって，単一対象特徴探索

条件における参加者の回答も第三者が見たときには思いつきにくいものとなっていた可能

性が考えられる。 

2.4. 研究 1のまとめ 

研究 1 では，共通点の探索と通常の連想との比較を通して，共通点の探索の有効性を検証

した。実験 1 では，1 つの対象から連想語を列挙する場合に比べて，関連性の低い 2 つの対

象間の共通点を列挙する場合に，第三者からみて思いつきにくい内容が記述されていた。こ

の結果から，関連性の低い 2 つの対象間で共通点を探索することにより，「目立たない」知

識の活性化が促進されることが示された。 

 さらに，実験 2 では，実験 1 における統制の不備を改善するとともに，手続きと評価指標

を変更し，再度検討を行った。その結果，1 つの対象についてその特徴を挙げる場合に比べ

て，関連性の低い 2 つの対象間で共通する特徴を探索する場合の方が，挙げられる特徴の思

いつきやすさが低いことが示された。この結果は，予測と一致するものであった。また，挙

げた特徴をもつ別の事物を連想する段階においても，後者の場合に連想される事物の思い

つきやすさが高いことが示された。ただし，この段階においては刺激語のセットによって結

果が異なっていた。具体的には，刺激語のセット B のみで共通点を探索する場合に，より

思いついにくい内容が記述されていることが示され，セット A においては，記述内容の思

いつきやすさに条件間で違いが見られなかった。2 つの実験から，関連性の低い 2 つの対象

間で共通点を探索することにより，「目立たない」知識，具体的には，対象がもつ「目立た

ない」特徴に関する知識の活性化が促進されることが示された。このことから，「目立たな

い」知識の活性化を促す方法として「関連性の低い 2 つの対象間の共通点の探索」が有効で

あることが示された。 

 次に検討する必要があるのは，共通点を探索する対象間の関連性が低いことが重要であ

るかということの確認である。同じように共通点を探索する状況において，対象間の関連性

が高い場合（例えば，イチゴとメロンのように同じ分類学的カテゴリに属する組み合わせ）

も考えられる。対象間の関連性が高い場合でも，2 つの対象間に共通点を探索する処理を行

えば，関連性が低い場合と同様に「目立たない」知識の活性化が促進されるかもしれない。
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共通点の探索において，対象間の関連性が低い，ということが重要な要素であるということ

を確認するためには，対象間の関連性が高い場合と低い場合の比較が必要である。 

また，他にも本研究には今後検討すべき課題が残っている。具体的には，実験 1 の問題点

の 1 つ目として挙げた共通点の質を強調した教示の有無に関する点である。実験 1 では，

共通点探索条件においてのみ，「意外性のあるもの」など共通点の質を強調した教示を行っ

ていたのに対して，実験 2 では，共通点探索条件でのそのような質に関する教示をなくして

も共通点探索の有効性が示されるかを検討した。しかし，両条件において意外性のある回答

を求めるように教示する場合にも共通点探索が有効性を示すかという点については検討し

ていない。対象 1 つだけを見て特徴を探索する単一対象特徴探索条件においても，すぐに思

いつく「目立つ」特徴ではなく，意外性のある特徴，すなわち「目立たない」特徴を探索す

るように求めた場合にも，意外性のある共通点を探索するように教示する共通点探索条件

の方が思いつきにくい特徴が発見されやすいのか，という点については今後検討する必要

がある。 
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第3章 共通点の探索における対象間の関連性の影響【研究 2】 

3.1. 問題と目的 

研究 1 では，関連性の低い対象間での共通点の探索により，連想を行うよりも，「目立た

ない」知識の活性化が促進することが示された。しかし，「目立たない」知識の活性化を促

進するためには，共通点を探索するということだけでなく，対象間の関連性が低いことが重

要な要素であるということを確認する必要がある。そのため，研究 2 では，対象間の関連性

の程度が「目立たない」知識の活性化に及ぼす影響を検討する。 

2 つの対象の関連性が高い場合には，両者の分類学的カテゴリが同じ，あるいは類似して

いるため，「目立つ」特徴が対象間に共有されている可能性が高い。よって，両者の共通点

も「目立つ」特徴に関する知識が挙げられることが多くなるだろう。例えば，「タオル」と

「ハンカチ」では両者は分類学的カテゴリが同じである。この 2 つの対象について，「水分

を吸収するものである」という共通点が発見される。この共通点は，どちらの対象にとって

も「目立つ」特徴である。それに対して，2 つの対象の関連性が低い場合には，両者の分類

学的カテゴリが異なっていることから，各々の「目立つ」特徴は共通していない可能性が高

くなる。したがって共通点を見出すためには，各々にとって「目立たない」特徴を探索して

いくことが必要となる。その結果，見出された共通点は各々の対象を単独で検討した場合に

は活性化されにくい「目立たない」ものとなるだろう。例えば，「タオル」と「パンダ」で

は両者は分類学的カテゴリが異なる。この両者で共通点を探索する場合には，「目立つ」特

徴は一致しない。そこで，「子どもを楽しませることができるもの」，「プレゼントに喜ばれ

るもの」などのように「目立たない」特徴に関する知識が活性化するだろう。以上より，関

連性が高い場合に比べて関連性が低い場合に，より「目立たない」特徴に関する知識の活性

化が促進されると考えられる。したがって，対象間の関連性が高い場合に比べて，低い場合

に，発見される共通点の独自性や面白さが高くなると予測される。 
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3.2. 方法 

3.2.1. 参加者  

名古屋大学の学部生 20 名 (男性 8 名，女性 12 名) であった。参加者の平均年齢は 19.10 

(SD = 1.12) であった。なお，参加者は全員日本語を母語とする者であった。参加者は，参加

報酬としてコースクレジットまたは 1000 円を受け取った。 

3.2.2. 実験計画  

1 要因 2 水準参加者内計画であった。要因は，共通点を探索する対象間の関連性の程度で

あり，関連性・高条件と関連性・低条件の 2 水準が設けられた。 

3.2.3. 材料  

共通点を探索する対象として，単語ペアのセットを作成した。水野他 (2011) の連想語頻

度表の刺激語として用いられたカタカナ 100 語から，選定した 36 語を使用して，分類学的

カテゴリが同じである組み合わせ 18 組を作成した。分類学的カテゴリが同じであるかの判

断は，著者と心理学を専門とする研究者の 2 名の合議によって行った。作成した 18 組の中

から無作為に 9 組を選択して関連性・高条件とし，残りの 18 組に含まれる 36 語から分類

学的カテゴリが異なる組み合わせ 9 組を作成して関連性・低条件とした。使用した刺激語の

一覧を Table 3-1 に示す。練習課題として使用した刺激語は研究 1 の実験 1 と同じである。 

条件設定の妥当性を 4 つの方法で確認した。それぞれの方法から得られた指標の平均値

を Table 3-2 に示す。条件間の平均値を比較する際には，ウェルチの t 検定を行った。自由

度は小数点以下を切り捨てた値を記載した。 

1 つ目の方法は，連想語頻度表 (水野他, 2011) を使って単語同士の連想関係を検討する方

法である。具体的には，ペアの単語それぞれを刺激語とする 2 つの連想語群の中で，共通し

ている語（以下，共有語）がいくつあるかをカウントした。t 検定の結果，関連性・高条件

において関連性・低条件よりも共有語の数が有意に多かった (t (12) = 2.24, p < .05)。  
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Table 3-1 

研究 2 で使用した共通点探索課題の刺激語 

関連性・高条件     関連性・低条件 

イチゴ - メロン     インク - メダカ 

カメラ - マイク     カエル - タイル 

コアラ - モグラ     カルタ - ランプ 

サンゴ - パンダ     コイン - ベルト 

タオル - ブラシ     コンロ - レモン 

テント - ベンチ     タイヤ - パズル 

トマト - キムチ     ドレス - チラシ 

ミシン - テレビ     バケツ - メダル 

ミルク - ワイン     バナナ - バイク 

 
 

 

2 つ目の方法は，概念間の距離を算出する方法である。森田・永井・田浦・岡田 (2008) で

用いられた方法にならい，EDR 電子化辞書の概念辞書に含まれる概念体系辞書を利用して

概念間の距離を算出した。概念体系辞書は，概念の上位概念，下位概念の体系を記述したも

のである。森田他 (2008) において，概念間距離は，概念体系辞書の階層構造において，階

層を 1 つ移動するごとに移動距離が 1 つずつ増えるようにカウントし，単語ペアの 2 つの

概念を結びつけるのに移動した距離として定義されている。この定義にならい，概念間距離

を算出した。 t 検定の結果，関連性・高条件において，関連性・低条件に比べて，概念間の

距離が有意に短かった (t (13) = 2.47, p < .05)。 

 3 つ目の方法は，言語コーパス中の単語出現傾向の観点から，概念間の類似度を検討す

る方法である。具体的には，言語コーパス中の出現傾向を把握する手段として，代表的な

手法である潜在意味解析 (Landauer & Dumais, 1997; Landauer, McNamara, Dennis, & Kintsch, 

2007) を用いた。使用した言語コーパスは新聞コーパス 5 年分 (CD-毎日新聞 2010～2014

年分) であった。名詞，動詞，形容詞，副詞を取り出し，単語（形態素）数が 21 語以上の

段落を文脈として採用した。また，異なり語として，出現頻度が 11 以上のものを採用し
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た。その結果，40,775 異なり語×3,159,023 段落の出現頻度行列が作成された（総単語数は

43,725,905 語）。これに対して TF-IDF 法による重みづけを行い，特異値分解を用いて 300

次元への次元圧縮を行ったものを LSA 類似度を計算するための意味空間として用いた。な

お，今回の実験で使用された 36 単語のうち，カタカナ表記のままでは計算できない（コ

ーパス中に登場しない）が，ひらがな表記ならば計算できる１単語（「かるた」）はひらが

な表記において計算した。ペア内 LSA 類似度（ペアの単語それぞれの単語ベクトル間のコ

サイン）を算出し，t 検定を行った結果，関連性・高条件において関連性・低条件よりも

LSA 類似度が有意に高かった (t (11) = 2.06, p < .05)。 

4 つ目の方法も，言語コーパスを使用した LSA によって検討する方法であった。具体的 

には，それぞれの単語の近隣語（その単語と LSA 類似度の高い単語群。本研究では上位 1000

単語を採用した）を計算し，その近隣語が共有する数を算出した。t 検定の結果，関連性・

高条件において，関連性・低条件よりも近隣語の数が有意に多かった (t (11) = 2.17, p < .05)。

以上，4 つの方法による検討から，条件設定の妥当性が確認された。 

 

 

Table 3-2 

関連性の程度に関する各指標の条件別平均値（括弧内は標準偏差） 

  連想語共有数 概念間距離 LSA 類似度 近隣語共有数 

関連性・高 3.00 (2.06) 7.89 (4.99) 0.41 (0.28) 369.44 (333.06) 

関連性・低 1.22 (1.20) 13.00 (3.71) 0.19 (0.14) 99.89 (165.66) 

 

3.2.4. 手続き  

実験は個別に実験室で実施した。実験全体に関する説明の後，関連性判断課題，共通点探

索課題の順に課題を行った。各課題での単語ペアの呈示順はランダム化した。 

はじめに関連性判断課題を行った。これは，単語ペアの関連性が操作通りに認知されるか

を確認することを目的に行った。PC 画面上に呈示される 2 つの単語について関連性がどの

程度あると思うかを 7 段階（1：全く関連していない～7：とても関連している）で評定し，

キーボードの 1～7 のいずれかのボタンを押すよう求めた。SuperLab 4.5 を用いて，反応し
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たボタンと反応時間を記録した。制限時間は設けなかったが，あまり悩まず直感で回答する

ように教示した。練習試行として「ピアノ - ナイフ」を用いた練習を行い，質問やわから

ない点などの確認を行ってから，本試行を実施した。 

 次に共通点探索課題を行った。PC 画面上に呈示される 2 つの単語についてその共通点を

考え，回答用紙にボールペンを使って書き出すよう求めた。回答用紙は 1 つの組み合わせ

につき A4 用紙 1 枚で，10 個分の回答欄を設けた。教示では，一度書いたものは消したり

修正したりしないこと，その共通点を聞いた人が納得して，かつ，意外性を感じるような

ものを考えること，という 2 点を注意事項として伝えた。制限時間は 1 つの組み合わせに

つき 1 分 30 秒で，思いつかない場合でも制限時間内は考え続けるように教示した。練習

試行として「パイプ - ボトル」を用いた練習を行い，質問やわからない点などの確認を行

ってから，本試行を実施した。 

3.3. 結果 

3.3.1. 操作チェック  

操作チェックとして，参加者によって評定された関連性の程度が操作と一致しているか

を確認した。関連性・高条件の関連性の平均値は 4.94 (SD = 1.08)，関連性・低条件の平均値

は 1.92 (SD = 0.38) であった。t 検定の結果，関連性・低条件に比べて関連性・高条件におい

て関連性の程度が有意に高くなった (t1 (19) = 22.02, p < .001; t2 (10) = 7.93, p < .001)。なお，

t1は参加者をランダム要因とする検定結果であり，t2は単語ペアをランダム要因とする検定

結果である。t2ではウェルチの t 検定を行ったため，自由度は小数点以下を切り捨てた値を

記載した。実験操作として，単語ペアの関連性の程度は操作通りに認識されていたと判断さ

れる。 

3.3.2. 対象間の関連性の程度が共通点の数に及ぼす影響の検討  

発見された共通点の数の平均値は，関連性・高条件で 3.19 (SD = 1.04)，関連性・低条件で

1.91 (SD = 0.56) であった。t 検定の結果，関連性・低条件に比べて，関連性・高条件で発見

される共通点の数は有意に多かった (t1 (19) = 8.34, p < .001; t2 (13) = 7.87, p <.001)。この結果

から，対象間の関連性が高い場合に比べて，関連性が低い場合に，共通点の発見が困難であ
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ることが示唆される。 

3.3.3. 対象間の関連性が発見される共通点の質に及ぼす影響の検討  

参加者によって発見されたすべての共通点について，研究の目的を知らない，心理学を専

攻する大学院生 3 名が妥当性，独自性，面白さの 3 つの観点からそれぞれ 7 段階（1～7 点）

で独立に評定を行った。3 つの観点それぞれの定義については，妥当性は，「その共通点を

共通点として認めてよいと思う程度」，独自性は「他の人では思いつかないだろう，珍しい

と思う程度」，面白さは，「その共通点を面白い（なるほど・確かにそうだ）と思う程度」と

して評定者に呈示した。 

 まず，妥当性，独自性，面白さは，発見された各共通点について 3 名の評定者による評定

値を平均した。発見された共通点は参加者ごと，単語ペアごとにその数が異なっている。そ

のため，単語ペアごとに発見された共通点の得点の平均値を算出した。この単語ペアごとの

平均値を分析に用いる。なお，発見された共通点の例は Table 3-3 に示す。 

 

Table 3-3 

発見された共通点の例 

条件 単語ペア 発見された共通点の例 

関連性・高 イチゴ-メロン 果物 

カメラ-マイク 記録に用いる 

タオル-ブラシ 洗面所にある 

ミシン-テレビ 家電（機械） 

関連性・低 カルタ-ランプ 明るくなる（カルタは人を明るくする） 

コイン-ベルト 記念品になる 

タイヤ-パズル 1 つでは使用できない/分解できる 

バナナ-バイク 一人暮らしに役立つ 
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共通点の妥当性，独自性，面白さの評定値の平均値を Figure 3-1～3-3 に示す。関連性の程

度が共通点の質に及ぼす影響を検討するため，t 検定を行った結果，妥当性は，関連性・高

条件に比べて関連性・低条件で有意に低かった (t1 (19) = 8.36, p < .001; t2 (15) = 4.24, p < .001)。

独自性は，関連性・高条件に比べて関連性・低条件で有意に高かった (t1 (19) = 5.67, p < .001; 

t2 (14) = 3.92, p < .001)。面白さも関連性・高条件に比べて関連性・低条件で有意に高かった 

(t1 (19) = 3.50, p < .01; t2 (16) = 3.18, p < .01)。この結果から，対象間の関連性が高い場合に比

べて，対象間の関連性が低い場合に，発見される共通点は，その妥当性は低くなるものの，

独自で面白いものとなることが示された。 

 

 

Figure 3-1. 妥当性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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Figure 3-2. 独自性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
 

 

 

Figure 3-3. 面白さの条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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3.4. 考察 

研究 2 では，「目立たない」知識の活性化を促進するためには，共通点を探索するという

ことだけでなく，対象間の関連性が低いことが重要な要素であるということを確認するた

め，共通点を探索する対象間の関連性の程度が「目立たない」知識の活性化に及ぼす影響を

検討した。 

その結果，対象間の関連性が高い場合に比べて，低い場合に，発見される共通点の独自性

や面白さが高いことが示された。共通点の独自性や面白さが高いことは，「目立たない」知

識の活性化が促進されたことを示唆するものである。すなわち，対象間の関連性が高い場合

には，「目立つ」特徴が共通しているため，それに基づいて共通点が発見される。それに対

して，関連性が低い場合には，「目立つ」特徴が共通していないため，「目立たない」特徴ま

で探索を広げることにより共通点の発見が可能になる。すなわち，同じように共通点の探索

を求めた場合でも，関連性が高い場合には「目立たない」知識の活性化が生じにくいが，関

連性が低い場合には「目立たない」知識の活性化が促進される。このことから，「目立たな

い」知識の活性化を促進するためには，単に共通点を探索するということだけでなく，対象

間の関連性が低いということが重要な要素であるといえる。 

ただし，対象間の関連性が低い場合には，共通点の数が少なく，妥当性が低くなっていた

ことから，関連性が高い場合に比べて共通点を発見することが困難であることがわかる。上

述のように，対象間の関連性が低い場合には「目立つ」特徴が共通していないことから，「目

立たない」特徴への探索を広げていく必要があるが，それがすべての人にとって容易にでき

ることではないことが示唆される。共通点をうまく発見するためには，どのようなプロセス

が必要なのだろうか。また，関連性の低い対象間に発見される共通点が独自性の高いものに

なることが示されたが，それがどのようなプロセスによって可能になるのだろうか。これら

の問に答えるためには，共通点の探索や発見の過程で生じるプロセスを明らかにする必要

がある。 

 

 



第 4 章（研究 3） 

37 

 

第4章 共通点の探索プロセスの検討 1：発話プロトコルの分析【研究 3】 

4.1. 問題と目的 

研究 3 では，共通点の探索のプロセスを詳細に検討するため，課題遂行時の発話プロトコ

ルの分析を行う。研究 2 と同様に，関連性の高い場合と低い場合を比較することを通して，

関連性の低い対象間での共通点の探索がいかにして独自な共通点の発見につながるのかを

明らかにする。 

共通点の探索時には以下の過程が生じていると想定される。2 つの対象間での共通点を探

索する場合，まず，それぞれの対象のもつ特徴や，関連する概念が活性化する。2 つの対象

間の関連性が高い場合は，それぞれの「目立つ」特徴が活性化し，それらの多くが 2 つの対

象間で共通している。それに対して，2 つの対象間の関連性が低い場合では，それぞれの「目

立つ」特徴は共通していない。そのため，「目立たない」知識の中に共通するものがないか

を探索する必要がある。このとき，2 つの方法が考えられる。1 つ目は，共通点が発見され

るまでそれぞれの対象のもつ特徴を探索するという方法である。この方法は，関連性が低い

場合に限らず，関連性が高い場合でも，共通点を多く発見するために用いられる方法である

と考えられる。 

2 つ目は，どちらかの対象について活性化した特徴を，もう一方の特徴としても当てはめ

ることができないか考える方法である。このとき，一見共通点とはならないように見える特

徴同士であっても，抽象化することで両方を包括する特徴としてみなすことができる。また，

特徴からさらに連想を繰り返すことにより，共通点となる特徴が発見されることも考えら

れる。このような抽象化やさらなる連想を本研究では「調整」と命名する。調整は，関連性

が低い対象間に共通点を探索する過程でよりなされやすいと考えられる。なぜなら，関連性

が低い場合には，どこまで検索を続けたとしても，それぞれの対象がもつ特徴がそのまま共

通点となる場合が少ないためである。すなわち，特徴間の抽象化や特徴からのさらなる連想

といった調整を行うことによってようやく共通点としてみなすことができるのである。こ

れに関連して，Novick & Holyoak  (1991) は，類推問題を解く際に，ソースからターゲット

に対して方略を転移させる過程において，自動的に行うことができる写像 (mapping) とは

別の処理として，意識的に行う必要がある処理として調整 (adaptation) があるとしている。
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まさに本研究で捉える調整と類似した処理であると考えられる。 

以上より，本研究では次の 3 つの予測を立てる。第 1 に，関連性の低い対象間に共通点を

探索する際に，調整がより多くなされると予測される。第 2 に，共通点が発見されるまでの

時間を，探索過程を反映するものとみなすと，関連性が低い場合の方が，関連性が高い場合

に比べて共通点の発見が困難であることから，発見までの時間が長くなると予測される。さ

らに，調整を行う場合の方が調整を行わない場合に比べて，抽象化や連想を伴うため，発見

までの時間が長くなると考えられる。第 3 に，調整によって発見される共通点は，調整を行

わずに発見される共通点に比べて，独自性や面白さが高くなると予測される。 

4.2. 方法 

4.2.1. 参加者  

名古屋大学の学部生 23 名（男性 8 名，女性 15 名，年齢 M = 19.59, SD = 1.30）であった。

参加者は，参加報酬としてコースクレジットまたは 1000 円を受け取った。 

4.2.2. 実験計画  

研究 2 と同じ 1 要因 2 水準参加者内計画であった。要因は，共通点を探索する対象間の

関連性の程度であり，関連性・高条件と関連性・低条件の 2 水準が設けられた。 

4.2.3. 材料  

共通点探索課題の刺激語は，研究 2 と同じ，関連性・高条件 9 組と関連性・低条件 9 組を

使用した。 

4.2.4. 手続き  

実験は 1 名ずつ個別に実験室で実施した。手続きは研究 2 とほぼ同様であった。研究 2 と

異なる点は，共通点探索課題において，参加者に発話思考を求めた点である。はじめに具体

的な発話思考に関する説明として，頭に思い浮かんだことを声に出しながら課題に取り組

むように教示した。その後，発話思考の練習として覆面算を行った。覆面算の教示を Figure 

4-1 に示す。参加者には，頭に思い浮かんだことを声に出しながら課題に取り組むよう求め
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た。実験者は，参加者が 10 秒以上沈黙するようであれば発話を促すよう声をかけた。制限

時間は 1 分 30 秒とした。さらに，共通点探索課題の練習試行として「パイプ - ボトル」を

用いた練習を行った。練習時に参加者が 10 秒以上沈黙するようであれば，実験者から発話

を促すよう声をかけた。制限時間は 1 分 30 秒とした。質問やわからない点などの確認を行

ってから本試行を実施した。なお，参加者の発話と手元の様子を記録として，ビデオカメラ

を用いて撮影した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-1. 発話思考の練習で用いた覆面算 

D O N A L D 

+ G E R A L D 

R O B E R T 

以下の数式のアルファベットの各文字に 0から 9の数字を数式が成り立つよう 

に 1つずつあてはめてください。同じアルファベットには同じ数字が入ります。 

違うアルファベットに同じ数字が入ってはいけません。D＝5です。 

 

4.3. 結果 

4.3.1. データの除外  

参加者のうち 2 名のデータを分析から除外した。1 名は年齢と母語を確認する質問項目へ

の回答がなく，日本語母語話者でない可能性があったためである。もう 1 名は，ビデオ撮影

が正常に行われなかったためである。最終的に 21名 (男性 8 名，女性 13名，年齢 M = 19.75，

SD = 1.36) を分析対象とした。 

4.3.2. 操作チェック  

研究 2 と同様に操作チェックとして，参加者によって評定された関連性の程度が操作と
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一致しているかを確認した。なお，この分析には後述する 4 名を除いた 17 名の平均値を用

いている。関連性・高条件の関連性の平均値は 4.68 (SD = 1.08)，関連性・低条件の平均値は

2.09 (SD = 0.36) であった。t 検定の結果，関連性・低条件に比べて関連性・高条件において

関連性の程度が有意に高くなった (t1 (16) = 12.22, p < .001; t2 (9) = 6.81, p < .001) 。研究 2 と

同様に，単語ペアの関連性の程度は操作通りに認識されていたと判断された。 

4.3.3. 発話の分類と集計  

共通点探索の過程を検討するにあたり，撮影したビデオデータをもとに参加者の発話を

書き起こした。その際，書かれた共通点の内容，共通点が書かれた時間，発話の内容，発話

が始まった時間を記録し，分析に用いた。なお，まったく発話をしなかった 1 名と，発話内

容が記述する共通点を音読しただけであった 3 名の計 4 名分は分析対象から除外し，分析

対象は 17 名分とした。共通点が発見されるまでの発話を 1 試行とし，以下の分析では，個

人や単語ペアではなく，試行を分析の単位として用いることとした。 

調整の有無の分類は，心理学を専攻する大学生 2 名が独立に行った。分類の際には，「調

整とは，対象となるものや生き物の特徴や連想されるものに着目し，それそのものをすぐに

共通点とするわけではなく，さらに連想を重ねる，あるいは，両者の特徴や連想語を抽象化

することで共通点を発見すること」として説明し，調整の有無を分類するように求めた。調

整について「同じ意味の連想語を繰り返しているだけの場合は調整とはみなさないこと」と

いう補足を加えた。また，本研究では共通点の発見に直接影響する処理を検討することを目

的としているため，「1 試行の中で調整とみられる発話をしていたとしても，最終的に発見

された共通点に活用されていなければ調整なしとすること」という注意事項を伝えた。2 名

による分類の一致率は 94.0％， = .47 であった。合議を行い，分類を確定した。その結果，

総試行数は 718 試行であり，そのうち，調整行ったのは 37 試行，調整を行わなかったのは

681 試行であった。発話例を Table 4-1 に示す。 
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Table 4-1 

調整ありの発話例 

ID 単語ペア 共通点 発話内容 

05 
コンロ 

レモン 
紅茶 

レモン，黄色い，酸っぱい，ジュース，レモ

ン，レモンティ，レモンパン，コンロ，お湯

を沸かす，紅茶 

06 
インク 

メダカ 
箱の中にある 

インクはプリンターから出てくる，メダカは

水槽の中に，あ，箱の中にいる 

08 
コイン 

ベルト 

常に身につけてい

るもの 

コインはお金，何かと交換するもので，ベル

トは着る物，ということは，常に身に着けて

いるもの 

18 
バナナ 

バイク 

東南アジアで人気

がある 

バナナ，どこ，バナナ，フィリピン，バイク

もフィリピン？東南アジアで盛ん，おお（感

嘆），東南アジアで人気がある 

 
 

4.3.4. 関連性の程度が調整の使用に及ぼす影響の検討  

単語ペアの関連性の程度によって，調整の使用率に見られる違いを検討した。関連性・高

条件においては，479 試行のうち，調整を行っていたものは 13 試行 (2.7%) であった。関連

性・低条件においては，239 試行のうち，調整を行っていたものは 24 試行 (10.1%) であっ

た。単語ペアの関連性の程度によって調整の使用率に差があるかを検討するため，2検定を

行った結果，関連性・高条件に比べて，関連性・低条件において有意に調整の使用率が高か

った (2 (1) = 17.52, p < .001) 。 

4.3.5. 関連性の程度と調整の有無が共通点の探索過程に及ぼす影響の検討  

ビデオデータをもとに記録した共通点が書かれるまでの時間を用いて共通点の発見に至

るまでの時間を算出した。1 つ目の共通点の場合は，開始から発見までの時間，2 つ目以降

の共通点の場合は，前の共通点の発見後から次の共通点の発見までの間の時間とした。単語

ペアの関連性の程度（高・低）と調整（あり・なし）を要因とする繰り返しのない分散分析

を行った。各条件における共通点の発見に至るまでの時間の平均値と標準偏差を Table 4-2

に示す。なお，分散分析には，時間の値を対数変換した値を使用した。分析の結果，単語ペ
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アの関連性の主効果と調整の主効果が有意であり，交互作用は有意ではなかった (関連性 : 

F (1, 714) = 7.96, p < .01; 調整 : F (1, 714) = 5.43, p < .05; 交互作用 : F (1, 714) = 0.01, n.s.) 。 

 

Table 4-2 

共通点の発見に至る時間の条件別平均値 

（単位は秒，括弧内は標準偏差） 

 

 

 関連性・高条件   関連性・低条件 

調整なし 33.98 
 

39.72 
 

(25.59) 

 

(26.47) 

調整あり 45.23 
 

51.46 

  (19.39)   (18.77) 

 

 

4.3.6. 関連性の程度と調整の有無が共通点の質に及ぼす影響の検討  

参加者によって発見されたすべての共通点について，研究の目的を知らない，心理学を専

攻する大学院生 2 名が，研究 2 と同様に妥当性，独自性，面白さの 3 つの観点から独立に評

定を行った。 

共通点の妥当性，独自性，面白さの各平均値について，単語ペアの関連性の程度（高・低）

と調整（あり・なし）を要因とする繰り返しのない分散分析を行った。各指標の平均値と標

準偏差を Figure 4-2～4-4 に示す。その結果，まず妥当性については，単語ペアの関連性の主

効果のみが有意であり，調整の主効果と交互作用はみられなかった (関連性 : F (1, 714) = 

90.62, p < .001; 調整 : F (1, 714) = 3.65, n.s.; 交互作用 : F (1, 714) = 1.02, n.s.)。独自性につい

ては，単語ペアの関連性の主効果と調整の主効果が有意であり，交互作用はみられなかった

(関連性 : F (1, 714) = 17.35, p < .001; 調整 : F (1, 714) = 28.17, p < .001; 交互作用 : F (1, 714) 

= 0.01, n.s.) 。さらに，面白さについては単語ペアの関連性の主効果のみが有意であり，調

整の主効果と交互作用はみられなかった (関連性 : F (1, 714) = 38.84, p < .001; 調整 : F (1, 

714) = 2.22, n.s; 交互作用 : F (1, 714) = 0.12, n.s.) 。 
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Figure 4-2. 妥当性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 

 
 

 

 

Figure 4-3. 独自性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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Figure 4-4. 面白さの条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 

 
 

 

4.3.7. 研究 2との比較 

 研究 2 と研究 3 は同じ指標を用いているため，比較が可能である。この 2 つの研究で異

なる点は，2 つある。1 つ目は，参加者に対して課題遂行時の発話思考を求めたか否かであ

る。2 つ目は，参加者が回答した共通点の質を評定した者が異なっていた。以下では，共通

点の数と質（妥当性，独自性，面白さ）を研究間で比較について述べる。 

まず，共通点の数について述べる。研究 2 では関連性・高条件が M = 3.19 (SD = 1.04)，関

連性・低条件が M = 1.91 (SD = 0.56)，研究 3 では関連性・高条件が M = 3.41 (SD = 1.21)，関

連性・低条件が M = 2.00 (SD = 0.76) であった。研究（参加者間要因：研究 2・研究 3）と関

連性の程度（参加者内要因：関連性高・低）を要因とする 2 要因混合計画の分散分析を行っ

た結果，関連性の主効果のみ有意であり (F (1, 41) = 145.82, p < .001)，研究の主効果 (F (1, 

41) = 0.33, n.s.)，交互作用 (F (1, 41) = 0.32, n.s.) は有意ではなかった。このことから，共通

点の数は，研究間での差はないことが示された。 

次に，共通点の質について述べる。Figure 4-5～Figure 4-7 に，共通点の妥当性，独自性，
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面白さの各指標について，研究 2 と研究 3 における条件別平均値を示す。各指標について，

共通点の数と同様に 2 要因混合計画の分散分析を行った。妥当性では，研究の主効果 (F (1, 

41) = 83.10, p < .001) と，関連性の主効果 (F (1, 41) = 190.88, p < .001) は有意であり，関連

性の交互作用は有意ではなかった (F (1, 41) = 2.81, n.s.)。すなわち，研究 2 に比べて研究 3

の方が，また，関連性・低条件に比べて，関連性・高条件の方が，妥当性が高いことが示さ

れた。独自性も，研究の主効果 (F (1, 41) = 132.20, p < .001)，関連性の主効果 (F (1, 41) = 

31.90, p < .001) が有意であり，交互作用は有意ではなかった (F (1, 41) = 0.15, n.s.)。すなわ

ち，研究 2 に比べて研究 3 の方が，また関連性・高条件に比べて，関連性・低条件の方が，

独自性が高いことが示された。面白さも研究の主効果 (F (1, 41) = 818.91, p < .001)，関連性

の主効果 (F (1, 41) = 42.24, p <.001) が有意であり，交互作用は有意ではなかった (F (1, 41) 

= 2.29, n.s.)。すなわち，独自性と同様に，研究 2 に比べて研究 3 の方が，また，関連性・高

条件に比べて，関連性・低条件の方が，面白さが高かった。3 つの指標すべてにおいて，研

究の主効果がみられ，研究 2 に比べ，研究 3 の方において値が高いことが示された。 

 

 

Figure 4-5. 研究 2・研究 3 における 

妥当性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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Figure 4-6. 研究 2・研究 3 における 

独自性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
 

 

 

Figure 4-7. 研究 2・研究 3 における 

面白さの条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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4.4. 考察 

4.4.1. 研究 3のまとめ 

研究 3 では，共通点の探索のプロセスを詳細に検討するため，課題遂行時の発話プロトコ

ルの分析を行った。本研究からは 4 つの結果が得られた。第 1 に，関連性・低条件における

共通点は，関連性・高条件における共通点に比べて，妥当性が低いものの，独自性と面白さ

が高くなることが示された。この結果は研究 2 の結果と一致しており，関連性が低い場合

に，発見される共通点の独自性や面白さが高くなるという現象が比較的頑健であると言え

る。 

第 2 に，共通点の発見に至るまでの時間は，関連性が高い場合に比べて関連性が低い場合

に長くなることが示された。関連性が高い場合には，「目立つ」特徴が共通点として発見さ

れるため，発見に至るまでの時間が短いのに対して，関連性が低い場合には「目立つ」特徴

が共通点にならないため，「目立たない」特徴を活性化して比較を多く行う必要があるため

に時間が長くなったと考えられる。さらに，調整を行わなかった場合に比べて調整を行った

場合により長くなることも示された。これは，調整には抽象化やさらなる連想が伴っており，

その分が発見に至るまでの時間に反映されていると考えられる。 

第 3 に，関連性が高い場合に比べて関連性が低い場合には，調整を行う割合が高いことが

示された。この結果は予測と一致している。この結果から，共通点の探索の際に関連性・低

条件のように共通点がすぐに発見されない状況においては，抽象化やさらなる連想のよう

な調整がよりなされやすいことがわかる。 

第 4 に，調整を行った共通点は調整を行っていない共通点に比べて独自性が高くなると

いう結果が得られた。これは予測と一致する結果であった。すなわち，調整が対象のもつ一

見すると共通点にならないように見える特徴に着目してなされる処理であることから，「目

立たない」知識の活性化につながり，結果として発見された共通点の独自性が高くなったと

考えられる。 

研究 3 の結果から，調整を行うことは独自な共通点の発見に有効である可能性があるこ

とが示されたと言える。しかし，調整は自発的には用いられにくいものである可能性がある。

というのも，発見された共通点全体のうち，調整によって発見されたものは 5%程度であっ

た。本研究で扱った調整と類似した処理が類推問題に取り組む際にも使用されていること
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を検討した Novick & Holyoak (1991) でも，調整には意識的な処理が必要であり，自動的に

行うことができる写像と比較して適用されることが少なく，自発的には行うことが難しい

処理であるとしている。独自な共通点の発見を促すためには，調整の使用を促すような教示

や介入が必要であると考えられる。具体的には，共通点を探索する際に，「一見共通点とな

らないように見える特徴であっても，抽象化や連想をすることで共通点を発見することが

できる」ということを実験者側から教示することで，調整の使用が促進され，結果的に独自

性の高い共通点の発見が促されるかを検討する必要がある。 

また，研究 3 には改善すべき課題も残っている。具体的には，発話内容の分類について，

分類を行った 2 名による分類の一致率が低かった点である。この原因としては分類の手続

きについて 2 つの不備があったためと考えられる。1 つ目は，共通点の発見に直接影響する

処理を検討するために，「1 試行の中で調整とみられる発話をしていたとしても，最終的に

発見された共通点に活用されていなければ調整なしとすること」とした点である。この教示

により，記述された共通点には直接影響しないものの，探索の過程で調整としてみなされる

ような発話があった場合に，調整と分類してよいかの判断が困難になった可能性がある。2

つ目は，調整の定義に連想と抽象化という 2 種類が含まれており，分類の際には，連想と抽

象化の両方をまとめて調整として分類するように求めた点である。この分類基準により，連

想か抽象化のどちらかだけに偏った分類をしてしまうなどが生じた可能性がある。今後，調

整の定義に基づいて，分類の手続きや基準をさらに改善した検討を行う必要がある。 

4.4.2. 研究 2と研究 3の比較 

 研究 2 と研究 3 では，同じ指標を用いていたことから，2 つの研究間での比較を行った。

その結果，研究 2 と研究 3 では，回答される共通点の数に違いはみられなかったのに対し

て，研究 2 に比べて研究 3 の方が，共通点の質に関する 3 つの指標（妥当性，独自性，面白

さ）の得点が高かった。この差は，研究間での 2 点の違いが起因している可能性がある。1

つは，参加者に対して課題遂行中の発話思考の有無であり，もう 1 つは，共通点の質を評定

した者が異なっていた点である。 

発話思考の実施の有無によって研究間の差が生じたとすれば，発話思考を行うことが共

通点を探索するプロセスに何らかの影響を及ぼす可能性が考えられる。研究 2 と研究 3 の

比較の結果，共通点の数には違いがみられず，また，共通点の質に関する指標では交互作用

がみられずに研究の違いの主効果のみ有意であったことから，発話思考を行ったことが共
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通点を探索するプロセスに影響した可能性は低いと考えられる。もし，発話思考を行ったこ

とで探索過程に違いが生じたとすれば，共通点の数にも差がみられると想定される。ただし，

この可能性については，研究 2 と研究 3 の比較だけでは結論づけることは困難である。発

話思考によって，質の得点がすべて高くなるような違いが生じた可能性もある。例えば，参

加者にとって，発話思考を求められる状況は，実験者に考えていることを聞かれる状況であ

るため，できるだけ質の高い回答をするように意識的に課題に取り組んだ可能性がある。あ

るいは，他者への意識が働いたというよりは，発話内容が参加者自身に対するフィードバッ

クとなり，次の共通点を考えるために有効に働いた可能性も考えられる。 

次に，評定者が異なっていたために研究間での差が生じたとすれば，研究 2，3 ともに評

定者に対して行った教示や，評定の手続きは同じであることから，評定者個人の評定傾向の

違いが，研究間の値の差に反映されている可能性が考えられる。例えば，評定時に極端な値

をつけやすいのか，より中間値に近い値をつけやすいのか，といった違いである。研究 2 と

研究 3 の比較では，評定者が異なっていたために研究間で差が生じたと考えることがより

妥当であり，得点の高低には差があったものの，共通点を探索する対象間の関連性の程度の

影響は同じ結果のパターンとなっていることから，関連性の程度の影響は発話思考の有無

にかかわらず確認された。1 つ目で述べたように，発話思考の有無により共通点の探索プロ

セスに影響があるかどうかを確かめるためには，同じ評定者による評定を行う必要がある。 
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第5章 共通点の探索プロセスの検討 2：他の課題との関連の検討【研究 4】 

5.1. 問題と目的 

研究 4 では，研究 3 とは異なるアプローチによって，共通点探索プロセスを明らかにす

るため，共通点の探索と類似した認知プロセスを有すると想定される他の課題との関連を

通した検討を行う。具体的には，共通点探索課題と別の課題との関連を検討する。もし，2

つの課題のパフォーマンスに相関関係が認められる場合には，2 つの課題に何らかの共通要

素があると考えることができる。本研究では，実験 1 でカテゴリ列挙課題 (Chrysikou, 2006) 

との関連，実験 2 でカテゴリ判断課題 (Isen & Daubman, 1984) との関連を検討する。 

それぞれの課題を遂行する際には，次のようなプロセスが生じていると考えられる。まず，

共通点探索課題では，関連性の低い 2 つの対象（例えば，「イチゴ」と「テレビ」）の共通点

を挙げるように求められる。このとき，2 つの対象それぞれがもつ「目立つ」特徴に関する

知識が活性化する。しかし，「目立つ」特徴は共通しないため，「目立たない」特徴に関する

知識を活性化させ，共通点となる特徴を探索する必要がある。 

カテゴリ列挙課題 (Chrysikou, 2006) では，ある対象が属するカテゴリを複数列挙するこ

とが求められる。例えば，「靴」の場合，一般的には「履きもの」というカテゴリに属する

が，このような一般的なカテゴリ以外のカテゴリ（例えば，「釘を打ち込むために使うもの」）

を列挙するように求められる。この課題でも，対象のもつ「目立つ」特徴だけでなく，「目

立たない」特徴に関する知識を活性化させる必要がある。したがって，この 2 つの課題で

は，対象の「目立たない」特徴に関する知識をいかに多く活性化させることができるか，と

いうことが多く回答するために必要となる。このことから，2 つの課題における回答数には

正の相関がみられると予測される。 

次に，カテゴリ判断課題 (Isen & Daubman, 1984) は，ある事物があるカテゴリの成員とし

てみなせる程度を判断する課題である。この課題では，一般的にあるカテゴリに属する成員

としての典型性が低いと想定される対象について，そのカテゴリの成員としてみなしてよ

いと思う程度を判断することが求められる。例えば，「ラクダ」を「乗り物」カテゴリの成

員としてみなす程度を判断するとき，ラクダのもつ特徴として「動物である」，「こぶがある」

などの「目立つ」知識だけが活性化していると「乗り物」と見なす程度は低くなるはずであ
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る。それに対して，「移動手段として利用できる」という「目立たない」知識が活性化して

いると「乗り物」として判断する程度は高くなるはずである。まとめると，一般的に，ある

カテゴリに属する成員としての典型性が低い対象に対して，そのカテゴリの成員としてみ

なしてよいと判断する程度が高い人は，対象の持つ「目立たない」特徴に関する知識を活性

化させて判断できると考えられる。このように，カテゴリ判断課題においても，共通点探索

課題と同様に，対象のもつ「目立たない」特徴に関する知識を活性化させるプロセスが想定

される。したがって，カテゴリ判断課題における典型性の低い項目に対する評定値と共通点

探索課題の回答数には正の相関があると予測される。 

以上より，カテゴリ列挙課題，カテゴリ判断課題ともに，「目立たない」知識の活性化，

という共通点探索課題と共通する認知プロセスを有していると考えられることから，いず

れの課題も共通点探索課題と関連がみられると予測される。 

5.2. 実験 1 

 実験 1 では，共通点探索とカテゴリ列挙の関連を検討する。前節で述べたように，共通点

探索課題とカテゴリ列挙課題との間には正の相関関係が認められると予測する。実験 1A で

は課題間の関連に加え，課題間の比較も行う。実験 1B では参加者規模を大きくし，2 つの

課題の関連を再度検討する。 

5.2.1. 実験 1A 方法 

参加者  

名古屋大学の大学生・大学院生 31 名（男性 14 名，女性 17 名，平均年齢 19.84 (SD = 1.27) 

歳）であった。参加者は報酬として 750 円を受け取った。 

材料  

共通点探索課題 関連性の低い単語ペアのセットとして，研究 1 の実験 2 と同じ 9 組の

単語ペアを使用した。 

カテゴリ列挙課題 カテゴリ列挙課題の刺激語は，Chrysikou (2006) を参考に，対象者で

ある日本人大学生に適したものとなるように選定した。はじめに，使用するカテゴリを選定
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し，その後，そのカテゴリの中で典型性が高い事物を選定した。使用するカテゴリは，Rosch 

(1975) で用いられたリストから選定した。Rosch (1975) では「家具」，「果物」，「乗り物」，

「武器」，「野菜」，「工具」，「鳥」，「スポーツ」，「おもちゃ」，「衣類」の 10 カテゴリが用い

られたが，その中から，対象者である日本人の大学生になじみがあると考えられる「家具」

「果物」「乗り物」「野菜」「衣類」の 5 つを使用した。 

事物は各カテゴリのリストの中で典型性が最も高いものを使用することとした。Rosch 

(1975) による事物とその典型性の順位を示すリストは，現代の日本人の大学生が捉える典

型性とは異なる可能性があるため，予備的調査として各カテゴリに属する事物としての典

型性の評定を行った。評定者は名古屋大学の学部生・大学院生 29 名（男性 11 名，女性 18

名，平均年齢 20.03 (SD =1.32) 歳）であった。1 人 1 台 PC が設置してある講義室を使用し，

最大 20 名程度で同時に実施した。同時に実施する参加者全員に対して一斉に，課題内容お

よび倫理的配慮について説明を行った。同意書にサインをした者のみが評定を行った。その

後，参加者は講義室の PC を用いて個別に評定に取り組んだ。課題の呈示と参加者の反応の

記録には Qualtrics を使用した。課題終了後に，性別，年齢，母語を尋ねた。 

評定の際には，「次の各項目は『家具』というカテゴリからイメージされる内容をどのく

らいよく表していると思いますか。1（まったく表していない）～7（とてもよく表している）

の中から選択してください。制限時間はありません。あまり悩まず，直感で回答してくださ

い。意味が分からないものがありましたら，一番左の『分からない』を選択してください。」

と教示した。 

日本語が母語であると回答した 28 名の回答データを分析に用いた。各カテゴリの事例に

ついて 1 名でも「分からない」という回答があった事例には順位をつけなかった。残りの事

例について，評定値の平均値を算出し，順位付けを行った。各カテゴリで典型性が最も高か

った事例は，「家具」は「テーブル」(M = 7.00, SD = 0.00)，「果物」は「イチゴ」(M = 6.96, SD 

= 0.19)，「乗り物」は「電車」(M = 6.96, SD = 0.19)，「野菜」は「ピーマン」 (M = 6.89, SD = 

0.31)，「衣類」は「シャツ」(M = 6.96, SD = 0.19)であった。これらを刺激語として使用した。 

手続き  

1 人 1 台 PC が設置してある講義室を使用し，最大 10 名同時に実施した。同時に実施す

る参加者全員に対して一斉に，課題内容および倫理的配慮について説明を行った。同意書に

サインをした者のみが課題に取り組んだ。その後，参加者は講義室の PC を用いて個別に課
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題に取り組んだ。課題の呈示と参加者の反応の記録には Qualtrics を使用した。2 つの課題の

実施順は，参加者毎にランダムであった。課題終了後に，性別，年齢，母語を尋ねた。 

共通点探索課題 画面上に呈示される 2 単語に共通する特徴を最大 10 個まで，入力する

ように求めた。文字数，表記，濁点の有無，共通する文字の有無など言葉の特徴ではなく，

その言葉が表す事物や生物がもつ特徴について考えるよう求めた。制限時間は，1 単語ペア

（以下 1 試行とする）につき 1 分 30 秒とした。1 分 30 秒が経過すると画面上に次のページ

に進むことができるボタンが表示され，表示されたらすぐにクリックして先に進むよう指

示した。単語ペアは参加者毎にランダムに呈示した。はじめに練習 1 試行（「パイプ ボト

ル」）に取り組んだあと，本試行 9 試行に取り組んだ。 

カテゴリ列挙課題 画面上に呈示される事物について，同時に呈示される一般的なカテ

ゴリ以外でほかに属すると考えられるカテゴリを最大 10 個まで，できるだけ多く挙げるよ

うに求めた。回答数および制限時間は Chrysikou (2006) の手続きを参考に，本研究の目的に

合うように変更して設定した。Chrysikou (2006) では， 1 つの事物に対して 6 つ以上のカテ

ゴリを挙げるように求めており，12 問を 15 分で実施した。本研究では，限られた時間内で

カテゴリをいくつ挙げることができるかを調べるため，1 試行あたりの制限時間を設け，回

答数に下限を設けず，時間内でできるだけ多くのカテゴリを挙げるように教示した。また，

Chrysikou (2006) において，1 問あたりにかけることができる時間は平均すると 1 分程度に

なるが，これ以上の時間を設けることで，カテゴリを多く挙げる参加者が多くなり，個人差

が見られなくなる可能性が考えられた。そこで本研究では，1 試行につき 1 分の制限時間を

設定した。1 分が経過すると画面上に次のページに進むことができるボタンが表示され，表

示されたらすぐにクリックして先に進むよう指示した。5 つのカテゴリは参加者毎にランダ

ムに呈示した。はじめに練習 1 試行（カテゴリ：食器，事例：スプーン）に取り組んだあと，

本試行 5 試行に取り組んだ。 

5.2.2. 実験 1A 結果 

データの除外 

日本語が母語であると回答した 30 名の回答データを分析に用いた。全部で 1244 の回答

が得られた。そのうち，記述が途中で終わっていることが明確であった 2 回答，文字や言葉

の特徴について記述された 16 回答を分析から除外した。 
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共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の関連  

共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の各平均回答数の相関係数を算出したところ，有意

な正の相関が見られた (r = .52, p < .001)。散布図および回帰直線を Figure 5-1 に示す。この

結果は，共通点探索課題において共通点を多く列挙できる人ほど，カテゴリ列挙課題におい

てもカテゴリを多く列挙できることを示している。このことから，共通点探索課題とカテゴ

リ列挙課題の背景には共通するプロセスがあることが示唆された。 

 

Figure 5-1. 共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の各平均回答数の 

散布図と回帰直線（実験 1A） 

 
 

共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の比較  

共通点探索課題とカテゴリ列挙課題において「イチゴ」が共通する刺激語であった。「イ

チゴ」に関する回答が，課題間でどのように異なっているかを検討するため，「イチゴ」に

関する共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の比較を行った。はじめに，各課題における「イ

チゴ」の回答数の平均値を Table 5-1 に示す。対応のある t 検定を行った結果，回答数は共

通点探索課題に比べてカテゴリ列挙課題が有意に多かった  (t(27) = 3.95, p < .001, d = 0.97, 
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95%CI[0.40, 1.54])。 

次に，回答の内容について「思いつきやすさ」を検討した。研究の目的および仮説を知ら

ない 4 名（大学生 2 名，大学院生 2 名）が「思いつきやすさ」を評定した。「次の各項目は

「イチゴ」からどのくらい思いつきやすいですか。あなた自身にとってどのくらい思いつき

やすいかを評定してください。1（全く思いつかない）～5（すぐに思いつく）までのいずれ

かを選択してください。あまり悩まず，直感で回答してください。意味がわからない場合に

は右端の「意味がわからない」を選択してください。」と教示した。なお，参加者による記

述は，誤字を含めてそのまま呈示した。評定は Qualtrics を使用した。評定者が 1 名でも「意

味がわからない」と判断した 4 項目は分析から除外した。その結果，共通点探索課題の「イ

チゴ」に対する回答がなくなった 2 名の参加者を分析から除外した。「思いつきやすさ」得

点の平均値を Table 5-1 に示す。対応のある t 検定を行った結果，課題間で有意な差はみら

れなかった (t(27) = 0.97,n.s., d = 0.30, 95%CI[-0.24, 0.83])。 

 

Table 5-1 

各課題における「イチゴ」の回答数と思いつきやすさ得点の平均値（括弧内は標準偏差）  

 

 共通点探索課題  カテゴリ列挙課題 

回答数 
2.78  4.21 

(1.07) 
 

(1.79) 

回答の思いつきやすさ得点 
3.54  3.72 

(0.47) 
 

(0.73) 

注）N = 28    

 

次に，各課題における回答数と思いつきやすさの相関係数を算出した。その結果，カテゴ

リ列挙課題における回答数と思いつきやすさの相関 (r = .25, n.s.)，共通点探索課題における

回答数と思いつきやすさの相関 (r = -.29, n.s.) はいずれも有意ではなかった。有意ではない

ものの，2 つの課題間で相関関係の正負が反転している点は，それぞれの課題で回答数が増

えることと思いつきやすさとの関係が異なっていることを示唆するものである。このこと

から，1 つ目の回答とそれ以降の回答では思いつきやすさが異なると考えられるため，これ

を検討した。参加者によって回答数が異なっていたため，2 つ以上回答していた参加者 23

名のみを分析対象とした。各課題における 1 つ目と 2 つ目の回答の思いつきやすさの平均

値を Table 5-2 に示す。対応のある t 検定を行った結果，1 つ目の回答の思いつきやすさは，
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課題間で有意な差はなかった (t(22) = 0.45, p = .65, d = 0.13, 95%CI[-0.47, 0.72])。一方，2 つ

目の回答の思いつきやすさは，共通点探索課題はカテゴリ列挙課題に比べて，有意に高かっ

た (t(22) = 2.39, p < .05, d = 0.74, 95%CI[0.13, 1.36])。このことから，1 つ目の回答の思いつき

やすさは 2 つの課題で同程度であるのに対して，2 つ目の回答では，共通点探索を行った場

合の方がイチゴから通常では思いつきにくい回答が得られることが示された。 

 

Table 5-2 

「イチゴ」に対する 1 つ目と 2 つ目の回答の思いつきやすさ得点の平均値 

（括弧内は標準偏差）  

 

 共通点探索課題 カテゴリ列挙課題 

1 つ目の回答の思いつきやすさ得点 
3.86 3.98 

(0.79) (1.09) 

2 つ目の回答の思いつきやすさ得点 
3.51 4.17 

(0.76) (1.01) 

注）N = 23   

 

5.2.3. 実験 1B 方法 

参加者  

名古屋大学の大学生・大学院生 72 名（男性 31 名，女性 41 名，平均年齢 19.38 (SD = 1.36) 

歳）であった。参加者は報酬として 750 円を受け取った。 

材料  

共通点探索課題 実験 1A と同じ，関連性の低い単語ペア 9 組を使用した。 

カテゴリ列挙課題 共通点探索課題とカテゴリ列挙課題で刺激語の重複を避けるため，

「イチゴ」を，典型性の第 2 位であった「ブドウ」に変更した。 

手続き  

実験 1A と同じであった。課題の実施順は参加者毎にカウンターバランスした。 
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5.2.4. 実験 1B 結果 

データの除外 

 日本語が母語であると回答した 71 名の回答データを分析に用いた。 

共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の関連  

 実験 1A と同様に，共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の各平均回答数の相関係数を算出

したところ，有意な正の相関が見られた (r = .75, p < .001)。散布図および回帰直線を Figure 

5-2 に示す。この結果は，共通点探索課題において共通点を多く列挙できる人ほど，カテゴ

リ列挙課題においてもカテゴリを多く列挙できることを示している。このことから，実験

1A と同様に，共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の背景には共通するプロセスがあること

が示唆された。 

 

 

Figure 5-2. 共通点探索課題とカテゴリ列挙課題の各平均回答数 

の散布図と回帰直線（実験 1B） 
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5.2.5. 実験 1 考察 

実験 1 では，共通点の探索と同様のプロセスを有すると想定されるカテゴリ列課題挙

(Chrysikou, 2006) との関連を検討した。2 つの課題におけるパフォーマンスに有意な関連が

見られれば，2 つの課題には共通するプロセスがあり，それが上手な人がどちらの課題にも

多くの回答を生成することができると予測された。実験 1A と 1B の結果は，予測と一致す

るものであった。このことから，共通点探索とカテゴリ列挙は類似するプロセスを有するこ

とが示唆された。具体的には，どちらの課題でも，多くの回答をするためには対象の持つ「目

立つ」特徴だけではなく「目立たない」知識を多く活性化させるというプロセスが共通して

いたと考えられる。 

この結果に関連して，近年の研究では，拡散的思考課題のパフォーマンスと言語的流暢性

に関連があることが示されている (e.g., Silvia, Beaty & Nusbaum, 2013; Beaty & Silvia, 2014)。

Beaty & Silvia (2014) は，言語的流暢性の指標として，刺激語から多くの語を列挙する課題

での回答数を用いており，言語的流暢性の回答数が拡散的思考課題の回答数を有意に説明

していることが示された。すなわち，刺激語から多くの知識を活性化させることができる人

は，創造的思考を反映する課題である拡散的思考課題でも多く解答することができるとい

うことを示している。共通点探索課題とカテゴリ列挙課題も，言語流暢性課題と同様に，刺

激語から多くの知識を活性化させることが，回答数を増やすことにつながると考えられる。

共通点探索課題において多くの共通点を発見することができる個人は，拡散的思考課題に

おいてもまた，多く回答することができる可能性がある。 

2 つの課題に相関がみられた原因として考えられる別の可能性として，「できるだけ多く

回答すること」が求められる実験状況において，多く回答することを望ましく考える傾向や，

それを達成しようという動機づけの高さが反映されたものである可能性がある。すなわち，

「目立たない」知識を多く活性化させることができているというわけではなく，意味的に類

似した内容であってもできるだけ多く回答しなければ，あるいは，できるだけ多く回答した

い，と考える傾向の強さによって，回答数の個人差がみられたためにこのような相関関係に

つながったのではないかということである。この可能性を除いて，2 つの課題において「目

立たない」知識を活性化させるということが共通するプロセスであることを示すためには，

共通点探索課題やカテゴリ列挙課題と同様に多くの回答をすることが求められるが，「目立

たない」知識を活性化させる必要がない課題との関連を検討する必要がある。また，反対に，
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「目立たない」知識の活性化が必要であるが，多くの回答をする必要がない課題との関連の

検討も必要である。 

また，実験 1A では 2 つの課題に共通する刺激語である「イチゴ」に関する回答を比較す

ることによって，2 つの課題における差異についても検討した。その結果，思いつきやすさ

得点を課題間で比較したところ，1 つ目の回答では差はみられなかったが，2 つ目の回答で

は共通点探索課題の方がカテゴリ列挙課題よりも思いつきやすさが低かった。このことか

ら，複数回答をする状況では，共通点の探索の方がより「目立たない」知識を活性化させる

のに有効となる可能性が示唆された。しかしながら，この結果は，課題の刺激語のうち，「イ

チゴ」のみを対象とした補足的な分析であることから，このことを積極的に主張するための

実験をさらに行う必要がある。 

5.3. 実験 2 

実験 2 では，カテゴリ判断課題との関連を検討する。カテゴリ判断課題における典型性の

低い項目に対する評定値と共通点探索課題の回答数には正の相関があると予測される。 

5.3.1. 実験 2 方法 

参加者  

名古屋大学の学生 50 名（男性 22 名，女性 28 名，平均年齢 20.10 (SD = 1.22) 歳）であっ

た。参加者は全員，日本語話者であった。なお，参加者は報酬としてコースクレジットまた

は 750 円を受け取った。 

材料  

共通点探索課題 実験 1 と同じ，関連性の低い単語ペア 9 組を使用した。 

カテゴリ判断課題 カテゴリ判断課題では，実験 1 と同じ予備調査の結果に基づいて選

定された。選定の具体的な内容について述べる。予備調査の結果，カテゴリ毎に上位 5 項目

と下位 5 項目を抽出した。各カテゴリと事例の典型性の平均値及び標準偏差を Table 5-3 に

示す。共通点探索過程において刺激語としている「イチゴ」は除外した。カテゴリ間での回

答傾向が等しいを確認するため，典型性得点について，典型性（参加者内要因：高・低）×
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カテゴリ（参加者内要因：家具・野菜・衣類・果物・乗り物）の 2 要因分散分析を行った。

その結果，各要因の主効果および交互作用が有意であった。典型性高・低の主効果は F (1, 

4) = 911.32 (p < .001)，カテゴリの主効果は F (1, 4) = 13.82 (p < .001), 交互作用は F (1, 4) = 

15.30 (p < .001) であった。交互作用が有意であったため，単純主効果の検定を行った。まず，

すべてのカテゴリにおいて典型性高・低の単純主効果が有意であった。このことから，すべ

てのカテゴリにおいて，典型性高条件が典型性低条件よりも典型性が高く評定されていた

と言える。また，典型性高条件においてはカテゴリの単純主効果は有意ではなかったが，典

型性低条件ではカテゴリの単純主効果が有意であった。「果物」が「野菜」，「衣類」，「乗り

物」よりも有意に典型性が高いことが示された。他の箇所では有意な差は見られなかった。

このことから，「果物」の典型性低条件が，他のカテゴリと比べて典型性が低い項目になっ

ていないということが示唆される。そのため，「果物」はカテゴリ判断課題で使用するカテ

ゴリとして適切ではないと判断した。 

「果物」を除外した 4 カテゴリで同様の分析を行った。その結果，各要因の主効果および

交互作用が有意であった。典型性高・低の主効果は F (1, 3) = 900.11 (p < .001)，カテゴリの

主効果は F (1, 3) = 5.17 (p < .01), 交互作用は F (1, 3) = 3.63 (p < .05) であった。交互作用が

有意であったため，単純主効果の検定を行った。まず， 5 カテゴリの場合と同様に，すべ

てのカテゴリにおいて典型性高・低の単純主効果が有意であった。このことから，すべての

カテゴリにおいて，典型性高条件が典型性低条件よりも典型性が高く評定されていたと言

える。また，カテゴリの単純主効果については典型性高条件，典型性低条件いずれにおいて

も単純主効果は有意ではなかった。したがって，「果物」を除外した 4 カテゴリではカテゴ

リ間での回答傾向に差がないことから，この 4 カテゴリをカテゴリ判断課題で使用するこ

ととした。 
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Table 5-3 

各カテゴリ上位（典型性・高）下位（典型性・低）5 項目の典型性得点の平均値 

および標準偏差 

  典型性・高 M SD   典型性・低 M SD 

家具 テーブル 7.00  0.00   まくら 3.39  1.89  

 ベッド 7.00  0.00   ラジオ 3.21  2.01  

 本棚 6.96  0.19   ミシン 3.14  1.96  

 たんす 6.93  0.26   絵画 2.50  1.88  

 ソファー 6.93  0.26    灰皿 1.96  1.29  

 M 6.96  0.14   M 2.84  1.80  

        

野菜 ピーマン 6.89  0.31   マッシュルーム 3.36  2.16  

 ブロッコリー 6.86  0.45   海藻 2.57  1.75  

 ニンジン 6.82  0.77   ピーナッツ 2.07  1.27  

 キュウリ 6.82  0.55   タンポポ 1.39  0.69  

 レタス 6.79  0.50    コショウ 1.36  0.68  

 M 6.84  0.52   M 2.15  1.31  

        

衣類 シャツ 6.96  0.19   ハンドバッグ 2.29  1.58  

 パーカー 6.93  0.26   ネックレス 1.96  1.29  

 ズボン 6.89  0.42   イヤリング 1.96  1.35  

 コート 6.86  0.36   指輪 1.79  1.20  

 スウェット 6.75  0.70    腕時計 1.79  1.32  

 M 6.88  0.38   M 1.96  1.35  

        

果物 ブドウ 6.93  0.26   プルーン 5.14  1.53  

 モモ 6.89  0.31   レーズン 5.00  1.66  

 オレンジ 6.86  0.45   ココナッツ 3.79  1.79  

 リンゴ 6.86  0.52   ナッツ 2.68  1.79  

 ミカン 6.79  0.57    オリーブ 2.29  1.33  

 M 6.86  0.42   M 3.78  1.62  

        

乗り物 電車 6.96  0.19   スケートボード 3.04  1.60  

 地下鉄 6.93  0.26   サーフボード 2.64  1.39  

 バス 6.93  0.26   スキー 2.21  1.55  

 バイク 6.93  0.26   スケート靴 1.36  0.87  

 自動車 6.93  0.38    足 1.32  0.94  

  M 6.94  0.27    M 2.11  1.27  

注）「果物」は実験では使用しなかった 
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手続き  

1 人 1 台 PC が設置してある講義室を使用し，最大 10 名同時に実施した。同時に実施す

る参加者全員に対して一斉に，課題内容および倫理的配慮について説明を行った。同意書に

サインをした者のみが課題に取り組んだ。その後，参加者は講義室の PC を用いて個別に課

題に取り組んだ。課題の呈示と参加者の反応の記録には Qualtrics を使用した。2 つの課題の

実施順は，参加者毎にランダムであった。課題終了後に，性別，年齢，母語を尋ねた。 

共通点探索課題 実験 1 と同じ手続きであったが，単語ペアの間には休憩ページとして

「準備ができたら矢印ボタンを押して進んでください。」という教示のみが表示されるペー

ジが挿入される点のみ変更した。 

カテゴリ判断課題 Isen & Daubman (1984) の手続きを参考にした。画面上に呈示される

教示に従って，ある物事があるカテゴリの成員としてみなせる程度を判断するように求め

た。具体的には，「『テーブル』を『家具』とみなしてよいとどのくらい思いますか。 一般

的にではなくあなた自身がどう思うかを答えてください。あまり悩まず直感で回答してく

ださい。」と教示した。参加者は 1（そのカテゴリの成員としてはまったくみなせない）～

10（そのカテゴリの成員としてとてもみなせる）の 10 件法での回答を求めた。はじめに練

習 1 試行（事例：「スプーン」，カテゴリ「食器」）に取り組んだあと，4 カテゴリ 40 語につ

いて回答を求めた。カテゴリ毎に 10 項目をまとめて判断するように設定したため，カテゴ

リが変わるタイミングでは「今から『家具』というカテゴリについて考えていただきます」

という教示のみを呈示するページが挿入された。事例の呈示順は，Isen & Daubman (1984) に

従い，1 つ目は必ず最も典型性が高い事例が呈示され，残り 9 事例は参加者毎にランダムに

呈示した。 

5.3.2. 実験 2 結果 

共通点探索課題のパフォーマンスを反映する指標として，参加者毎に 9 試行の平均回答

数を算出した。参加者全体の平均は 5.53 (SD = 0.89) であった。カテゴリ判断課題について

は，各カテゴリの関連性の高い 5 項目の平均評定値と関連性の低い 5 項目の平均評定値を

それぞれ算出した。その後，4 カテゴリの平均値を算出した。参加者全体の平均は，典型性

が高い項目が 9.94 (SD = 0.11) ，典型性が低い項目が 3.77 (SD = 1.20) であった。 

予測を検討するため，カテゴリ判断課題における典型性が低い項目に対する平均評定値
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と共通点探索課題の平均回答数の相関係数を算出したところ，有意な相関はみられなかっ

た (r = .001, p = 0.99)。散布図と回帰直線を Figure 5-3 に示す。この結果は，予測と一致しな

いものであった。 

 

 

Figure 5-3. 共通点探索課題の平均評定値とカテゴリ判断課題（典型性・低）の 

平均評定値の散布図および回帰直線 

 

 
 

5.3.3. 実験 2 考察  

実験 2 では，共通点探索課題と同様のプロセスを有すると想定されるカテゴリ判断課題

との関連を検討した。カテゴリ判断課題における典型性の低い項目に対する評定値と共通

点探索課題の回答数には正の相関があると予測されたが，結果はこの予測に一致しなかっ

た。この結果は，共通点探索課題とカテゴリ判断課題では，プロセスが共通していないこと

を示唆するものである。予測と一致しなかった原因として，カテゴリ判断課題において対象

の「目立たない」特徴に着目する必要性がなかったことが影響した可能性がある。カテゴリ

判断課題では，ある対象があるカテゴリの成員としてみなせる程度を，参加者自身の考えに

基づいて直感的に判断することを求めた。「目立たない」特徴に着目することができる個人

であれば，カテゴリ判断課題において一般的に典型性が低い事例であっても，カテゴリの成
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員としてみなせる程度を高く評価すると想定したが，「目立たない」特徴に着目することは，

意識的な探索を必要とするものであり，直感的な判断を求める課題ではそのような意識的

な探索が行われなかった可能性がある。すなわち，カテゴリ判断課題において，一般的に典

型性が低い事例に対して，意識的に「目立たない」特徴に着目することを促すような働きか

けをしたうえで，人によってそれが実行できるかどうかが異なるのかを検討する必要があ

る。 

5.4. 研究 4のまとめ 

研究 4 では，研究 3 とは異なるアプローチによって，共通点探索プロセスを明らかにす

るため，共通点の探索と類似した認知プロセスを有すると想定される他の課題との関連を

通した検討を行った。具体的には，実験 1 ではカテゴリ列挙課題との関連，実験 2 ではカテ

ゴリ判断課題との関連を検討した。これらの課題と共通点探索課題は，いずれも「目立たな

い」知識の活性化が必要な課題であるという点で共通したプロセスを有すると想定された。

その結果，実験 1 では，共通点探索課題とカテゴリ列挙課題には回答数に有意な正の相関が

みられ，2 つの課題に共通するプロセスがあることを示唆する結果が得られた。すなわち，

共通点探索課題とカテゴリ列挙課題では，「目立たない」知識の活性化というプロセスが共

通していることが示唆された。それに対して，実験 2 では，共通点探索課題とカテゴリ判断

課題の間には関連が見られず，2 つの課題でプロセスが共通していないことが示唆された。 

2 つの実験で異なる結果となった原因として，カテゴリ列挙課題とカテゴリ判断課題では，

課題において参加者が求められるプロセスが異なっていたためであると考えらえた。まず，

カテゴリ列挙課題では，共通点探索課題と同様に，課題においてできるだけ多く回答するこ

とを求めており，これを達成するためには「目立たない」特徴を意識的に探索する必要があ

った。それに対して，カテゴリ判断課題では，ある対象があるカテゴリの成員としてみなせ

る程度を直感的に判断するものであり，その事例やカテゴリの「目立たない」特徴を意識的

に探索することはかならずしも必要ではなかったと考えられる。 
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第6章 共通点の探索の創造的思考への活用：アイデア生成への影響の検討【研究 5】 

6.1. 問題と目的 

研究 5 では，共通点の探索の創造的思考への活用可能性を検討するため，共通点の探索が

アイデア生成に及ぼす影響を検討する。研究 1 および 2 の結果から，関連性の低い 2 つの

対象間に共通点を探索することで，独自で面白い着眼点が得られる可能性が示された。この

思考を，アイデア生成を行う前に練習課題として行っておくことで，のちのアイデア生成課

題の遂行時に，独自な着眼点に基づくアイデアが生み出されやすくなると考えられる。 

 本研究では，共通点探索課題を行う条件と比較する条件として，連想語列挙課題を行う条

件を設ける。連想語列挙課題は，共通点探索課題で用いる 9 組（18 個）の刺激語について

2 つ同時に呈示するのではなく，片方のみを半分の時間で呈示し，その単語から連想される

物事を列挙するように求める。共通点探索課題と同じ情報を呈示することで，類似した課題

を行う場合に比べて，共通点を探索することそのものが効果を持つかどうかを検討する。 

 アイデア生成課題には，これまでに多様なものが提案されてきており，紙や画面上に言葉

でアイデアを記述していくタイプの課題や，Smith et al. (1993) で用いられたような，おもち

ゃや生き物について絵を使ってデザインする課題などがある。言葉でアイデアを記述する

タイプの課題には，ある物体の普段とは異なる使用法を考える Unusual Uses Test（以下，UUT

とする）や，大学の入学志願者を増やすための改善策を考える課題，親指がもう一本ずつ増

えたらどうなると思うか，などがある。本研究では，対象について普段とは異なる捉え方が

求められるアイデア生成課題として UUT を用いることとする。この理由は，UUT が，ある

物体の普段とは異なる使用法を考えるように求める課題であるため，対象となる物体に対

して「目立たない」知識を活性化させることで，より独自で面白いアイデアが生み出せるよ

うになると考えられるためである。UUT において生成されたアイデアは，実現可能性，独

自性，面白さの 3 つの観点から評定する。 

本研究の予測について述べる。事前に行う課題において，共通点の探索を通して目立たな

い知識の活性化が促されれば，独自なアイデアの生成につながると考えらえる。そのため，

連想語列挙条件に比べて，共通点探索条件では，生成されるアイデアの質の独自性や面白さ

が高くなると予測する。 
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6.2. 実験 1 

関連性の低い 2 つの対象間での共通点の探索が，独自なアイデアの生成に有効かを検討

する。実験 1 では，アイデア生成課題を行うときに行う直接的な介入ではなく，事前のトレ

ーニングとして共通点の探索を行うことにより思考の構えを形成するように促す間接的な

介入を検討する。具体的には，アイデア生成課題の対象とは無関係の刺激語を使って，事前

に対象間の共通点探索課題を行う。共通点の探索，すなわち，対象の「目立たない」知識を

探索することが思考の構えとして作られれば，アイデア生成課題においても「目立たない」

知識の活性化が促され，独自なアイデアが生成されると考えられる。 

6.2.1. 実験 1 方法 

本実験のデータは，研究 1 の実験 1 のデータと同じ実験で得られたものである。参加者

および実験計画については，研究 1 の実験 1 において述べた情報を再掲する。 

参加者 

名古屋大学の学生 50 名（学部生 48 名，大学院生 2 名，男性 19 名，女性 31 名，年齢 M 

= 19.88，SD = 1.61）であった。参加者は報酬としてコースクレジットまたは 1000 円を受け

取った。 

実験計画  

事前の課題を要因とする 1 要因 2 水準参加者間計画であった。水準は，共通点探索課題

を行う条件（以下，共通点探索条件とする）と，連想語列挙課題を行う条件（以下，連想語

列挙条件とする）であった。共通点探索条件は 24 名，連想語列挙条件は 26 名であった。 

材料  

共通点探索課題，連想語列挙課題で用いる刺激語は，研究 1 の実験 1 で述べた通りであ

り，関連性の低い単語ペア 9 組を使用した。アイデア生成課題として UUT を用いる。UUT

では，ある既存の物体について普段とは違った使用法を考えるように求める。本研究では

「針金ハンガー」を題材とした。これは，個人が持つ「針金ハンガー」の形についてのイメ
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ージが，ある 1 つのイメージで共通すると考えられたためである。 

手続き  

すべての参加者がはじめに，単語ペア間の関連性の程度を判断する関連性判断課題を行

った。手続きは研究 2 と同様であった。共通点探索課題，連想語列挙課題については研究 1

の実験 1 で述べたとおりである。 

アイデア生成課題 UUT では，普段とは違った使用法を書き出すように求めた。回答用

紙は，A4 用紙 1 枚に回答欄を 10 個設けたものであった。課題遂行中に用紙が足りなくなる

ことがないようにするため，この用紙を 15 枚綴じた冊子を使用した。教示では，共通点探

索課題と同様に，一度書いたものは消したり修正したりしないこと，その使用法を聞いた人

が納得して，かつ，意外性を感じるようなものを考えること，という 2 点を注意事項として

伝えた。共通点探索条件では，共通点探索課題を行った際の思考の構えをアイデア生成でも

活かすために「共通点を発見する課題のときに行った思考を活用してみてください」と教示

し，連想語列挙条件でも同様に，「思い浮かぶ語を挙げる課題のときに行った思考を活用し

てみてください」と教示した。UUT の所要時間は 15 分であった。15 分のアイデア生成が終

了した最後に，それまでに書いたアイデアの中から自分自身が一番面白いと思うアイデア

を 1 つ選ぶように求めた。 

6.2.2. 実験 1 結果 

データの除外 

 日本語を母語としない 3 名（共通点探索条件 1 名，連想語列挙条件 2 名）と実験が正常に

行われなかった連想語列挙条件の 1 名の計 4 名のデータを分析対象から除外した。最終的

に 46 名（学部生 44 名，大学院生 2 名，男性 19 名，女性 27 名，年齢 M = 19.70，SD = 1.50）

を分析対象とした。分析対象者は，各条件 23 名であった。なお，研究 1 の実験 1 では，こ

れら 4 名のデータに加えて，連想語列挙条件において連想語列挙課題において絵を描いた

参加者 2 名，および回答を円状に記述した参加者 2 名も分析から除外したが，本実験では，

連想語列挙課題の記述の仕方は焦点ではないため，この 4 名のデータは分析に含めている。

なお，結果はこの 4 名のデータを含めた場合と除外した場合では異ならない。 
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生成されたアイデアの量と質 

 UUT におけるアイデアの数を条件間で比較し，対応のない t 検定を行った。その結果，連

想語列挙条件 (M = 12.04, SD = 6.65) と共通点探索条件 (M = 10.83, SD = 6.85) とでは有意な

差は見られなかった (t (44) = .61, p = .54)。 

 参加者によって生成されたアイデアについて，途中で終わってしまった可能性のあるア

イデアは，そこで示している内容を定めることができないため，分析から除外した。そのう

えで，生成されたそれぞれのアイデアについて，研究の目的を知らない大学院生 2 名が実現

可能性，独自性，面白さの 3 つの観点からそれぞれ 7 段階で独立に評定を行った。3 つの観

点それぞれの定義については，実現可能性は，「そのアイデアが実現可能と思う程度」，独自

性は「そのアイデアを他の人では思いつかないだろう，珍しいと思う程度」，面白さは，「そ

のアイデアを面白い・魅力的だと思う程度」として評定者に呈示した。実現可能性，独自性，

面白さの平均値は，発見された各アイデアについて 2 名の評定者による評定値を平均し，さ

らに個人ごとに平均値を算出した。 

アイデアの質としての実現可能性，独自性，面白さの各平均値について条件間での比較を

行った。Figure 6-1～6-3 に平均値と標準偏差を示す。対応のない t 検定を行った結果，実現

可能性，独自性，面白さのいずれの指標においても，有意な差は見られなかった（実現可能

性 t (44) = .35, p = .72; 独自性 t (44) = .98, p = .33; 面白さ t (44) = 1.03, p = .31）。 

6.2.3. 実験 1 考察 

関連性の低い 2 つの対象間での共通点の探索が，独自なアイデアの生成に有効かを検討

した。実験 1 では，アイデア生成課題を行うときに行う直接的な介入ではなく，事前のトレ

ーニングとして共通点の探索を行うことにより思考の構えを形成するように促す間接的な

介入を検討した。事前のトレーニングにより，共通点の探索，すなわち，対象の「目立たな

い」知識を探索することが思考の構えとして作られれば，アイデア生成課題においても「目

立たない」知識の活性化が促され，独自なアイデアが生成されると予測された。しかし，結

果は予測と一致しなかった。この原因として，事前の課題で用いた刺激語が，後のアイデア

生成の対象と異なっていたことから，関連のない別の課題として参加者に認識された可能

性がある。したがって，事前の課題においてアイデア生成課題と同じ刺激を用いることで，

アイデア生成課題において事前の課題で活性化した知識を使いやすくなると考えられる。 
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Figure 6-1. 実現可能性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
 

 

Figure 6-2. 独自性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 

。
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Figure 6-3. 面白さの条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
 

6.3. 実験 2 

実験 2 では，事前課題として行う共通点探索課題と連想語列挙課題において，アイデア生

成課題と同じ刺激語を使用することに変更し，実験 1 と同様の検討を行う。 

6.3.1. 実験 2 方法 

参加者  

大学生 42 名 (男性 21 名，女性 21 名，平均年齢 19.6 (SD = 2.10) 歳) であった。参加者は

報酬としてコースクレジットまたは 750 円を受け取った。 

実験計画  

アイデア生成の前に設けられた特徴探索フェーズにおける活動の種類を要因とする 1 要

因 2 水準参加者間計画であった。活動の種類として，共通点の探索を行う条件（以下，共通

点探索条件とする）と，連想語を列挙する条件（以下，連想語列挙条件とする）を設定した。
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各条件 21 名であった。 

手続き  

実験は 1 人ずつ実験室で実施した。実験全体に関わる説明をした後，特徴探索フェーズ，

アイデア生成フェーズ，事後説明の順に行った。 

 特徴探索フェーズでは，アイデア生成課題に取り組む前に「タオル」の特徴を考える課題

を行った。共通点探索条件では，PC 画面上に呈示される単語ペアについてその共通点を考

えるように求めた。単語ペアは 9 ペアあり，それぞれ「タオル」と関連性の低い単語 9 語

（「テレビ」，「メロン」，「ブラシ」，「ワイン」，「キムチ」，「モグラ」，「マイク」，「パンダ」，

「ベンチ」）の対で構成された。単語ペアの呈示順は参加者毎にランダム化した。参加者に

は思いついた共通点を回答用紙にボールペンを使って書き出すよう求めた。回答用紙は単

語ペア 1 組につき A4 用紙 1 枚で，10 個分の回答欄を設けた。制限時間は単語ペア 1 組に

つき 1 分 30 秒であった。 

連想語列挙条件では，PC 画面上に呈示される単語から連想されるものごとを考えるよう

に求めた。呈示される単語は，共通点探索条件と同様であった。「タオル」とそれ以外の語

を交互に呈示した。「タオル」以外の語の呈示順は参加者毎にランダム化した。参加者には

思いついた語を回答用紙にボールペンを使って書き出すよう求めた回答用紙は 1 つの単語

につき A4 用紙 1 枚で，20 個分の回答欄を設けた。制限時間は 1 つの単語につき 45 秒であ

った。 

 アイデア生成フェーズは 2 条件で共通であった。参加者には「タオルの普段とは異なる使

用法」を考えるように求めた。思いついたアイデアを回答用紙に書き出すように求めた。回

答用紙は，A4 用紙 1 枚に回答欄を 10 個設けたものであり，回答用紙 5 枚で 1 冊の冊子と

した。特徴探索フェーズにおいて活性化した知識の活用を促すため，「アイデアを思いつか

なくなった場合には，先ほどの課題で考えたタオルに関するものごとを活用してみてくだ

さい」と教示した。制限時間は 15 分であった。 

6.3.2. 実験 2 結果 

特徴探索フェーズで活性化した知識の量と思いつきやすさ 

共通点の探索が知識の活性化の量に及ぼす影響を検討するため，列挙された内容の数の
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条件別平均値をウェルチの t 検定により比較した。その結果，連想語列挙条件 (M = 61.43, 

SD = 21.83) の方が，共通点探索条件 (M = 20.05, SD = 9.76) に比べて，列挙された内容の数

が有意に多かった (t (28) = 7.93, p < .001)。 

共通点の探索が活性化する知識の思いつきやすさに及ぼす影響を検討した。はじめに，共

通点として列挙された記述を「タオル」からの連想語として評価できるようにするため，記

述の一部を修正した。「どちらも」「～という点で共通している」という表現があるものはそ

の表現を削除し，特徴の記述だけが残る形に修正した。これに該当する記述は 57 個であっ

た。また，文字や音韻に着目したもの（例：「3 文字のカタカナ語である」「～文字目の母音

が共通している」など），記述が完了しておらず意味がとれないもの，共通点になっていな

いと著者が判断したもの（例：「タオルはワインが染みやすい」など）は除外した。これに

該当する記述は 57 個であった。残った記述について，研究の目的を知らない，心理学を専

攻する大学院生 2 名がその思いつきやすさを 7 段階（1～7 点）で独立に評定を行った。思

いつきやすさは「自分自身にとってどのくらい思いつきやすいかの程度」と評定者に呈示し

た。「意味がわからない」などの理由で評定者のうち 1 名でも評定不能とされたものは分析

から除外した。これに該当する記述は 10 個あった。記述ごとに評定者 2 名による評定値の

平均値を算出し，さらに参加者ごとに平均値を算出して個人の得点として分析に使用した。 

活性化した知識の思いつきやすさの条件別平均値および標準偏差を Figure 6-4 に示す。条

件間の思いつきやすさ得点をウェルチの t 検定により比較した。その結果，活性化した知識

の思いつきやすさは，連想語列挙条件 (M = 4.68, SD = 0.44) の方が，共通点探索条件 (M = 

3.82, SD = 0.57) に比べて有意に高かった (t (38) = 5.50, p < .001)。すなわち，共通点探索条

件の方が，より「目立たない」知識が活性化していたと言える。 
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Figure 6-4. 特徴探索フェーズで記述された特徴の 

思いつきやすさ得点の平均値（エラーバーは標準偏差） 
 

 

アイデア生成フェーズで生成されたアイデアの量と質  

共通点の探索が生成されるアイデアの量に及ぼす影響を検討するため，アイデア数の条

件別平均値をウェルチの t 検定により比較した。その結果，連想語列挙条件 (M =14.66, SD 

= 8.21) と共通点探索条件 (M = 15.76, SD = 6.11) とでは有意な差は見られなかった (t (37) 

= .49, p = .31)。 

共通点の探索が生成されるアイデアの質に及ぼす影響を検討した。参加者によって記述

されたすべてのアイデアについて，研究の目的を知らない，心理学を専攻する大学生 3 名が

実現可能性，独自性，面白さの 3 つの観点からそれぞれ 7 段階（1～7 点）で独立に評定を

行った。実現可能性は「そのアイデアが実現しやすいと思う程度」，独自性は「他の人では

思いつかないだろう，珍しいと思う程度」，面白さは，「そのアイデアを面白い（なるほど・

魅力的だ）と思う程度」として評定者に呈示した。意味がわからないなどの理由で 1 名の評

定者が評定不能としたアイデアは残りの 2 名による評定を使用し，2 人以上の評定者が評定

不能としたアイデアは分析から除外した。前者にあたるアイデアが 19 個，後者にあたるア

イデアが 3 個あった。各アイデアについて 3 名による評定値の平均値を算出し，さらに参
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加者毎に平均値を算出して個人の得点として分析に使用した。 

実現可能性，独自性，面白さの各条件別平均値を Figure 6-5～6-7 に示す。ウェルチの t 検

定により比較した結果，実現可能性，独自性，面白さのいずれの指標においても，有意な差

は見られなかった（実現可能性：t (31) = 1.07, p = .15, 独自性：t (32) = 1.22, p = .12, 面白さ：

t (34) = 0.79, p = .22）。 

 

 

Figure 6-5. 実現可能性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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Figure 6-6. 独自性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
 

 

 

Figure 6-7. 面白さの条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
 



第 6 章（研究 5） 

76 

 

6.3.3. 実験 2 考察 

 実験 2 では，事前課題として行う共通点探索課題と連想語列挙課題において，アイデア生

成課題と同じ刺激語を使用することに変更し，実験 1 と同様の検討を行った。その結果，ア

イデアの量や質については共通点の探索による効果は見られず，予測とは一致しない結果

であった。ただし，特徴探索フェーズにおいては，共通点の探索によって，「目立たない」

特徴の活性化が促進されていた。この結果は，特徴探索フェーズにおいて「目立たない」知

識が活性化したとしても，アイデア生成においてその知識が活用されなかったことにより

生じた可能性が考えられる。実験 2 では，アイデア生成の際に特徴探索フェーズで活性化し

た知識の活用を促すため，「アイデアを思いつかなくなった場合には，先ほどの課題で考え

たタオルに関するものごとを活用してみてください」と説明した。しかし，この教示だけで

は活性化した知識の活用が十分に促進されていなかった可能性がある。すなわち，アイデア

生成フェーズにおいて新たな知識の活性化が生じてしまったために，生成されるアイデア

の量や質に条件間で違いが見られなかったと考えられる。そのため，「目立たない」知識に

基づいたアイデアを生成するためには，さらなる介入が必要であると言える。例えば，特徴

探索フェーズとアイデア生成フェーズをわけるのではなく，特徴を 1 つ発見するごとにそ

れに基づくアイデアを考えるようにすることで，活性化した知識を積極的に活用すること

ができるようになる。このような設定をしたうえで，共通点の探索がアイデアの量や質に及

ぼす影響を検討する必要がある。 

6.4. 実験 1と実験 2の比較 

 実験 1 と実験 2 は，同じ指標を用いているため，比較が可能である。実験 1 と実験 2 で

異なる点は 2 つある。1 つは，実験で使用した刺激語が異なっている点である。2 つ目は，

参加者によって回答されたアイデアを評定した評定者が異なっている点である。以下では，

アイデアの数と質（実現可能性，独自性，面白さ）を研究間で比較する。 

 はじめに，アイデアの数について述べる。実験 1 では，連想語列挙条件が M = 12.04 (SD 

= 6.65)，共通点探索条件が M = 10.83 (SD = 6.84)，実験 2 では，連想語列挙条件が M = 14.66 

(SD = 8.21)，共通点探索条件が M = 15.76 (SD = 6.11) であった。実験（参加者間要因：実験

1・実験 2）×条件（参加者間要因：共通点探索・連想語列挙）の 2 要因の分散分析を行っ
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た結果，実験の主効果が有意であり (F (1, 84) = 6.43, p < .05)，条件の主効果 (F (1, 84) = 0.01, 

n.s.) と交互作用 (F (1, 84) = 0.60, n.s.) は有意ではなかった。この結果から，実験 1 に比べ

て実験 2 で，生成されるアイデアの数が多いことが示された。 

次に，アイデアの質について述べる。Figure 6-8～6-10 に，アイデアの実現可能性，独自

性，面白さの各指標について，実験 1 と実験 2 における条件別平均値を示す。アイデアの数

と同様に分散分析を行った。実現可能性は，実験の主効果が有意であり (F (1, 84) = 790.22, 

p < .001)，条件の主効果 (F (1, 84) = 0.02, n.s.) と交互作用 (F (1, 84) = 0.62, n.s.) は有意では

なかった。この結果から，実現可能性は，実験 1 に比べて実験 2 で高いことが示された。独

自性も，実験の主効果が有意であり (F (1, 84) = 9.26, p < .01)，条件の主効果 (F (1, 84) = 0.18, 

n.s.) と交互作用 (F (1, 84) = 2.54, n.s.) は有意ではなかった。この結果から，独自性は，実験

1 に比べて実験 2 の方が低いことが示された。また，面白さも，実験の主効果が有意であり 

(F (1, 84) = 101.58, p < .001)，条件の主効果 (F (1, 84) = 0.01, n.s.) と交互作用 (F (1, 84) = 1.57, 

n.s.) は有意ではなかった。この結果から，独自性と同様に，面白さも実験 1 に比べて実験 2

の方が低いことが示された。 

 

 

Figure 6-8. 実験 1 と実験 2 における 

アイデアの実現可能性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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Figure 6-9. 実験 1 と実験 2 における 

アイデアの独自性の条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 

 
 

 

Figure 6-10. 実験 1・実験 2 における 

アイデアの面白さの条件別平均値（エラーバーは標準偏差） 
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6.5. 研究 5のまとめ 

6.5.1. 共通点の探索がアイデア生成に及ぼす影響 

 研究 5 では，共通点の探索の創造的思考への活用可能性を検討するため，共通点の探索が

アイデア生成に及ぼす影響を検討した。共通点探索条件において，連想語列挙条件よりも後

に行うアイデア生成課題において生成されたアイデアの質のうち独自性や面白さが高くな

ると予測した。しかしながら，実験 1，実験 2 ともに予測と一致しない結果であった。条件

間で差が見られなかった原因として以下の 3 点を挙げる。 

 1 点目は，本研究の実験では共通点探索課題を行う際にどのような思考方略を用いるかに

ついては操作をしていないため，用いられた方略が参加者によって様々であったことであ

る。そのため，共通点探索課題の遂行中に用いられた方略の中には，共通点が発見されにく

い方略も含まれており，学習した思考が有効なものではなかった可能性がある。そのため共

通点の探索の有効性を高めるためには，研究 3 で明らかになった「調整」のような方略使用

を促すように教示するなどの介入が有効である可能性が示唆される。 

 2 点目として，共通点探索課題の目的や有効性について参加者が認識していなかったこと

から，転移につながらなかった可能性がある。実験では，事前に行う課題とアイデア生成課

題が独立の課題として行われた。そのため，共通発見課題とアイデア生成課題を全く別の課

題として捉えており，共通点探索課題において学習した思考の構えを用いることができな

かったと考えられる。この点については，実験 1 を受けて，実験 2 において刺激語をアイデ

ア生成課題と同じものにする修正を行ったが，共通点の探索において活性化した「目立たな

い」知識を活用するような働きかけは不十分であったと考えられる。参加者自身が意識的に

事前の課題で学習した思考を後の課題に活かすためには，共通点の発見を行う目的や有効

性について意識させるような働きかけを行う必要がある。すなわち，目的が不明確なまま共

通点探索課題を行っているだけでは，アイデア生成時に活用するに至らなかった可能性が

ある。 

 3 点目として，比較対象として設定した連想語列挙条件が，共通点探索条件と同程度にア

イデア生成を促進していたために，条件間で差がみられなかった可能性がある。連想語列挙

条件では，共通点探索条件と同じ刺激語を呈示される状況であり，その刺激語に対してどの

ような知識の活性化を生じさせるかということだけが異なっていた。事前課題における知
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識の思いつきやすさの比較では，共通点探索条件の方が思いつきやすさが低かったことか

ら，「目立たない」知識の活性化は，共通点を探索した場合の方が促進されると考えられる。

しかし，2 つの条件で同じ刺激語を呈示されるため，事前課題における知識の活性化では違

いがみられたものの，アイデア生成に取り組む際には，事前課題で呈示された刺激語がアイ

デアを考える手がかりとして使用された可能性が考えられる。また，共通点の探索と連想語

の列挙がどちらも同程度に独自なアイデア生成を促進していることを確かめるためには，

事前課題を行わない統制条件と比較して，アイデアの独自性が高くなることを示す必要が

ある。 

6.5.2. 実験 1と実験 2の比較 

 実験 1 と実験 2 では，同じ指標を用いていることから，アイデアの数と結果の比較を行

った。その結果，実験 1 に比べて実験 2 では，アイデアの数が多く，アイデアの質に関して

は，実現可能性は高いものの，独自性と面白さは低いことが示された。研究間の結果の違い

は，実験 1 と実験 2 で異なっていた 2 点に起因するものであると考えられる。1 つ目は事前

課題やアイデア生成課題で用いる刺激語が異なっていた点であり，2 つ目は参加者によって

回答されたアイデアを評定した評定者が異なっていた点である。 

まず，1 つ目について，事前課題の違いによって，結果に違いがみられたとすれば，実験

1 では，アイデア生成課題の題材である「針金ハンガー」は事前課題では考えていないのに

対して，実験 2 では，アイデア生成の題材である「タオル」について事前課題で 9 回繰り返

し考える状況であったことが影響した可能性が考えられる。実験 2 のように，アイデア生成

で考える題材についてだけ，繰り返し考える事前課題を行うと，その題材について，固定的

な見方が形成されてしまった可能性がある。そのため，ありきたりなアイデアが生成されや

すくなり，実現可能性がより高く，面白さがより低くなるという結果になったと考えられる。

この解釈に基づくと，アイデア生成において共通点の探索や連想語列挙などの事前課題を

行う場合には，アイデアを考える 1 つの題材について繰り返し考える状況よりも，アイデア

生成で考えるのとは違う題材を複数使って思考の構えを形成するようなトレーニングとし

ての状況の方が，実現可能性は低下するかもしれないが，独自で面白いアイデアを生成する

ことにつながる可能性が考えられる。また，アイデアの数が実験 1 に比べて多くなった点に

ついては，実験 2 ではアイデア生成の前に題材に関する知識の活性化を行っていたが，実験

1 では，題材について知識を活性化する過程もアイデア生成課題に含まれていたために生じ
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たものであると考えられる。 

次に，評定者の違いによって，結果に違いがみられたとすれば，実験 2 の評定者は実験 1

の評定者に比べて，極端な値に寄った評定をする傾向があったためにそれがこの結果に反

映されている可能性が考えられる。ただし，実験 1 と実験 2 の結果はアイデアの数でも異

なっているため，評定者が異なるということだけでアイデアの質に差がみられたのではな

く，アイデアを生成するプロセスに違いがあった可能性の方が高い。事前課題の刺激語や実

施方法によって生じる差を検討するためには，そのための実験を行い，アイデアを評定する

者を同じにする必要がある。 
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第7章 総合考察 

7.1. 得られた知見のまとめ 

本論文の目的は，共通点の探索によって創造的思考が促進されるかを検討することであ

った。この目的に照らして，5 つの研究を行った。本論文の構成と結果の概要を Figure 7-1

に示す。 

 

 

① 共通点の探索は「目立たない」知識の活性化に有効か？ 

研究内容 得られた結果の概要 

研究 1 通常の連想との比較 通常の連想に比べて有効 

研究 2 関連性の程度の影響の検討 共通点を探索する 2 つの対象間の関連性が高い

場合よりも，低い場合の方が有効 

 

② 共通点をうまく発見するにはどういうプロセスが必要か？ 

研究内容 得られた結果の概要 

研究 3 発話プロトコルの分析  独自な共通点の発見には「調整」が必要 

研究 4 他の課題との関連の検討 共通点を多く発見するにはアドホックカテゴリ

の形成が必要 

 

③ 共通点の探索により創造的思考が促進されるか？ 

研究内容 得られた結果の概要 

研究 5 アイデア生成への影響の検討  アイデア生成の前に共通点の探索をするだけで

は，連想語列挙をする場合を上回るほどの促進

効果はみられない 

 

Figure 7-1. 本論文の構成と結果の概要 

本研究の目的：共通点の探索による創造的思考の促進 
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まず 1 つ目のステップでは，共通点の探索が「目立たない」知識の活性化に有効かを確認

した。研究 1 では，共通点の探索と通常の連想との比較を通して，共通点の探索の有効性を

検証した。その結果，共通点の探索は通常の連想に比べて「目立たない」知識の活性化を促

進することが示された。研究 2 では，共通点を探索する対象間の関連性の程度が「目立たな

い」知識の活性化に及ぼす影響を検討した。その結果，共通点を探索する 2 つの対象間の関

連性が高い場合よりも，低い場合の方が，「目立たない」知識の活性化に有効であることが

示された。 

続いて，2 つ目のステップとして，共通点をうまく発見するために必要なプロセスを詳細

に検討した。まず研究 3 では，課題遂行時の発話プロトコルの分析による検討を行った。そ

の結果，共通点の探索において，「調整」という方略があること，そして「調整」を行って

発見される共通点はより独自性が高いことが示された。研究 4 では，研究 3 とは異なるア

プローチによって共通点探索プロセスを明らかにするため，共通点の探索と類似した認知

プロセスを有すると想定される他の課題との関連を通した検討を行った。その結果，共通点

を発見するためには，対象のもつ特徴を多く活性化することが重要であることが示唆され

た。 

最後に，3 つ目のステップとして，共通点の探索が創造的思考を促進するかについて検討

した。研究 5 では，共通点の探索の創造的思考への活用可能性を検討するため，共通点の探

索がアイデア生成に及ぼす影響を検討した。その結果，連想語列挙を行った場合と比べて，

共通点の探索を行った場合では，その後のアイデア生成課題におけるアイデアの質に差は

見られなかった。このことから，共通点の探索を行うことが，他の方法と比べて独自なアイ

デア生成を促進することを示唆する知見は得られなかった。アイデア生成の前に共通点の

探索を実施するだけでは不十分であり，共通点の探索がより効果を発揮する介入を検討す

る必要性が示唆された。 

7.2. 共通点の探索による「目立たない」知識の活性化 

 研究 1，2 で得られた結果は，関連性の低い 2 つの対象間での共通点の探索により，アイ

デアのもととなる「目立たない」知識の活性化が促進されることを示す結果である。1.3．節

では，創造的思考において知識の活性化が重要なプロセスであること，特に「目立たない」

知識の活性化が重要であることについて述べた。また，1.4．節では，それが通常は容易では
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ないことを指摘した。このことを踏まえると，本論文では，関連性の低い 2 つの対象間に共

通点を探索することにより，「目立たない」知識の活性化が促進されることを示し，創造的

思考において有用である可能性を示唆している。  

7.2.1. 関連性の低い 2つの対象を使った創造的思考の促進 

共通点の探索と類似したアプローチで創造的なアイデア生成を促すアプローチをとって

いる Wilkenfeld & Ward (2001) や永井・田浦・向井 (2009) との知見の比較を行う。Wilkenfeld 

& Ward (2001)では，2 概念からなる単語（例えば，「ホーム」と「ページ」で「ホームペー

ジ」）についてその解釈を考える際に，一方の概念単体からは活性化しない新しい特徴が創

発することを明らかにしている。さらに概念間の関連性が高い場合よりも，関連性が低い場

合に，新しい特徴の創発が多く見られていた。また，永井他 (2009) では，このような 2 概

念からなる語の解釈が，デザイン課題に及ぼす影響を検討している。関連性が低い 2 つの概

念を統合することによって意味をもつ概念が生成され，創造的なデザインにつながること

が示されている。概念生成には，類推によるもの，概念合成によるもの，主題的関連による

概念統合の 3 種類があるとされている。具体的な例として，「雪」と「トマト」の 2 つの概

念が挙げられている。類推による概念合成の場合には，「雪」の持つ「白い」という特徴を

「トマト」に転写して「白いトマト」が生成される。概念合成による概念生成の場合には，

それぞれ対象の部分的な特徴と新たに創発された特徴の両方を有する「パウダタイプのケ

チャップ」が生成される。そして，主題的関連による概念生成の場合には，「トマトが雪の

中に保存される」イメージから「湿度を保つ冷蔵庫」が生成される。 

Wilkenfeld & Ward (2001) や永井他 (2009) は，どちらも関連性の低い 2 つの対象を用い

ることで，創造的なアイデア生成が促されると想定している点で共通している。しかし，

Wilkenfeld & Ward (2001) や永井他 (2009) では，一方の対象が有している特徴をもう一方の

対象に付与する統合プロセスを扱っているのに対して，本論文は，2 つの対象の特徴を比較

し，両者に共通する特徴を発見するプロセスを扱っている点で異なっている。関連性の低い

対象を使うことで，対象の「目立たない」知識を活性化させることが可能となり，その知識

に基づいてアイデアを生成することにより，創造的なアイデア生成が促されるという先行

研究とは異なるプロセスの可能性を示した点が本論文の意義のひとつと言える。 
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7.2.2. 特徴の共有によって作られるアドホックカテゴリに基づく知識の活性化 

また，本論文では，共通点そのものを独自なアイデアにつながる「目立たない」知識とし

て扱ってきたが，発見された共通点が，次の知識の活性化を生じさせるアドホックカテゴリ

として考えることも可能である。アドホックカテゴリは，分類学的カテゴリとは異なり，特

定の文脈において用いるために自発的に作られるカテゴリのことである (Barsalou, 1983)。

例えば，「キャンプに持って行くもの」「ハロウィーンパーティに着ていく衣装になるもの」

などのようなカテゴリがアドホックカテゴリであるとされる。このアドホックカテゴリ内

で知識を活性化させることができれば，通常の分類学的カテゴリ内では活性化しない知識

にアクセスすることが可能になると考えられる。活性化した知識に基づいてアイデアが生

成されることから，こうしたアドホックカテゴリ内で活性化した知識を使うことで，通常で

は同じカテゴリには属さない知識を使って創造的なアイデアの生成が促進される可能性が

ある。したがって，活性化した「目立たない」知識を使ってアイデアを生成するだけでなく，

発見された共通点をアドホックカテゴリとして，そのカテゴリ内で活性化した知識を使っ

てアイデアを生成することで，アイデアが創造的なものになるのかを検討する必要もある。 

具体的な例として，研究 1 の実験 2 の回答をもとに考える。例えば，「イチゴ」の場合に

は，「赤い」という特徴に着目することで，「赤い」という特徴の共有によって作られる「赤

いもの」カテゴリに含まれる他の事物である「消防車」「ポスト」「紅葉」などが活性化する。

こうした，特徴の共有によって作られるカテゴリは，Barsalou (1983) のいう，アドホックカ

テゴリと捉えることが可能である。アドホックカテゴリに基づくと，通常の分類学的カテゴ

リが異なる知識が活性化し，そのことが通常は思いつきにくい事物の連想を可能としたの

ではないだろうか。その結果，「目立たない」特徴を活性化させていなくても，通常では思

いつきにくい事物が連想されることとなり，共通点の探索を行った場合との差が消失した

ものと考えられる。この解釈の妥当性を検証するためには，実験 2 のように，対象から 1 つ

の「特徴」を挙げる段階と，その「特徴」を共有する別の事物を挙げる段階という 2 段階に

わけた上で，この段階を入れ変えるという手続きが考えられる。すなわち，はじめに対象か

ら連想される他の事物だけを挙げる段階を行い，その後，その事物に共通する 1 つの特徴を

挙げる段階を行うというものである。この場合には，対象から連想される他の事物を挙げる

段階において，分類学的カテゴリに基づく知識の活性化が生じると予想される。  
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7.3. 共通点をうまく発見するために必要なプロセス 

 研究 3，研究 4 では異なるアプローチを用いて，共通点をうまく発見するために必要なプ

ロセスを検討した。研究 3 では，発話プロトコルの分析を用いて「調整」という方略を見出

した。また研究 4 では，カテゴリ列挙課題との関連が見られたことから，共通点を多く発見

するには，「目立たない」知識を活性化させ，分類学的カテゴリとは異なるアドホックカテ

ゴリの形成が重要であることを示した。これらの結果は，それぞれ，研究 3 が共通点の質的

な面（独自性）を重視した方略，研究 4 が共通点の量的な面を重視した方略を明らかにした

と解釈することができる。 

 本論文の各実験では，共通点探索課題において各単語ペアにつき 1 分 30 秒の制限時間を

設定して実施した。いずれの実験においても，共通点を 1 つも発見することができない試行

があったり，参加者の中には共通点をほとんど見つけられない者もみられた。共通点をうま

く発見することができるかについては個人差や，刺激語の組み合わせの影響があることが

考えられる。すなわち，共通点を探索するように求められればだれでも自動的に共通点が発

見できるというわけではない。特に，研究 3 で明らかにした「調整」については，4.3．節

でも述べているが，Novick & Holyoak (1991) でも，調整には意識的な処理が必要であり，自

動的に行うことができる写像と比較して適用されることが少なく，自発的には行うことが

難しい処理であるとされている。また，アドホックカテゴリの形成も文脈を考慮する必要が

あり，自動的にできるものではないと考えられる。そのため，参加者に対して，このような

意識的な探索や方略の使用を行うように求める状況を設定し，共通点の発見に有効となる

かを検討することが必要である。 

 さらに共通点を発見するプロセスについて本論文で検討できていない点として，発見に

いたらなかった場合の探索プロセスである。研究 3 においては，共通点として発見された回

答についてどのような探索方略が使用されていたかを検討した。また，研究 4 では，共通点

の回答数を従属変数として用いた。いずれの研究においても共通点が発見された場合のみ

を検討の対象としている。このことは，共通点の発見には至らないけれども，探索の過程で

対象の「目立たない」知識は活性化していたという可能性を検討できていないと言える。共

通点を探索することの効果は，通常とは異なる知識の活性化を促すことにあると考えられ

る。すなわち，共通点を発見するに至らずとも，共通点を探索する過程で活性化する「目立
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たない」知識をうまく活用することも可能であるかもしれない。この可能性を検証するため

には，共通点にはならないが，探索中に活性化した（思いついた）知識を記録しておき，「目

立たない」知識が活性化しているかを検討する必要がある。また，そのようにして活性化し

た知識をアイデアの材料とすることでアイデアの独自性が高まるかということも検討する

必要がある。 

7.4. 共通点の探索による創造的思考の促進 

研究 5 では，共通点の探索が独自なアイデア生成を促進するかを検討したが，共通点の探

索を事前に行う場合と，連想語列挙を事前に行う場合を比較した結果，アイデア生成への影

響には差がみられなかった。このことから，共通点の探索が，連想語列挙と比べてアイデア

生成を促進するわけではないことを示している。研究 5 の考察では，共通点の探索を事前に

行うことによって形成される思考の構えや，活性化した知識が，のちのアイデア生成に十分

に活用されなかったことが原因であると考察した。 

事前に行う課題によって思考の構えを形成することが後に行うアイデア生成に効果的で

あるかを検討した研究として Coskun (2011) や Kohn, Paulus, & Korde (2011) がある。アイデ

ア生成においては事前に対象を普段とは異なるまとまりで考えるような課題を行うことに

関する効果は一貫した結果が得られていない。Coskun (2011) では，参加者に対して，呈示

される単語対に対して連想される単語を列挙する課題を求めた。その結果，関連性の高い組

み合わせ（チーズとパンなど）で連想語を列挙した場合の方が，関連性の低い組み合わせ（チ

ーズとトリ）で連想語を列挙した場合よりも，のちのアイデア生成のアイデア生成数が多く

なった。この結果は，関連性が高い組み合わせの方が連想される語が多いため，アイデア生

成においてもそういった連想的な思考が促されたと解釈されている。また，Kohn et al. (2011) 

では，参加者に対して 12 個の単語からなる単語群に対して，その単語群を表すカテゴリを

考える課題や，事例を列挙させる課題を行ったあとで，アイデア生成課題を行うように求め

た。その結果，カテゴリを自分で考える条件と，カテゴリが呈示された条件とではアイデア

の量や質には違いが見られなかった。 

7.4.1. 共通点の探索を創造的思考の促進につなげるために考えられる工夫 

研究 5 の結果と，先行研究の知見から考えると，事前に行う共通点の探索をのちのアイデ
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ア生成に活用するために今後行う必要がある工夫として次の 3 点が挙げられる。第 1 に，

アイデアを考えるための準備の段階で共通点の探索を行うという方法が考えられる。アイ

デアを考える際には，アイデアを考える対象である事物やテーマについて活性化した知識

が材料として用いられる。そのため，アイデアを考えるための準備の段階で，一見すると対

象と関連が低いと考えられる別の対象との間で共通点を探索することで，対象のもつ「目立

たない」特徴が活性化し，それを使ってアイデアを生成するよう促すことで，独自性の高い

アイデアが生成されると考えられる。例えば，日常的によく使用する具体物を使った新しい

アイデアを考えるような場面を，針金ハンガーを例にとって考える。針金ハンガーの特徴と

して，通常は，「針金でできている」「ひっかけるところがある」などが即座に思い浮かぶと

考えられる。これらの特徴をもとにしてアイデアを考えると，「変形させてくつを干すため

に使う」などのありきたりなアイデアが生成される。それに対して，針金ハンガーと「ペッ

トボトル」など一見関連性がなさそうに見える別の対象との間で共通点を探索すると，例え

ば「捨てないでいるとたくさん集まってしまう」「燃えるゴミには捨てられない」など針金

ハンガーだけで見ていたときには連想されない特徴が挙げられると予想される。このこと

を実証するためには，アイデアを考える直前に連想した特定の特徴に基づいてアイデアを

生成するように求めることが必要である。研究 5 の手続きのようにアイデアを生成するフ

ェーズで，どの知識を使ってもよい状況になっていると，たとえ共通点を探索する段階で

「目立たない」知識が活性化していたとしても，アイデアに使いやすい別の知識が用いられ

てしまう可能性が考えられる。今後，手続きを改良してさらに検討する必要がある。 

第 2 に，事前課題としての共通点探索の遂行中に，創造的思考のトレーニングとしての構

えを十分に形成させるための工夫である。具体的には，研究 3 で明らかにした共通点を発見

するための「調整」のような有効な方略を特に強調してトレーニングをすることが重要であ

ると考えられる。参加者の中には共通点の探索中にうまく共通点を発見することができず，

「目立たない」知識を活性化させることができていなかった者がいた可能性がある。関連性

の低い対象間に共通点を探索することは容易ではないので，「調整」のような方略をうまく

使えるように教示を具体化して情報として示すことで共通点の探索の効果を高めることが

できるかを検討する必要がある。 

第 3 に，特定のアイデア生成課題に取り組む場面において使用するだけでなく，創造的な

発想を促すための訓練としての活用である。具体的には，共通点探索課題を実施する際に，

この課題が創造的思考に役立つものであることを明示的に伝えたり，共通点探索課題の実
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施回数を増やすことやトレーニング期間を長くすることも必要であるだろう。研究 5 では，

一時的な介入として 9 組の単語ペアについてのみ共通点の探索を行ったが，共通点の探索

による「目立たない」知識の活性化が独自なアイデア生成に有効であることを意識するよう

に教示をするなどの工夫をしたうえで，繰り返しトレーニングを行うことで，有効性が高ま

ると考えられる。また，比較的長期間にわたる練習を行うことで，思考の構えとして形成す

ることができると考えられる。 

7.5. 本論文の課題と今後の展望 

 最後に，本論文の課題と今後の展望について述べる。 

7.5.1. 本論文の課題 

 本論文の課題を 4 つ挙げる。第 1 に，実験や評定における手続き上の改善すべき点があ

る。まず，実験手続きでは，課題遂行時に各課題に対して制限時間を設けたものの，制限時

間を音や画面上のボタンで伝え，参加者自身のペースで次の試行に移るように求めた。その

ため，制限時間に達したタイミングで回答の途中であった場合に，最後まで記述を終えてか

ら次の試行に進んだ参加者と，回答の途中でも次の試行に進んだ参加者がいることになる。

本論文では，途中までの回答は，その内容を特定することができないため評定の対象から除

外している，すなわち，制限時間に達しても最後まで記述した参加者は，制限時間内で回答

できた数よりも多く分析対象としてカウントされていることになる。この点については，制

限時間に達すると，自動で画面が切り替わるように実験者側で設定をしておく必要がある。

また，評定に関して，評定者に対してすべての項目について評定するように求めたが，依頼

する項目数が多すぎる場合には，すべての項目を評定するために必要な時間が長くなり，評

定行う過程で評定基準が変化することも考えられる。評定を依頼する際には，十分な時間を

とって作業ができるように配慮をしたが，今後の課題として，評定者への量的な負担を減ら

し，評定の安定性を保証できる方法を検討する必要がある。 

第 2 に，より現実的な状況に即した検討の不足が挙げられる。本論文のすべての研究は，

文脈的な要因や環境的要因を統制した実験室実験を実施したものである。特に，共通点探索

課題では，参加者のもつ知識や経験の影響を受けないよう，また，言語的な要因の影響も統

制するため，事物や生き物を表すカタカナ 3 語からなる単語に限定した刺激語セットを作
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成して使用した。また，研究 5 で創造的思考への影響を検討するために使用した課題も，具

体物の普段とは異なる使用法を多く考えるという課題であったが，発想が求められる文脈

などの情報は与えなかった。本論文の実験で使用したこれらの課題は，人工的な課題状況で

あり，現実的・日常的な問題状況やアイデア生成場面を反映したものではなかったと言える。

今後，共通点の探索を人々の創造的思考を促進するために実践的に活用することを目指す

うえでは，より現実的な状況に即した検討が必要であると言える。 

 第 3 に，参加者の感情や気分の状態が考慮されていない点である。Isen & Daubman (1984) 

や De Dreu, Baas, & Nijstad (2008) では，感情が創造的思考に及ぼす影響が検討されている。

Isen & Daubman (1984) は，研究 4 で使用したカテゴリ判断課題における感情の影響を検討

している。その結果，ポジティブな感情を喚起した条件では，統制条件に比べて，あるカテ

ゴリの成員としての典型性の低い成員もそのカテゴリの成員としてみなしてよいとする程

度が高いことが示された。また，De Dreu et al. (2008) は，事前に，気分の操作を幸せ，落ち

着き，怒り，悲しみ，の 4 条件で操作し，アイデア生成のパフォーマンスを比較した。この

4 条件は，覚醒度の高低とポジティブかネガティブかの 2 要因のかけ合わせで作成されたも

のであった。すなわち，幸せは覚醒度の高いポジティブな気分，落ち着きは覚醒度の低いポ

ジティブな気分，怒りは覚醒度が高いネガティブな気分，悲しみは覚醒度の低いネガティブ

な気分であった。実験の結果，怒り条件と幸せ条件において，悲しみ条件と落ち着き条件に

比べてアイデア生成課題におけるアイデアの独自性が高かった。De Dreu et al (2008) では，

アイデア生成課題以外にも，Isen & Daubman (1984) のカテゴリ判断課題や，ゲシュタルト

完成課題でも同様の結果を得ている。この結果から，覚醒度の高い気分が創造的思考を促進

している可能性が示されている。本論文では，共通点を探索することの影響のみを検討して

おり，その課題に取り組むことが参加者の気分や感情に影響した可能性や，参加者の気分や

感情が課題への取り組みやパフォーマンスに影響した可能性は考慮していない。共通点探

索課題において共通点を発見することが困難であった参加者の場合には，課題遂行中にネ

ガティブな感情が生起し，それがアイデア生成のパフォーマンスに影響したかもしれない。

今後は，実験参加時の参加者の気分や感情の状態を測定したり，課題に取り組んだことによ

る参加者の気分や感情の変化を確認するなどが必要である。 

 また，第 4 に，参加者の属性が限定的であったことが挙げられる。本論文では，大学生を

対象とした実験を行ったが，大学生だけでなく，年齢，職業，属性が多様な参加者を対象と

した検討が必要であると言える。先行研究では，参加者の個人特性が創造性に及ぼす影響が
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検討されている。対象を広げることにより，発達的な変化や，個人がそれまでに獲得した知

識や経験の影響について検討することができると考えられる。 

7.5.2. 今後の展望：より広い文脈への応用 

物の使い方に関するアイデア生成以外の創造的思考への応用 

 共通点の探索による固定的な見方の解消は，具体物の活用法を考える場合だけではなく，

抽象的な対象に関するアイデアを考える場合にも有用であると考えられる。例えば，「観光

客を増やすためにはどうしたらよいか」「大学の入学者数を増やすにはどうしたらよいか」

などを考える場面がこれに当たる。こうした問題に対するアイデアを考える際には，通常は

成功例である似たような観光地や大学に関する知識が活性化してアイデアの材料として用

いられやすいと考えられる。しかし，これらの問題における「観光地」や「大学」のような

分類学的カテゴリに基づいて活性化する知識は，「目立つ」知識であり，固定的な見方から

の発想にとどまってしまう。こうした問題においても，新しい発想をするためには，「目立

つ」特徴や分類学的カテゴリに基づいて活性化する材料だけではなく，実は構造が同じだけ

れども表面的には類似性が低いといったような「目立たない」知識を材料として用いること

が有効である可能性がある。そこで，共通点の探索を通じて，一見関係がなさそうな別の対

象との間に共通点を探索することによって，問題の対象についての「目立たない」特徴の活

性化を促すことが活用できると考えられる。この点についても，実証的に検討していく必要

がある。 

創造的思考以外の場面への応用 

 さらに，創造的思考への活用以外の場面への活用として，経験の評価をする場面での活用

も考えられる。人生は類似した経験の繰り返しから成り立っている。経験を適切に評価でき

れば，次の行動に有用な情報を抽出することができる。特に失敗経験をしたとき，それを自

分の弱点や改善点を知るための機会としてポジティブに捉えることができれば，次の行動

の改善につなげられる。しかし，一般的に人は失敗経験をネガティブに捉えやすい。その結

果，その経験を積極的に振り返ることを避けてしまうと，次の行動の改善ができなくなって

しまう。共通点の探索によって失敗経験の評価をポジティブなものにできるかを検討する

ことで，創造的思考だけではない文脈にも応用できる可能性を示すことができる。例えば，
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類似していない別の経験との共通点を探索することによって，失敗経験の評価をポジティ

ブなものに変えることができると考えられる。創造的思考への活用以外にも，このような経

験の捉え直しにも活用することは有用である。 

7.6. おわりに 

本論文では，人々が既存の考え方にとらわれずに新しい発想をするために有効な方法を

明らかにすることを目指した。具体的には，関連性の低い 2 つの対象間の共通点の探索によ

り，「目立たない」知識の活性化，すなわち固定的な見方の解消を通した創造的思考の促進

を検討した。共通点の探索は，創造的思考を測る代表的な課題である UUT における独自な

アイデアの生成は促進しなかったが，少なくとも，「目立たない」知識の活性化を促進する

ことは示された。これは，共通点の探索により，固定的な見方を解消することが可能になる

ことを示唆するものである。また，共通点を探索する過程についての分析を通して，共通点

をうまく発見するための方法についても示唆が得られた。関連性の低い 2 つの対象に共通

点を発見することそのものが容易なものではなく，それ自体が創造的思考の 1 つの産物で

あると考えると，このプロセスについて検討できた点は意義があると言える。 

そして，冒頭で述べたように，既存の考え方にとらわれずに新しい発想をすることは，

人々の生活や社会の中の様々な場面で求められるものである。本論文では，創造的思考を個

人にとっての創造性を検討する立場に立ち，通常では着目しない「目立たない」知識の活性

化を通して，独自なアイデアの生成が促進されるかを検討したが，このプロセスは社会にと

っての大きな創造性が生じるプロセスと本質的には同じであると考えられる。例えば，科学

的な発見や新しい製品の開発をするためには，関心下の領域の知識や技能だけでなく，関連

がなさそうに見える領域の知識や技能が有用となるはずである。本論文で提案した，共通点

の探索という方法が，実際の，人々の日常生活，さらには社会をよりよいものとする発想に

役立つものとして発展することを期待する。  
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