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I. 招待講演セッション 
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知識科学と科学技術政策 
 

永田晃也 1) 2) 

NAGATA Akiya 1) 2) 
 

1) 九州大学大学院経済学研究院教授，2) 北陸先端科学技術大学院大学客員教授 
1) Graduate School of Economics, Kyushu University 2) Japan Advanced Institute of Science and Technology 

 

 

【講演要旨】 

近年、先進諸国では、evidence based な科学技術政策の形成を重視する見方が政策担当者らの間に広ま

り、それに伴って「政策のための科学」に対する期待が高まっている。日本においても、平成 23 年度

から文部科学省による「科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進」プロジェク

トが開始され、当該分野における研究・人材育成拠点の形成支援、政策対応型調査研究の実施、公募研

究プログラムの推進、データ基盤の強化などの施策が展開されることとなっている。 

 このような政策の科学的根拠づけは、これまでにも繰り返し提起されてきた課題である。本講演では、

何故この課題が繰り返し提起されてきたのかという疑問を手掛かりとして、「科学的」な政策形成とは

何かを問い直してみたい。 

 これまでのところ政策形成の科学性とは、「客観的根拠」に基づく政策の立案や評価を意味してきた

と言えよう。そこでは、根拠の「科学的客観性」を相対化し、そのような根拠に基づく政策過程自体の

妥当性に言及する契機を欠いてきたために、素朴な客観主義に立った政策論議が繰り返し提起されるこ

とになったとみられる。本講演では、ある政策パラダイムを前提として科学的根拠を探求する活動を仮

に「一階の政策科学」と呼び、これとは別に、政策過程の妥当性を常に間主観的(inter-subjective)な性

格を持つものと捉える観点に立ち、その妥当性自体に関する社会的な認知構造を探求する「二階の政策

科学」が必要であることを主張する。 

 その上で本講演は、これら一階と二階の政策科学を統合する射程が、「知識科学」のパースペクティ

ブによってのみ追求可能であることを明らかにし、今後の科学技術政策に関する知識科学的なリサーチ

アジェンダを提起するであろう。例えば、科学技術政策において「一階の政策科学」が重視されてきた

理由は、科学技術活動の成果である知識の価値が、客観的な根拠では捕捉し難い不可視な性格を持って

いるからである。また、科学技術政策において「二階の政策科学」が必要とされる理由は、政策をめぐ

る合意形成が、科学技術に対するステークホルダーの知識に深く依存しており、異なるステークホルダ

ーの間に存在する知識格差は、しばしば合意形成の阻害要因となるからである。本講演では、このよう

な理由から発するリサーチアジェンダに対して、知識科学がどのように答えられるかについても検討し

てみたい。 
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能美市環境基本計画の推進へのサイエンスカフェ形式ワークショップ 
Science-Café as Promotion of “Nomi-City Environmental Plan”   

 

樽田泰宜 1)，中森義輝 1)，小林俊哉 2) 

TARUTA Yasuyoshi1)，NAKAMORI Yositeru1)，KOBAYASHI Toshiya2) 

 

1)北陸先端科学技術大学院大学，2)富山大学 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology,  

2) University of Toyama 

 

【要約】一般的に知られているサイエンスカフェとは，専門家等が研究や技術に関して一般市民

と双方向コミュニケーションにて行うアウトリーチとしての活動が知られている．本論では，地

域の問題や課題を解決する新たな切り口として，サイエンスカフェのリラックスした雰囲気の中，

参加者間でコミュニケーションすることができる特徴を活かしたサイエンスショップ型/地域課

題解決型サイエンスカフェを知識創造の観点から論じる． 

 

キーワード：学官連携,サイエンスカフェ,サイエンスショップ,地域協働,環境基本計画 

 

1. はじめに 

石川県能美市とその能美市に位置する北陸先端科学技術大学院大学は，2006年3月27日に

学官連携協定が締結されている．この協定の目的は，大学所有の知的財産を活用することで

地域連携と社会，経済の活性化を目指し，「まちづくり」の課題解決に関し，相互の自主性

を前提とした協力関係を可能な範囲で推進していくことにある．この締結の背景として，2005

年度の地域再生法や地域再生基本方針の閣議決定がある．これを受け，大学等の教育機関を

地域再生の重要な担い手と位置付け，大学等と地方公共団体などの様々な主体の連携を重視

する，とあり北陸先端科学技術大学院大学のこれまでの地域協働や地域貢献をより包括的，

組織的に取り組む試みとして進められるものである(碇谷,2006)．これ以降，全国的に地域と

大学との連携がより積極的に実施されている．能美市と北陸先端科学技術大学院大学の学官

連携に基づく第１号事業（2006年7月21日）では，青尐年の携帯電話利用の「負の側面」理

解増進へ向けた「モバイルリテラシー教員研修プログラム」が行われている(浅野,2006)．こ

れ以降，毎年，複数の学官連携事業が本学と行政間で執り行われている． 

これまで学・官連携や産・学・官連携に関しては，事例分析や成功要因の分析などの研究

が行われている．しかし，知識産出の特徴の面から，知識連携における困難の要因や知識統

合のあり方を議論した例は尐ない(藤垣 1997)．藤垣は，妥当性境界（validation-boundary）

という概念を用いて，公共ニーズとして，経済発展の寄与や失業率への対策などは，新技術

に基づいた新製品の開発によっての奉仕（アプリケーション）する産学連携モデルがあり，

国民福祉向上や地球環境問題に対処するなどは，それまでの知識を結集する（synthesis）あ

るいは一つの合意基準を作ることによって公共課題への奉仕（アプリケーション）する学官

連携というように整理している．他方，連携する場の「地域」を主眼に置くと，野中(1998)

は，地域を知識が充満している場と捉えイノベーション・プラットフォームとして地域内に

存在する多様な主体が包括的に取り扱える理論展開の必要性を論じている． 

本論では，石川県能美市が平成 21 年度に公表している能美市環境基本計画の推進という

公共課題を解決するためのアプリケーションとしてのサイエンスカフェ形式のワークショッ

プを知識創造モデルの観点から切り取るものである． 

  

 

2. 能美市環境基本計画とワークショップ実施経緯 

平成 21 年度に公表された能美市環境基本計画の目的は，「良好な環境の保全と創造に関す
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る施策を総合的かつ計画的に推進するために，長期的な展望に立って目指すべき環境像と環

境保全に向けた具体的な取り組みを示し，市民・事業者・行政が担うべき役割を明確にする

こと」である．同時にこの計画は，第一次能美市総合計画の「海山川の恵みと人が輝くやす

らぎのまちづくり～歴史・文化・自然・産業の調和した快適居住都市～」を環境面から実行

するための，能美市の環境行政の根幹として位置づけられるものである．他の政策と能美市

環境基本計画の位置づけを図 1 に示す．能美市環境基本計画は国の環境基本法や石川県の石

川県環境総合計画の下位に位置する政策である． 

 

 
図 1．能美市環境基本計画の位置づけ(能美市環境基本計画書より) 

 

この能美市環境基本計画書の構成は，現状編，計画編，参考資料に分かれている．現状編

では，能美市概況，廃棄物処理・公害・騒音・環境保全・二酸化炭素排出量、市民意向の把

握（アンケート）など現状の把握に関するデータが示されている．計画編では，能美市環境

行政における「望ましい将来像」と施策の展開や推進体制について述べられている．能美市

が望む将来像とは，「海山川の自然と人の暮らしが調和した環境都市」である．それに向け

て，「1.豊かな自然を守り育むこと，2.循環型社会の構築を目指すこと，3.環境に配慮した地

域振興を図ること，4.地域環境力を向上させること」という4点が方針として掲げられている．

特に，この「地域環境力」では，各主体がより良い環境・地域を創っていこうとする意識・

能力を高めるとしており，政策として能美市に立地する北陸先端科学技術大学院大学の研究

成果を民間産業やNPO等と共に活用していくことが明記してある．また，「環境の保全と創

造に関する施策の展開」では，「市民」「事業者」「行政」のそれぞれが担うべき役割や大

まかな実施スケジュールが示されている．例えば，本計画書の「第2章．環境の保全と創造に

関する施策の展開4-3.市民と産学官の連携・協働」では，各主体の具体的な取り組みとして，

「1.環境ボランティア団体の育成と環境活動の支援」「2.地球温暖化防止協議会の設立」「3.

産学官共同研究への支援」が掲げられている．特に「3.産学官共同研究への支援」における

各役割分担では，市民は「企業や大学等，石川県，（財）石川県産業創出支援機構等が主催

する興味あるイベントに参加して関心を持ちます」，事業者は「大学等や石川県，（財）石

川県産業創出支援機構と連携して環境にやさしい製品を研究開発し，製品化に取り組みま

す．」，行政は「大学等や石川県，（財）石川県産業創出支援機構と連携して事業者を支援

します．」としている． 

ここで，能美市環境基本計画の推進に関する課題として，各主体の役割分担の内容は非常

に具体的であるが，その対象が不明確である点である．例えば，市民の「・・・興味あるイ

ベントに参加して関心を持ちます」とあるが，具体的なイベントとは何かに言及していない

点である．これは，本計画書全般に見られ，各主体が具体的な行動または行動計画をイメー

ジし難いといえる． 

そこで，能美市環境基本計画の現状把握のために，能美市環境基本計画の行政担当官へヒ

アリングを行った．内容は，能美市環境基本計画書にもあるような策定の経緯や目的，大学
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に対する行政側のニーズを中心として行った．行政側のニーズは，能美市環境基本計画書に

ある大学の知見を有効に活用させて能美市環境基本計画を地域で推進させたい，というもの

であった．また，能美市と北陸先端科学技術大学院大学の間では学官連携協定を締結してい

るため，それも有効に活用したいとのことであった．そのため，能美市環境基本計画を推進

に関して，能美市学官連携協定に基づき関係者間での目的意識の共有とそれに向けた合意・

調停に関するサイエンスカフェ形式のワークショップの実施をした(樽田,2010)． 

 

 

3. 従来型のサイエンスカフェの特徴と先端大でのサイエンスカフェの特徴 

サイエンスカフェ形式のワークショップについて説明するためにまずは，サイエンスカフ

ェについての概略を述べる．サイエンスカフェとは，イギリスで 1998 年に初めて開催された

Café Scientifique（カフェ・シアンティフィック）という名の「科学者等と国民とが一緒に

議論できる喫茶店」のことである．これは，2005 年の科学技術白書で紹介されて以降，日本

でも多くの話題を呼び，全国各地で実施されている(中村,2008)．サイエンスカフェ：「科学

者等と国民とが一緒に議論できる喫茶店」とは，喫茶店のようなリラックスした雰囲気の中，

飲み物やお菓子を片手に科学的な専門知識を有する人とそうでない人が気軽に科学の話題で

コミュニケーションを行うというものである．日本で一般的に実施されているサイエンスカ

フェは，アウトリーチを主目的としたものが多く見られる．これは，2005 年の科学技術白書

の中で，「これからの科学技術と社会」として「科学者等に求められる社会的役割」と「国

民と科学者等との対話の必要性」が国の基本的な指針として初めて明示された点と，同年の

文部科学省の科学技術振興調整費で 3％程度をアウトリーチ活動に充当するとされた点が大

きく影響している．これにより，科学者等はもっと国民や社会に対してアウトリーチ活動の

必要性と社会や市民向けの双方向性のある情報発信をすることが求められたのである．この

アウトリーチを目的としたサイエンスカフェでは，話題提供者は一般的に科学者等の専門家

や科学コミュニケータが行う．そして，これまでの講演型である話題提供者からの一方的な

情報発信ではなく，話題提供者と参加者が共に議論を行う双方向コミュニケーションを重視

するものである．本論では，これをアウトリーチ型サイエンスカフェと呼ぶ(樽田,2010)． 

他方，北陸先端科学技術大学院大学（以下 JAIST と略す）で行われているサイエンスカフ

ェはその特徴から，サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェと呼ぶ(樽田

2010)．これは，単に研究のアウトリーチを主眼としたものではなく，地域に賦存する問題や

課題を解決する手法として地域と協働してサイエンスカフェ形式で執り行うものである．な

お，サイエンスショップとは，1970 年代にオランダの大学で開始されたものである．一般市

民や社会の要請を大学などの機関が受け入れて解決に向けて調査や支援を行うというもので

ある(岩渕,2004)．日本では大阪大学や神戸大学などで積極的に実施されている．JAIST で実

施されているサイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェは，サイエンスショッ

プのように社会のニーズを大学が受け入れて解決に導くものではなく，専門的知識を有する

人と市民や地域とがサイエンスカフェという“場”を通じて，目的や文脈を共有し議論するこ

とを通じて，地域と協働して解決策を模索するという点に注力が置かれている． 

 

 

4. サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェ形式ワークショップ 

 

4.1 サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェ形式ワークショップフロー 

サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェ形式ワークショップの目的は，

地域で協働して，地域内で問題・課題それに関する意識を共有することであり，それにより

地域全体で問題・課題に取り組み解決へと繋げるための基礎作りを担うことである．北陸先

端科学技術大学院大学で実施しているサイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカ

フェ形式のワークショップのフローは，次の四点である． 
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サイエンスカフェ形式の
概要説明(趣旨・目的)

話題提供
小グループでの
グループワーク

各グループ議論
の発表

 
図 2．サイエンスカフェ形式ワークショップフロー 

 

はじめに，サイエンスカフェについての概要，趣旨，目的，この形式にて実施することの

メリットに関する説明を行う．ここでは，サイエンスカフェについて初参加の人もいること

を踏まえて，これまでの講演者からの一方向的な講演や話題提供等との違いやリラックスし

て気軽に自分の意見や考えを述べることへ重視されている点なども含まれる．特に重要な点

として，サイエンスカフェの目的や実施する内容に関してまずは，参加者同士でそれらを共

有することにある．  

二点目に，専門的な知識を有する人物からの話題提供を行う．次に，5～8 人程度の小グ

ループでの議論を行うことが前提であるために，そこで活発な議論や意見が出されるべく，

形式的な知識で明快に分かりやすく話題を提供するという点に注力を置く．話題提供の内容

は，サイエンスカフェのテーマに沿ったものである．図 3 に，話題提供と参加者の様子を示

す． 

 

 
図 3.話題提供（左）と参加者（右）の写真(第 12 回サイエンスカフェより) 

 

三点目は，専門的な知識を有する人物を交えての小グループに分かれて議論・グループワ

ークを実施する．ここでは，参加者全員が気軽に自分自身の意見を述べることが出来るよう

に，各グループにファシリテーターを配置する．この際，出された意見や考えをグループ全

体で共有するためにファシリテーショングラフィックで可視化する．可視化では，ファシリ

テーターが各参加者の発言等を付箋にメモをして，模造紙に構造化するという作業である．

参加者間が暗黙的に有していた考えや知識などを可視化することで，議論を見える形で構造

化され参加者間の理解を促進させる．  

四点目に，各小グループでの議論された内容を，ファシリテーショングラフィックで構造

化された模造紙を用いて，小グループ毎に発表を行い全体で議論の内容を共有化する．図 4

にグループワークとグループワーク報告の様子を示す． 

 

 
図 4.グループワーク(左)と各グループ報告（右）の写真(第 12 回サイエンスカフェより) 
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4.2 サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェ形式ワークショップ理論的背景 

 このサイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェ形式のワークショップの背

景には，文脈に依存した“場”における知識創造理論として SECI モデル（知識スパイラル・

モデル）の考え方を参考にした．ここでいう“場”とは物理的空間，仮想空間，特定の目的を

共有している人間関係，あるいは人間同士の共有しているメンタル・スペースのいずれでも

ありうるプラットフォームのことを指す(野中 1997)．SECI モデルとは， S:Socialization

（共同化），E:Externalization（表出化），C:Combination（連結化），I:Internalization

（内面化）の頭文字をとった知識創造のプロセスやダイナミクスを分析した知識創造理論の

ことである．図 5 にその概念図を示す． 

 

 
図 5．SECI モデル概念図(Nonaka,1998) 

 

能美市環境基本計画に対して実施したサイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンス

カフェ形式のワークショップでは，表出化（E:Externalization）における対話場（Interacting 

Ba）おいて，専門的な知識を有する人物(平成 21 年度のサイエンスカフェ形式ワークショッ

プでは樽田泰宜：JAIST 博士後期課程が話題提供を行った)による話題提供により，各参加

者や基本計画の関係者間で暗黙的に有している能美市の環境に対する思い，考えや知識を形

式的な知識体系として整理するというプロセスをとる．例えば，能美市の一人あたりの二酸

化炭素排出量は 1990 年から年々増加傾向にあり，全国平均を上回る値を示している（図 6

参照）．これにより能美市環境基本計画では，各主体が，省エネルギーの推進や，新エネル

ギー（代替エネルギー）の導入やグリーン購入を積極的に進める必要があるとしている． 

 

 
図 6. 能美市の一人あたりの二酸化炭素排出量(出典：能美市環境基本計画書) 

 

他方，能美市の年齢構成別人口の推移や，産業別就業者数の推移を見ると，能美市では生
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産年齢人口が増加中であり，それに伴い産業別就業者の数も増加していることが分かる(図 7

参照)． 

 

 
図 7. 産業別就業者数の推移と年齢別人口の推移(出典：能美市環境基本計画書) 

 

 

また，能美市の部門別二酸化炭素排出量とエネルギー別二酸化炭素排出量を参照すると，

能美市全体で製造業部門からの CO2 排出量が 52％と最も多く，エネルギー別では電気の使

用に伴う排出が 71％を占めていることが分かる(図 8 参照)．  

 

 
(出典：能美市環境基本計画書) 

図 8. 2007 年における部門別 CO2 排出量の割合とエネルギー別 CO2 排出量の割合 

 

つまり，能美市の環境を見る一つの指標として二酸化炭素に注目してみても，能美市の人

口構成や産業構造などを把握してデータを読みとくことで，市民一人一人が全国平均より多

くの二酸化炭素を排出しているのではなく産業構造を含めた地域としての環境負荷としての

排出量であると見ることが能美市の環境への正確な理解に繋がる．このような話題提供を行

うことで，参加者した個人の文脈に由来する暗黙的な知識や理解ではなく，能美市環境基本

計画の推進を目的としているサイエンスカフェという文脈を通じた“場”で参加者全員がある

一定の形式的なものの見方や理解の仕方を共有する，あるいは共有を促進するものである． 

次に，連結化（C:Combination）におけるシステム場（Cyber Ba）では，話題提供者から

の話題を基にして，各小グループ（5 名から 8 名程度）で各参加者が，各々の文脈で話題提
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供を受けて感じた点や自身の活動やどのように活動に能美市環境基本計画に寄与できるかな

どを議論する．この際，話題提供の対話場（Interacting Ba）での暗黙知から形式知への流

れがあるために，それを受けてシステム場での形式知から形式知への変換が促進すると考え

られる．また，システム場（Cyber Ba）ではファシリテーター（促進者）が議論を円滑に進

めるために効果的に機能する．ファシリテーターは，各参加者が十分に発言することが出来

るように調整し，議論された内容を付箋にまとめて模造紙に構造化する作業を行う．これに

より，発言した内容，議論した内容を模造紙にまとめることで視覚的にも分かりやすく形式

的な知識として捉えることが可能となる．つまり，話題提供者からの形式的な知識を個々の

文脈からより大きな文脈のグループとしての形式的な知識へと変換するプロセスとなる． 

次に，内面化（I:Internalization）における実践場（Exercising Ba）では，各小グループ

での議論の結果を各グループ単位で発表を行い全体で共有化するプロセスをとる．参加者各

自で全体の議論の内容と共に知識を深めることに注力が置かれる．先のシステム場（Cyber 

Ba）で得られた形式知を各自の暗黙知へと変換するプロセスである．各小グループを，サイ

エンスカフェにおける小さな“場”と捉えると，グループでの議論を全体で共有することは，

知識創造の再文脈化と再範疇化のプロセスでもある(遠山,2000)． 

最後に共同化（S:Socialization）における創造場（Originating Ba）では，サイエンスカ

フェにて得られた知識や議論の内容を基に，参加者が所属する団体や個人で能美市環境基本

計画に対して行動を行い地域全体での活動に繋げていくことを目指す．先の実践場

（Exercising Ba）で得られた各自の暗黙知を地域の暗黙知へと変換するプロセスである．地

域を場と捉えることで，参加者である主体は「地域内存在」となり，地域の問題は他人事で

はなく主体自身の問題となり，地域に潜在化している暗黙知を獲得することが可能になる

(野中,1998)． 

 

 

5. サイエンスカフェ形式ワークショップ結果及び考察 

平成 21 年度に実施されたサイエンスカフェ形式ワークショップの各グループワークで共

有された主な意見としては次のようなものが出された． 

・昔と違い，生活様式の変化による大量消費，大量廃棄で多量の破棄物が発生している． 

・自動車の短期的なモデルチェンジや経済の状況も大幅に変化している． 

・当時は，ゴミは各家庭の処分であったが，次第に行政委託での処理に変化していった． 

・地産地消などをもっと推進することが必要である． 

・市内には大規模工場があることで，電気エネルギーの消費量が多いことは確かである． 

・市民やる気の向上を如何にして行うのかが課題である． 

・他の行政政策と能美市環境基本計画の関係性を考える． 

・ゴミ袋の有料化の推進も視野に入れている． 

・市民グループは，生ゴミを堆肥化している． 

・子供にも無農薬の新鮮な野菜を食べさせることは食育と環境において大切である． 

・森林間伐の有無で，人の手が入っている場所と入っていない場所には大きな違いがあ

る． 

・学生の若い力や知恵をもらって進めていきたい． 

・情報化社会が進んでいるが，情報より知識をもっと有効に活用していきたい． 

・地域の子供たちに対しても，食と環境を伝えることが地域には必要ではないだろうか． 

・川に，シジミやタニシなどが昔はたくさんいたが，今は見られない． 

・地球の温暖化を感じることが多い． 

・現在，学校の給食で地場の食材は使用できないが，制度の変更は出来ないだろうか． 

・除草剤を使用していない安全な野菜を食べたい． 

・二酸化炭素は本当に悪いものであるのか． 

・産業発展や生活の利便性の向上に関係して二酸化炭素がでることは仕方がない． 
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などである． 

このサイエンスカフェ形式のワークショップでは，能美市環境基本計画の関係者として

市民グループ（任意団体及び NPO を含む），事業者，行政から参加が学生ファシリテータ

ーを含めて 20 名程度の参加者であった．また，能美市環境基本計画の関係者であるために，

環境への意識が高い方ばかりであった．出された意見は多様性に富んだものとなった．得ら

れた結果は，相互の関係性と階層構造があるが，収束や構造化は行わなかった．これは，サ

イエンスカフェの目的が，全体で意思決定を行うことを主眼としていないためである．例え

ば，より高次元の社会的に何らかの意思決定を市民参画で行う場合はコンセンサス会議があ

り，コンセンサス（合意）文章の作成などが必要である(小林,2002)． 

参加者への事後インタビューでは，各小グループで議論がなされたことによりが個々での

発言がしやすいことや，出された意見をファシリテーターがまとめたことで理解が進んだ感

触があるとの意見も得た．その他，大学へのイメージが変わった，サイエンスカフェ自体が

楽しかったなどの意見もあった．これは，大学は難しい場所であるや敷居が高く感じていた

市民にとってもサイエンスカフェでリラックスした参加できたということでもある． 

サイエンスカフェ形式ワークショップを SECI モデルで捉えると，サイエンスカフェで

得た形式的知識や暗黙的知識を，個々の暗黙的な知識として，それぞれの団体での活動に活

かして，地域に新しい知識を創出することが必要である．この共同化（S:Socialization）へ

のプロセスは，サインスカフェの実施フローの系外であり直接的に関与することは難しいが，

参加者が「地域内内在」を果たすことで，(S) →E→C→I→S→E→C→I・・・という知識創

造を目指す．ここで(S)は，行政と大学間での能美市学官連携と能美市環境基本計画におけ

る文脈での議論の部分である．一段階目のサイエンスカフェ形式ワークショップが終了した

時点では，それぞれの参加者が各グループや個人での活動を行っており，得られた知見を地

域に還元するにはまだ時間がかかると思われる．その共同化プロセスを促進させる直接的手

段は実施していない．しかしながら，サイエンスカフェ形式ワークショップを実施したこと

で，これまで無かった地域への知識創造スパイラルを創造することが可能になったことで間

接的に寄与していると考えることができる．むろん，このようなワークショップを短期的に

実施するのではなく．行政と地域と協力をして継続的に実施して能美市環境基本計画の推進

や地域の環境力向上に努める必要がある． 

 

 

6. まとめと今後の展開 

サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェにて能美市環境基本計画の推進

に関するワークショップを実施したが，SECI モデルの各プロセスでの知識の伝播に関して

は定量的に示されていない．そして，推進に関しては短期的に結果が現れるものではないが，

ワークショップの実施前後での変化を図るための尺度が必要である．これらは今後の研究課

題である．平成 21 年度に能美市環境基本計画の関係者に対するサイエンスカフェ形式ワー

クショップを実施した後，平成 22 年度には能美市環境基本計画に関して参加主体を市民と

してサイエンスカフェ形式ワークショップを実施した．現在は，能美市環境基本計画に関し

て参加主体を事業者向けのワークショップを実施予定である． 

現在，サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェはよりよい形を模索中で

あるが，事後インタビューにあったように，市民の大学に対するイメージが変化や，新たな

地域協働の実践的な姿として大学が主体的に関与して地域の発展や課題解決に寄与するとい

う面では，サイエンスショップ型/地域課題解決型サイエンスカフェ形式は有効に機能しつ

つあるといえる．また，この活動は学生がファシリテーターを担う面で，学生自身のコミュ

ニケーション能力や議論の構造化などのスキルアップも図ることができる． 

また，サイエンスカフェ形式ワークショップの実施に関する前後プロセスでは，対象のニ

ーズの把握や潜在化・内在化している問題・課題の同定とステークホルダー間のコンフリク

トの調停を含めた問題・課題解決への定量的・定性的プロセスによる最適解の提示も必要で
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ある．これらは，知識科学が学際領域や境界領域において学問として担うべき典型的事例で

もある．今後は，知識科学という学問の発展と社会・地域の発展をリニアに目指したい． 
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【要約】 

筆者は、日本の温室効果ガス排出量削減目標値の決定プロセスにシミュレーションモデルの専門家と

してかかわってきた。1）地球温暖化問題に関する懇談会中期目標検討委員会、2）地球温暖化問題に関

する閣僚委員会 タスクフォース会合、3）環境省地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会と中

央環境審議会地球環境部会ロードマップ小委員会。ここでは、シミュレーションモデルと目標値決定の

プロセスについて筆者の経験を交えながら分析し、より良い関係を築くための提言を行う。 

 

【キーワード】温暖化対策 シミュレーションモデル 経済影響 モデルリテラシー 

 

 

1. 関心のある方でもモデル分析の結果はわからない 
 

先日、企業の方の集まりで講演した際に、「温暖化対策を積極的に進めると経済にプラスになると言

う人もいれば、マイナスになると言う人もいる。いったいどっちの人を信じればいいのですか」と問わ

れた。また、「どのようなモデルを使ってどのような条件でシミュレーションしているのか、何を見た

らわかるのですか」と聞かれた。 

筆者の答えは、「温暖化対策を進めることで新たな付加価値を生み出す産業やサービスが生み出され

ると想定するとプラスになるでしょう。しかし、日本の 2020 年温室効果ガス排出量削減目標値を議論

した際に用いた経済モデルの大部分は、なりゆきケースで達成しうる CO2 排出量削減よりも多くの削減

を課しているため必ず温暖化対策はコストになり、GDP 成長率は鈍化し、経済にマイナスの影響を与え

る結果になっている。」とお答えした。 

一方、特に経済モデルのシミュレーション結果の公表については、「地球温暖化問題に関する懇談会 

中期目標検討委員会（2008 年 11 月から 2009 年 4 月まで）、地球温暖化問題に関する閣僚委員会 タス

クフォース（2009 年 10 月から）、環境省地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会（2009 年 12

月から 2010 年 3 月まで）、中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会（2010 年 4 月か

ら）等で議論されているが、公表されているすべての結果について、どうやってその結果が導き出され

ているか本当に知りたい人が検証するかについては、機関ごとに出されている情報が異なりすべてが十

分な情報を提供しているわけではない。」と答えた。 

 

 

2. 2020 年日本温室効果ガス排出量削減に関する国内議論 
 

京都議定書の約束期間（2008 年～2012 年、日本は年度）が終わろうとしている。2009 年 12 月にコペ

ンハーゲンで行われた国連気候変動枠組条約第 15 回締約国会合（COP15）および京都議定書第 5 回締

約国会議（COP/MOP5）では、次期約束期間である 2013 年以降に向けて各国が排出量削減目標値を公表

し、その実現を後押しする仕組みが決められることが期待された。そこで日本政府は自国の温室効果ガ

ス排出量削減目標値を決めるために、国内の環境・エネルギー・経済モデルをシミュレーションしてい

る機関による比較分析を行うことになった。 
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2.1 中期目標検討委員会での議論（2008年 11月から 2009年 4月まで） 
 

1997 年の京都議定書目標値を決める際には、当時の経済産業省と環境庁とそれに関連する機関が、前

提条件を共有しないままそれぞれに独自の削減目標値を計算し、最終的には首相の決断でマイナス６％

が決められた。 

それらの経緯を反省し、公式の場で 2013 年以降の温室効果ガス排出量削減目標値を議論するために、

地球温暖化問題に関する懇談会（座長は経団連会長も歴任した奥田碩氏）の下に、中期目標検討委員会

（座長は前日本銀行総裁の福井俊彦氏）が設置され 2020 年の日本の削減目標値について議論が始まっ

た。構成メンバーは、温暖化対策を評価するのに資するシミュレーションモデル分析を行っている各機

関（エネルギー経済研究所、地球環境産業技術研究機構（RITE）、日本経済研究センター、国立環境研

究所）の代表者とその結果を評価する専門家らである。筆者はさらにその下のワーキンググループの一

員として参画し、AIM（Asia-Pacific Integrated Model: アジア太平洋統合評価モデル）の試算結果を提供

した。 

ワーキンググループでは、3 種類のモデルに対して 2 つ以上の機関からシミュレーション結果が持ち

寄られて比較検討を行った（図 1）。世界を対象とした技術積み上げモデル、日本を対象とした技術積

み上げモデル、そして日本を対象とした経済モデルである。国立環境研究所だけ欲張って AIM を使っ

てすべての種類のモデル結果を提供し、他の機関はそれぞれ 1 種類ずつのモデル結果を提供した。それ

もあって、AIM 側は大変タフな作業になった。 

 

 

AIM/Enduse[Global]
世界を対象とした
技術積み上げモデル

AIM/Enduse[Japan]
日本を対象とした
技術積み上げモデル

AIM/CGE[Japan]
日本を対象とした
経済モデル

地球環境産業
技術研究機構

日本エネルギー
経済研究所

慶応大学
日本経済研究センター

国際的な視点から、
・ 削減ポテンシャル（技術的にどの程度
まで削減が可能か）、

・ 限界削減費用（追加的に温室効果ガ
スを1トン削減するために必要な費用）

を見積もる。

2020年の日本の温室効果ガス排出量
を削減した姿を、導入すべき政策ととも
に検討する。

日本を対象とした技術積み上げモデル
で示された温暖化対策の経済影響を評
価する。

環境研が使用したモデル
同様の分析を
行った他の機関

 
図 1：中期目標検討会での検討の手順と使用したモデル 

 

 

まず、世界を対象とした技術積み上げモデルを用いて、日本が必要とされる温室効果ガス排出量削減

目標値について検討を行った。次に、日本を対象とした技術積み上げモデルを用いて世界モデル等で計

算される日本の削減率を実現する技術の組み合わせを求めた。具体的には 2020 年に 1990 年比＋4％、

－7％、－15％、－25％の 4 つのケースについて試算した（図 2）。 
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太陽光発電等

必要な対策・政策 （②具体案）

⑤90年比▲15％
（05年比▲21％）

①長期需給見通し努力継続
（05年比▲4％、90年比＋4％）

自動車、交通流 住宅・建築物等

太陽光：現状の４倍

・ＲＰＳ法による買取り

次世代車：新車販売の10％

・省エネトップランナー基準
・税制優遇、補助金

③長期需給見通し最大導入
（05年比▲14％、90年比▲7％）

太陽光：現状の10倍

・固定価格買取制度
・住宅太陽光補助金

次世代車：新車販売の50％
保有台数の20％

・エコカー購入支援補助

断熱住宅：新築住宅の80％

・省エネ住宅の基準強化、対象拡大
・グリーン家電の購入支援補助

断熱住宅：新築住宅の70％

・省エネ法の省エネ基準
・税制優遇

上段 ： 主な対策技術の導入

下段 ： 主な政策

太陽光：現状の25倍
小水力：大幅拡大
LNG重点化（石炭火力削減）

・買取の固定価格のアップ

次世代車：新車販売の53％
保有台数の24％

従来車の燃費の向上
交通流対策、ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを強化

・税制優遇、補助金の強化
・省エネトップランナー基準の強化

断熱住宅：新築住宅の100％
既築も含めた全住宅の60％に

省エネナビ、ﾋﾞﾙｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（BEMS）を強化

・税制優遇、補助金の強化

タイプA（財政出動重視型）

太陽光：現状の40倍
原子力稼働率：80％→90％へ

・新築住宅、一定規模以上の
既築住宅に設置義務

次世代車：新車販売の100％
保有台数の40％

・従来型自動車の販売禁止、
車検適用不可

断熱住宅：新築住宅の100％
既築も含めた全住宅の100％に

・新築、既築住宅の省エネ基準
義務化

タイプB（義務付け重視型）

エネルギー多消費産業（製鉄、化学、セメント等）の生産量低下

・炭素への価格付け政策（排出量取引、炭素税）も不可欠

⑥90年比▲25％
（05年比▲30％）

太陽光：現状の55倍

・⑤タイプBと同じ

次世代車：新車販売の90％
保有台数の40％

・⑤タイプBと同じ

断熱住宅：新築住宅の100％
既築の100％を改修

・⑤タイプBと同じ

 
 

図 2：中期目標検討委員会で提案された選択肢に対応する太陽光発電、自動車・交通流、住宅建築物等

の対策導入割合とそれを実現する政策案（2009 年 4 月 20 日内閣官房発表資料より） 

 

 

そして、技術積み上げモデルで推計された各種温暖化対策による実現可能な削減量と対策コストなど
を、日本を対象とした経済モデルの入力にして経済影響を分析した。 

2009 年 3 月 27 日の第 6 回中期目標検討委員会で経済影響分析の結果が公表された後は、GDP や家計

への負担の話にほぼ終始し、時間をかけて検討した具体的な施策の積み上げについてはほとんど関心が

寄せられなかった。図 3 に示される経済影響の分析結果で注意しないといけないのは、2020 年の努力継

続ケース社会（＋4％）をベースに、－7％、－15％、－25％の 2020 年の社会経済の状況を比較した結

果を示していることである。マスコミでも 2005 年などの現状と比べて GDP や家計の所得が減ってしま

うと誤解した方がいた。実は、いずれのケースにおいても 2005 年に比べると GDP は成長し、所得は増

加している（図 4）。 

その後行われたパブリックコメントでは 74％の人が＋4％を、13％の人が－25％を支持し、世論調査
では 45％の人が－7％を、15％が＋4％、13％の人が－15％を支持した。 

それらの結果を参考に、2009 年 6 月 10 日、ボンで SBSTA が行われている最中に麻生首相（当時）は、

日本の温室効果ガス排出量を 2020 年までに国内削減で 2005 年比－15％（90 年比だと－8％相当）削減

することを国際公約とした。すでに計算していた 90 年比－7％ケースに対して、太陽光を 20 倍にする

ことなどで実現することが可能になる。 
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経済への影響の分析 （②分析結果）

（※１）増減率（％）はいずれも、現状からの増減ではなく、2020年時点での①の基準ケースからの増減。
（※２）分析結果は、日本経済研究センターの一般均衡（CGE）モデル（失業率はマクロモデル）の分析結果。

①需給見通し努力継続
（05年比▲4％、90年比＋4％）

⑤90年比▲15％
（05年比▲21％）

③需給見通し最大導入
（05年比▲14％、90年比▲7％）

⑥90年比▲25％
（05年比▲30％）

実質GDP 2020年時点で
▲0.6％ （押下げ）

2020年時点で
▲1.4％ （押下げ）

2020年時点で
▲3.2％ （押下げ）

失業率

可処分所得

光熱費負担

③⑤⑥に対する
基準ケース

（年平均1.3％の実質
GDP成長率を想定）

＋0.2％ （悪化）

世帯当たり
年▲4万円

世帯当たり
年＋3万円

＋0.5％ （悪化）

世帯当たり
年▲9万円

世帯当たり
年＋7万円

＋1.3％ （悪化）

世帯当たり
年▲22万円

世帯当たり
年＋14万円

限界削減費用
15,000円/tCO2
仮に、この費用の分、化石燃料
の価格を上昇させるとすると、
ガソリン１ℓ当たり30円に相当

34,000円/tCO2
（同左）ガソリン1ℓ当たり

70円に相当

82,000円/tCO2
（同左）ガソリン1ℓ当たり

170円に相当

35～62ドル/tCO2
※違う種類の分析モデルの結
果のため、単純に比較できない

民間設備投資 ＋0.1％ ±0％ －0.4％

 
 

図 3：中期目標検討委員会での選択肢に対応する経済影響分析の結果 

（2009 年 4 月 20 日内閣官房発表資料より） 
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⑥

報じられた経済影響は、すべて「1990年比4%増（選択肢①）」とい
う2020年の社会、技術を基準としたもの。
現状（2005年）と比較すると、どの選択肢も経済規模は拡大する。
家庭の負担も発生するが、所得はそれ以上に伸びている！

選択肢① 1990年比+4% 2005年比-4%
選択肢③ 1990年比-7% 2005年比-14%
選択肢⑤ 1990年比-15% 2005年比-22%
選択肢⑥ 1990年比-25% 2005年比-30%

 
 

図 4：中期目標検討委員会で国立環境研究所が報告した GDP への影響 

（2009 年 4 月 14 日第 7 回中期目標検討委員会提出資料より） 
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2.2 地球温暖化問題に関する閣僚委員会 タスクフォースの議論（2009 年 10 月から） 
 

2009 年 8 月に政権が自民党から民主党にかわり、鳩山首相（当時）が 9 月に東京で行われた朝日地球
環境フォーラム 2009 およびニューヨークで行われた国連気候変動首脳会合で 2020 年までに日本の温室
効果ガス排出量を主要国も同等の努力を行うならば 90 年比 25％削減することを明言した。ただし、こ
の 25％には麻生政権で検討された国内削減分だけでなく、海外クレジットや森林吸収分も含むことに注
意が必要である。 

それを受けて、具体的にどのようにすれば 25％削減を実現できるのか、またどうすれば経済への悪影
響を緩和することができるかについて検討すべく、2009 年 10 月 23 日からタスクフォースが行われるこ
ととなった。再び麻生政権の時と全く同じモデル研究者が集められることになったが、前回と違って実
際にシミュレーションしている現場の研究者が委員会に出席し、かなりテクニカルな検討状況も含めて
公の場で議論することになったことが特徴としてあげられる。そして、関連する各省庁から「モデル分
析を評価する有識者」が推薦され、議論に加わった。 

麻生政権での試算を踏まえて、10 の依頼事項が地球温暖化問題に関する閣僚委員会副大臣級検討チー
ムから出された。焦点になっていた経済影響の論議について、なぜマイナスの影響しか出ないのか検討
が行われた。つまり温暖化対策をすることで新たな産業が興ったら、それが経済成長に対して良い影響
が出るケースとして計算できないか、ということである。 

それぞれの依頼事項に対して、10 月 23 日の第 1 回タスクフォースから、11 月 19 日の第 5 回タスク
フォースでの中間報告に向けた材料を提出するまで、最新の知見を集約すべくシミュレーション分析を
試みた。しかし、そもそも参画しているモデルおよび研究機関は前回と全く同じであり、一か月足らず
で計算を進めたため、環境・エネルギー分野のイノベーションによるプラスの効果を経済モデルで表現
することはできなかった。経済モデルの分析で修正がくわえられたのは、麻生政権でのコスト負担の表
現の修正だけだった（麻生政権は 25％ケースにおける世帯当たりの可処分所得減尐分 22 万円と光熱費
の増加分 14 万円を足した 36 万円を世帯当たりのコスト負担と表現していたが、光熱費の増加分は可処
分所得減尐の内数だったので 22 万円に修正された）。 

一方、温暖化対策によるエネルギー削減以外の価値（Non-Energy Benefit）について行われている分析
結果が紹介された。実際に高断熱住宅などは光熱費削減以外の健康や快適性の価値に重きを置いて選択
されるケースが多く、生活者の視点に基づいた価値づけが必要である。街区を対象に Non-Energy Benefit

を考慮すると、削減費用が大幅に削減される先行研究がある（「民生部門の低炭素化に係る対策コスト
と間接的便益（NEB）を考慮した費用対便益（B/C）の評価」（2009 年 11 月：カーボンマイナス・ハイ
クオリティタウン調査委員会））。しかし、シミュレーションモデル分析にまで組み込むことはできな
かった。 

11 月 24 日に出されたタスクフォースの中間取りまとめには、「なお、モデル分析には、科学的見地
からの理論的かつ定量的な将来見通しが可能である一方、定性的情報が扱いにくく、モデル自体の構造
や前提の置き方により分析結果に差異が生じる等の限界が存在する。また、今回は時間の制約もあり、
各モデルの内容について十分な精査が行えていないところが残されている。さらに、例えば、環境制約
によるイノベーションの促進などは、今回は十分に分析できていない点に留意が必要である。」という
一節がある。 

まだ検討すべき事項は残されているが、2009年 11月 19日以降、タスクフォースは開催されていない。 

 

 

2.3 環境省地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会（2009 年 12 月末から 3 月末まで） 
 

2009 年 12 月にコペンハーゲンで行われた COP15 の席で、鳩山首相（当時）は改めて 2020 年までに
日本の温室効果ガス排出量を 25％削減することを明言し、2010 年 1 月 31 日までに国連気候変動条約事
務局に提出が義務付けられた先進国の削減目標値を提出した。 

 これらの流れを受けて、どうやったら 2020 年 25％削減、2050 年 80％削減できるのか、具体的な対策

と政策を組み合わせたロードマップ作りを行う検討会が環境省の下で行われることになった（図 5）。 
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農山村サブＷＧ
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全体検討会
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日々の暮らし ～自動車分野～

日々の暮らし～住宅･建築物分野～

エネルギー供給

地域づくり

地域づくり（農山村）

全体・ものづくり

早稲田大学 大聖 泰弘

建築研究所 村上 周三

早稲田大学 大塚 直

東京工業大学 屋井 鉄雄

森林総合研究所 松本 光朗

国立環境研究所 西岡 秀三

＜ワーキンググループ＞ ＜担当分野＞ ＜座長＞

（敬称略）
 

図 5：環境省地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会（2009 年 12 月末から 3 月末まで） 

 

特徴としては、エネルギー需給及び CO2 排出の観点から住宅・建築物、自動車、地域づくりおよび農
山村、エネルギー供給、ものづくり（全体検討会でカバー）について個別にワーキンググループ（WG）
またはサブ WG を設置し、各分野の専門家の知見を集約することで実現の可能性を高める対策と政策を
組み合わせたロードマップ構築を目指した点である。中期目標検討委員会、タスクフォースでは専らモ
デルシミュレーションによる試算結果に基づいた検討が行われ、各分野の専門家の関与は限定的だった。
中長期ロードマップ検討会では、今までに筆者らが試算した AIM モデルによるシミュレーション結果
を各 WG に提供し、各 WG の専門家の間でどうすれば実現できるか議論し、それらの意見を踏まえて再
び試算を行う、という作業を行った。 

2010 年 3 月 26 日に行われた地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会全体検討会（第５回、
最終回）で、新たに３つの経済分析結果が示された。 

まず、大阪大学の伴金美教授から Forward Looking 型 CGE モデルを用いた試算結果が示された。消費
から得られる効用を最大にするように貯蓄（すなわち、投資）を決定する最適動学型モデルで試算する
と、消費が減る代わりに投資が増加し、それが資本を増加させるため GDP を増やす可能性がある、と
いう結果が示された。 

次に、名古屋大学の藤川清史教授と日本アプライドリサーチ研究所の下田充氏による試算結果が示さ
れた。2005 年産業連関表、2005 年雇用表、家計調査の平均消費性向などの統計データを用いて、静学
的産業連関分析を行い、1 次波及＋2 次波及効果を分析したところ、25％削減に資する温暖化対策をす
ることで 2020 年時点で 45 兆円の需要、125 万人の雇用が新たに発生、生産波及効果は 118 兆円、雇用
波及は 345 万人となることが示された。しかし、競合しうる従来型産業の縮小分については考慮されて
いない。 

そして、東京大学の松橋隆治教授から、応用一般均衡モデル分析によって、技術進歩を考慮すれば、
家庭のどの所得階層でも、家電、自動車、太陽光発電などの導入で、なりゆきベースより所得が向上す
る可能性がある、という試算結果が示された。 

中期目標検討委員会やタスクフォースに参加していなかったモデル研究者によるシミュレーション
試算結果が示されたことは意義深かったが、結果が示されたのが検討会の最終回であり、時間をかけて
十分に議論を行うことはできなかった。 

2010 年 4 月 28 日に、地球温暖化問題に関する閣僚委員会タスクフォースの一部のメンバーから、「環

境省「中長期ロードマップ検討会」の分析について」というタイトルの意見書が出された。タスクフォ

ースの中間とりまとめ以降に新たに示された経済モデルの結果について、前提条件等が楽観的すぎるの

ではないかという懸念を示すものである。残念ながら筆者には事前に問い合わせはなかった。 

 

 

2.4 中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会（2010 年 4 月から） 
 

環境省地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会の結果を受けて、2010 年 3 月 31 日に環境大
臣試案が出された。2010 年 4 月 30 日から始まった小委員会では、この試案に対して、環境省地球温暖
化対策に係る中長期ロードマップ検討会で行われていたワーキングループを拡充し、新たに、ものづく
り WG、マクロフレーム WG、コミュニケーション・マーケティング WG 等を加えた個別の分析を進め
るとともに（図 6）、関連企業・団体（37 団体）からの直接のヒアリング、パブリックコメント・国民
対話で得られた意見を受けて試算の見直しが行われた。 

 そして、2010 年 7 月 15 日に行われた第 9 回小委員会では、経済モデルの分析結果について議論が行
われた。3 月 26 日に報告された 3 つのモデルと日本経済研究センターの猿山主任研究員によるマクロモ
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デルの試算結果が紹介された。小委員会の委員のほかにタスクフォースメンバーである京都大学植田教
授、東京大学山口特任教授、日本エネルギー経済研究所の伊藤常務理事、日本経済研究センターの猿山
主任研究員、落合副主任研究員（、国立環境研究所の増井室長、藤野主任研究員の 2 名は小委員会の委
員でもある）を含めて議論が行われた。中期目標検討委員会およびタスクフォースで経済モデル分析結
果を提供してきた慶応大学野村准教授はご都合により出席できなかった。 

議論の中で、タスクフォースの座長を務めた植田教授は、「モデルはどういう構造にしているかとい
うことが非常に重要でありまして、その構造をどう理解、議論するかというようなあたりがとっても大
事なのです」と指摘している。そして、モデルで試算された数字が金科玉条のように取り扱われること
の危うさとモデルリテラシー養成の必要性を訴えた。一方で、9 月に学会の場で学術的な議論を行うこ
とを提案し、2010 年 9 月 11 日に環境経済・政策学会 2010 年大会の「温室効果ガス排出削減の経済モデ
ル分析」セッションで議論が行われた。発表スライドは AIM モデルのホームページに掲載されている。 

これらの検討を重ね、2010 年 12 月 21 日の第 19 回中長期ロードマップ小委員会において、「中長期
の温室効果ガス削減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿（中長期ロードマップ）（中間整理）
（案）」が提出された。延べ 100 名を超える専門家が関わり、WG の会合も約 50 回行われた。それら
の結果をすべて報告書にまとめたため、別冊を合わせ 1500 ページ以上のレポートになった（図 7）。 

 筆者が担当した日本技術モデルからわかることは、温暖化対策に係る追加投資額（従来技術と高効率

技術の差額）はエネルギー節約費で回収可能なことである（図 8）。対策の導入時点と稼働時における

エネルギー節約のタイミングにずれが生じるため、個々の企業としてはそのまま鵜呑みにして対策に踏

み切れないなどの指摘があったが、それこそ政策主導の仕組みづくりの課題でもある。 

 

 

中期（25%削減）・長期（80％削減）目標達成のための対策・施策パッケージを政府として検討していくに当たり、環境省が専門的・技術的観点か
らの具体的な提案を行うため、地球温暖化対策に係る中長期ロードマップに関するＷＧを設置。
平成22年度は、延べ101名の専門家が委員として参加し、延べ49回開催（2010年12月21日現在）。

マクロフレームＷＧ
（委員10名、5回開催）

ものづくりＷＧ
（委員8名、5回開催）

住宅・建築物ＷＧ
（委員10名、5回開催）

自動車ＷＧ
（委員5名、5回開催）

地域づくりＷＧ
（委員15名、6回開催）

土地利用・交通サブＷＧ
（委員11名、2回開催）

物流勉強会
（2回開催）

地区・街区サブＷＧ
（委員13名、3回開催）

農山漁村サブＷＧ
（委員8名、3回開催）

エネルギー供給ＷＧ
（委員10名、4回開催）

地域における再生可能エネルギービジネス
検討作業部会（委員4名、4回開催）

コミュニケーション・マーケティングＷＧ
（委員7名、5回開催）

○2050年に向かう過程で発生しうる日本のリスクを想定し、 2050年の社会シナリオを検討
（座長：安井 至 製品評価技術基盤機構 理事長）

○ものづくりの国際競争力や低炭素化を高めるための社会の仕組み・制度を検討
（座長：藤井 良広 上智大学大学院 教授）

○「日々の暮らし～住宅・建築物分野～」の対策・施策を検討
（座長：村上 周三 建築研究所 理事長）

○「日々の暮らし～自動車分野～」の対策・施策を検討
（座長：大聖 泰弘 早稲田大学大学院 教授）

○「地域づくり」の対策・施策を検討
（座長：屋井 鉄雄 東京工業大学大学院 教授）

○土地利用・交通に資する施策の効果を検証
（座長：屋井 鉄雄 東京工業大学大学院 教授）

○物流関係業者へのヒアリングを通じ、物流に関する対策・施策を検討

○地区・街区単位での対策・施策を検討
（座長：大西 隆 東京大学大学院 教授）

○農山漁村地域をゼロカーボン化するための対策・施策を検討
（座長：牛久保 明邦 東京農業大学 教授）

○エネルギーの低炭素化のための対策・施策を検討
（座長：大塚 直 早稲田大学大学院 教授）

○地域における再生可能エネルギービジネスの普及拡大方策を検討
（座長：田原 正人 日本政策投資銀行事業開発部 課長）

○ロードマップに盛り込まれた対策の普及戦略を検討
（座長：枝廣 淳子 ジャパン・フォー・サステナビリティ 代表）

※ 点線枞のＷＧは平成22年度より設置。
※ 開催回数は、平成22年度（12/21現在）の実績。

 
 

図 6：中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会と併設された 

ワーキンググループの構成（2010 年 4 月から） 
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低炭素社会シナリオ分析モデル群
脱温暖化2050プロジェクト（04～08年度）

アジア低炭素社会プロジェクト（09～13年度）
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図 7：中長期ロードマップ検討におけるモデル分析の関わり 
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図 8：追加投資額とエネルギー削減費用との関係 
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3. これらの議論に参加して 
 

 筆者自身のバックグラウンドは工学（エネルギーシステム）であり、2008 年 10 月頃からこの議論に

本格参戦し、日本技術モデルの積み上げ計算を中心にどのような温暖化対策を組み合わせれば目標とす

る対策が可能になるか分析を進め、試算結果を提供してきた。しかし 2009 年 3 月 27 日に行われた第 6

回委員会で経済影響の結果が報告されたときのマスコミを中心とした反響の大きさに衝撃を受けて、自

分なりにいろいろ考える機会を頂いてきた。 

 

3.1 世界における経済分析の議論は？ 
2009 年 5 月に機会を得てケンブリッジ大学の Terry Barker 教授らが開発している E3MG モデルの関係

者に話を、彼らのオフィスで伺う機会を得た。そのモデルは IPCC 第 4 次評価報告書の中で唯一温暖化
対策をしても GDP はプラスになるという結果を出していた。彼らの論理は明快で、温暖化対策によっ
て研究開発投資が促進されれば、資本の蓄積、雇用の創出につながり経済にプラスの効果をもたらすと
のことである。計量経済モデルと技術分析を組み合わせた試算であるが、論調は大阪大学の伴教授に近
いように感じた。 

IPCC 第 4 次評価報告書の関係者の話では、ひとつだけ異なる傾向を示す結果を掲載することにかなり

の議論が行われたが、生き残った。実際に彼らの結果を真っ向から否定する学術論文をいくら探しても

見当たらなかった。また、ベニス大学学長の Carlo Carraro 教授のグループが開発している WITCH モデ

ルでも同様に経済にプラスの影響を与えうる試算結果を出している。 

 

3.2 経済影響と Green Growth 

2009 年 4 月 14 日の最後の中期目標検討委員会に向けて最後の追い上げをしていた 4 月 9 日に、麻生
首相（当時）が「新たな成長に向けて」という講演を行った。低炭素革命で世界をリードできる国、安
心・元気な健康長寿社会、日本の魅力の発揮、の 3 本柱で 2020 年に実質 GDP を 120 兆円押し上げ、400

万人の雇用機会を創出することを目指したものである。その中で太陽光世界一プランが掲げられ、2020

年までに 20 倍という目標が掲げられた。中期目標検討委員会では 10 倍でも大きいと批判されていたの
に、総理から全く異なる論調の提案が出てきたことにギャップを感じた。 

その後政権が変わり、2009 年 12 月 30 日に「新成長戦略（基本方針）」が、2010 年 6 月 18 日に「新
成長戦略 ～「元気な日本」復活のシナリオ～」が出された。細部は異なるが、どちらも大きな方針と
しては温暖化対策を中心とする環境産業で国際競争力を高め、雇用を確保し、めしを食っていくという
ことであった。 

2011 年 2 月 10 日、11 日に OECD で Green Growth Strategy ワークショップがパリで行われ、グリア事

務総長はじめ皆が Green Growth の熱気に包まれていた。閉会の辞で、Green Growth は新たな経済への

Transition（過渡期）であることをさかんに強調していた。 

 

3.3 温暖化対策を進めた先の、目指す世界を、今のモデルは表現できるのか？ 

中期目標検討委員会やタスクフォースで示されてきた経済影響分析は、今までの社会経済構造がそれ
ほど変わらないようなケースに対して温暖化対策を進めると、経済モデルの示す最適なパスから乖離し
マイナスの影響が出るということだった。もちろんそれらの試算にも、日本技術モデルで導出される技
術対策メニューが含まれており、現時点で想定しうるイノベーションは考慮されている。しかし、検証
可能な前提条件で試算を行うことが大原則であるため、温暖化等の制約により生み出されるかもしれな
い、よくわからない新たなイノベーションを考慮した試算は行われていない。植田教授も指摘している
が、この種のシミュレーションモデルは完全予見型であり、前提条件とモデル構造から導き刺される結
果の因果関係を示しているに過ぎない。 

もし、温暖化対策等を通じて実現したい社会経済像が、現時点の社会経済像とだいぶ異なるものだと
したら、その分析が意味することはなんだろうか。視点を変えると、現時点の日本および世界の社会経
済システムが果たして持続可能なものなのだろうか。温暖化を 2℃以内に抑えるために 2050 年までに世
界の温室効果ガス排出量を半減させることを共通目標にすることが主要国の首脳の間で話し合われて
いる。大雑把に言って年間一人当たり 2 トンの世界である。現在の日本人一人あたりの排出量は約 10

トンだから、80％削減。今と比べると圧倒的に効率的で異なる技術インフラが社会経済の土台になって
いるようなシステムに変化（transit）させないと解決しない。 

温暖化削減を着実に進めるためには、炭素税などの炭素の価格付けが必要である。タスクフォースの
議論で、その税収を国債償還に充てるべきだという意見があった。確かに国家の一大事だが、国債問題
こそ日本の社会経済システム自体を大幅に変更しない限り解決できないのではないだろうか。炭素税は、
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その名のとおり温暖化対策の技術開発や対策導入を後押しする税源として使い、それによって新たな産
業を生み出すことで税収を拡大する駆動力にするのが、新成長戦略の趣旨に合っているのではないだろ
うか。 

 エネルギー・環境技術が新たな国創りの原動力になると期待されている状況において、堅実な検証を

重ねながらも現場で起こりうる新たな動きをいち早く Evidence にし、政策決定をタイミングよく支援で

きるように知見を高めることが求められている。 

シミュレーションモデルとは、平たく言うと、作成者の理解する社会経済とエネルギー・CO2 排出量
の関係を分析した「箱」であり、そこに専門家や機関が認証した情報を定量的に「入力」して対策の組
み合わせや必要なコスト、副次的効果などの「出力」を提供するための道具である。つまり、よい「箱」
と「入力」がないと、よい「出力」は出てこない。全体のバランスがあっているかどうかをチェックす
るためのものである。イギリスのように誰でもが 2050 年に向けた Pathway を描き、Call for Evidence を
行えるような開けたサイエンスがないと、特定の人が何か言いたいことを言うための道具になる恐れが
ある。 

 モデルを過大評価せず、一方でメッセージを伝えるための道具にすることなく、不確実性にあふれた

将来に備える予行演習のために、等身大の理解と利用が進むようなモデルリテラシーが必要だ。そのた

めには、モデル開発者はすべての手法と情報の透明性を図ることがますます求められよう。 

 

 

Understanding of 
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Input Output

 
 

図 9 筆者のモデルの理解 
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【要約】本研究では電子政府システム導入において単一の事例研究の分析を行い、導入を阻害している

原因を明らかにすることで、電子政府システム導入のジレンマ構造を提示するとともに、ジレンマ克服

のための実践的アプローチを提示した。 
 

【キーワード】電子政府，情報システム統合，ジレンマ，実践コミュニティ，知識創造， 
 
 
1. はじめに 

 
電子政府は，情報システムによる「小さな政府」の実現を目指す IT 国家の理想像である．日本だけ

でなく世界各国において電子政府システムの導入が計画され，日本においても 2001 年の「e-japan 戦略」

の立ち上げから幾多の戦略・計画の変更を経ながら IT 国家実現への系譜が脈々と受け継がれてきた．

2001 年以前から世界と比較しても日本の行政官庁では数多くの個別業務の情報システムが導入され，行

政業務の効率化，サービスの向上が図られてきた．しかし，電子政府システム導入はプロジェクトが計

画通りに進まない等，内外の専門家から指摘される事態が生じた．一方で 70 年代の内外の情報産業の

成長とともに組織業務への情報システム導入の急速な進展によって，数多くの情報システム導入の成

功・失敗要因の研究の知識を活かして，電子政府システム導入プロジェクトが進められていることも事

実である．本研究は，社会的イノベーションとなる電子政府システム導入プロジェクトにおける情報シ

ステム，組織・人間の関係を研究対象として，電子政府システム導入を阻害している原因・現象を現場

レベルの視点から明らかにしていくことで，原因となる理論的モデルの構築，実践的アプローチを提言

することにある． 
 
 
2. 既存研究と電子政府システム導入の歴史的・政策的背景 
 
2.1 既存研究（行政情報システム統合の事例） 

 
情報システム導入については，これまでの経営学的，組織学的な先行研究において民間企業における

情報システムの開発・導入・運用等の各ステージの要因分析，プロジェクト導入など数多くの事例研究

はあるが，情報システム導入ステージにおける行政機関の情報システム統合にかかる代表的事例研究は

少ない．代表的な事例研究としてはオーストラリアの Mandata プロジェクト（行政機関の人事業務プロ

セスの情報システム統合）がある．(Sauer, 1993) 
Sauer(1993)は，オーストラリアの行政機関における巨大システム Mandata プロジェクトの事例研究

から情報システムの失敗過程の複雑な情報システムにおける利害関係を単純化し，「支援者」，「プロ

ジェクト組織」，「情報システム」からなる「依存の三角形」モデルを提示した．情報システムの失敗

過程の理論的説明として，情報システムの構築にあたっては，組織・人間の認知限界の制約によって，

システムの革新や欠陥が避けられないとしている．また「支援者」の概念は，情報システムにとってユ

ーザーのみならず，情報システムのサービスの受け手の全てを対象とした意味ともとれるものである．

Mandata プロジェクトは，オーストラリアの公務員の人事情報や休暇情報，年金情報を一元的に管理

しようとする巨大プロジェクトで，1970 年から始まり，ほほ 10 年間に渡って 3000 万豪ドル (日本

円：約 18 億円)を費したあげく放棄されたプロジェクトである．Mandata は複雑な業務体系をそのま

まシステム化しようとして標準化できなくなった問題でもある．1976 年に産業開発省の人事システム
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を改造し，つなぎで使用するという方針転換をするが，土台になったシステムの品質の悪さに直面．つ

いには，1980 年に規模の縮小し，支援が打ち切りとなる． 
Sauer(1993)は欠陥の状況が情報システムへの失敗に至る経過を示し，その時点で適切な支援管理が

行われず問題が健在化し，その結果さらに支援が小さくなるという悪循環の経過に注目した．情報シス

テムの失敗の定義や，情報システムには「革新過程」のみならず「支援過程」が重要であるとしている．

情報システム過程は，製品のような「生産者」から「ユーザー」のような一方向的な単純な関係が成立

しえない．また，支援管理の必要性は，形式的な革新過程の管理だけでは欠陥を克服することが困難で

あることを意味する．このようなプロセス管理だけに固執すると，逆にその時点で適切な支援を受け入

れられず，プロジェクトが失敗する可能性を暗示する．つまり，プロジェクトを成功させるには，「支

援過程の管理」と「革新過程の管理」をバランスよく実施していくことが重要としている． 
 

2.2 電子政府の歴史的経緯 
 
電子政府は，米国，カナダ，イギリス，シンガポールなど電子政府構築を先行する国々の用例

（Electronic Government，Digital Government，Government Online）として取り入れられたものと

して考えられている．(多賀谷，2002) 
白井他(2002)は，先行国での電子政府の実施内容について，①行政の効率向上，②国民や企業への情

報公開，③利用者へのサービスの利便性向上，④デジタルデモクラシー（政治プロセスへ）という構築

で流れており，電子政府は①～④の一連のプロセスを変革することによって政府，行政，企業，国民の

間における知識と情報の効率的流れを実現することにあると報告している．これらの①～④の一連のプ

ロセスを変革することは，政府，国民，企業の間における知識と情報の効率的な流れ（取引コストをゼ

ロに近づける）を実現するものである．これは知識資本主義社会を実現する国のシステムのあり方変え

る．つまり，国の競争力（企業の競争力）を高めることを意味する． 
 
2.3 日本の電子政府システム計画の背景 
 
 電子政府システム導入プロジェクトの骨幹は，2001 年以前に始まった総務庁行政管理局主導の「行政

情報化」の流れから行政改革を契機としている．その後，世界的な電子政府の潮流に押される形で，日

本においては 2001 年以降，政府官邸主導による「社会全体の情報化」のための「電子政府」の推進と

して衣替えした．政府官邸は IT 基本法と e-japan 戦略を政策形成し，行政機関の業務改革及び制度の見

直しを実施することで行政の簡素化・効率化，国民・事業者の負担の軽減を行うことを方針とした． 
その後，政府官邸の IT 戦略本部とは別に政権与党であった自由民主党内に e-japan 重点計画特命委員

会が発足し，電子政府施策に対する提言が行われた．e-japan 重点計画特命委員会は平成 14 年（2002 年）

8 月 1 日付け「電子政府に関する申し入れ」の中で，人事・給与の業務システムについては，人事院が

中心となって先行した標準システムを開発し，各省庁がそのシステムを利用することを提言した．この

提言は 2004 年 2 月に「電子政府構築計画」に取り込まれ，人事・給与等業務システム 適化計画が策

定され，同様に府省共通業務として 24 システムが計画策定された． 
 

2.4 業務・システム最適化手法の背景 
 
日本版EA(Enterprise Architecture)である業務システム 適化計画は 1987年にZachmanが「IBM Systems 

Journal」に発表した情報システムアーキテクチャ設計のためのフレームワークが起源としている．この

フレームワークに準拠した形で米国政府では 1996 年に IT マネジメント再構築法により，全ての情報シ

ステムには EA に基づく IT 投資管理が義務づけられた．我が国でも EA は経済産業省における「ソフト

ウェア開発・調達プロセス改善協議会」の発足と協議会の報告を発端に総務省を中心に政府主導で推進

することにななった．日本版 EA のフレームワークは，政策・業務体系（ビジネスアーキテクチャ），

データ体系（データアーキテクチャ），適用処理体系（アプリケーションアーキテクチャ），技術体系

（テクノロジーアーキテクチャ）の４つの階層的アーキテクチャーで構成されている．このフレームワ

ークに従い現状（As-Is）モデルと理想（To-Be）モデルを描き，その間の移行形態として次期モデルを

策定し，その目標に向かって「修正，管理を続けることにより，業務・システムの 適化を図る」EA
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プロセスを提唱している． 
 
 

3. 電子政府システム導入事例における阻害原因 
 
3.1 事例対象 

 
既存研究のほか世界的な電子政府システムの動向において人事業務システムの統合は米国と日本が

先行実施している．本研究では，電子政府計画の取り組みの一つである電子政府システム導入を対象に

単一の事例研究の方法とし，平成 13 年(2001 年)1 月から始まった政府官邸主導の e-japan 戦略，電子政

府構築計画及び人事給与等業務・システム 適化計画において，中央官庁の府省組織の人事給与関係業

務システム（以下，人給システム）の導入プロジェクトの取り組みを取り扱った． 
本事例研究から従来の官庁主導型の政策形成から政府官邸主導型の政策形成に変化したことで，政策

実施過程において人給システム導入を阻害した 5 つの原因現象とジレンマ現象が明らかになった． 
 

3.2 電子政府システム導入阻害の諸原因 
 
【戦略・計画】 

当初，政府官邸主導で電子政府を進めるには国民・事業者に裨益するように行政機関の業務改革や制

度見直しを柱に掲げていたが，電子政府システムにおいて 初に行うべき業務改革よりは，政治的背景

から情報システム開発を先行して進めなければならない状況となった．戦略・計画の一貫性が保てなく

なったことで，本来必要な業務改革の戦略計画の伝達不足が発生した．組織間をまたがる既存システム

を統合する上でのエンタープライズ・アーキテキチャ（EA)を採用して府省共通業務システムの 適化

計画を作成したが，EA に必要な業務分析の取り組みについて理解形成が不足した．システム導入プロ

ジェクトが開始してから，事務局からプロジェクト計画が各府省に明確に提示されなかったためクリテ

ィカルパスの問題が発生した．これら共通する要因は，政策形成組織と政策実施組織の一貫性が保てな

くなったことによる． 
 
【費用対効果】 
当初策定された人給システム 適化計画において，人給システム事務局が標準システムを開発し，各

府省が別途調達するハードウェア機器に配布導入するという個別分散方式の計画であった．しかし，個

別分散方式ではハードウェア機器の調達後の保守管理費用，職員のシステム操作支援のためのヘルプデ

スク支援費用，既存システムのデータ移行費用が重なり，新たに人給システムを導入しても削減効果が

なく費用の増加になることから集中方式に変更することになった．また人給システムの開発と並行して

各府省においては既存システムが稼働しておりソフトウェアとハードウェアの保守管理は一体的に行

うことで費用を低減させているが，情報システム調達制度の変更に伴い，全てを分離調達する必要とな

った．このために情報システムのライフサイクル全体で整合性がとれず，業務の効率化より情報システ

ム管理に実質的な費用増となった．これらに共通する要因は，人給システム導入にかかる費用対効果の

分析不足とバックオフィス系業務情報システムにおけるライフサイクル費用を踏まえた調達方法との

整合を原因とする． 
 
【業務・システム整合性】 
 平成 18 年 6 月～8 月に実施された人給システムの公開において，各府省の担当者が業務のデモンスト

レーションを行ったが，各府省の現行業務に整合していなかったため，人給システムを利用できなかっ

た．また人給システムの操作中にシステムが止まるなどの障害が発生したことで，人事や給与など重要

情報を扱う業務担当の人給システムの信頼性がなくなり，人給システム事務局に対してクレーム意見・

改善要望が多数提出された．電子政府システムが業務改革を前提とすれば，業務を改善のための業務分

析をし，新たな業務スタイルと業務フローを策定して，各府省組織に導入を図ることで，人給システム

が業務に整合することが可能となる。しかし，人給システムの開発を先行してしまったことで，既存業

務のまま人給システムを導入しようとした結果，業務と人給システムとのギャップが発生した． 
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【コミュニケーション】 
 平成 16 年(2004 年)2 月 27 日 CIO 連絡会議において決定された人事・給与等業務・システム 適化計

画に基づき，平成 19 年度(2007 年度)末までに既存システムを人給システムに変更することとしていた．

そのため人給システム事務局は独自の開発を優先した結果，各府省との調整が行われないまま人給シス

テムの設計書等を配布することとなった．そのため各府省の人給システム担当者は導入に必要なハード

ウェア機器の仕様を決めることができず調達が難航した．府省公開作業で初めて各府省の担当者は，人

給システム導入にかかる情報提供，課題，改善要望を意見として提出したが，時間的制約の中で人給シ

ステムの導入を進めようとした結果，各府省での導入が進まずプロジェクト期間内での導入が困難とな

った．また人給システムを分散方式から集中方式に変更するための連絡協議会においても問題が多い人

給システムを導入することへの問題意識から，改善要望を受け入れない状態となった．これは人給シス

テム開発において 低限必要なコミュニケーションをとらなかったことに要因がある．  
  
【制度・制約】 
 行政機関における業務は，法規定等によって定められており，行政機関の業務は制度化されているの

が実態である．人給システムの政策形成において業務改革は認識されていたものの，計画策定において

人給システム開発を先行した結果，業務改革に繋げるべき人事・給与等業務，担当業務組織の法・規定

制度改正が行われないまま人給システム開発が進められた．当初，政策形成時点で業務改革のための法

制度改革の必要性が認識されていれば，政府官邸においてトップダウンの指示が行えるが，法制度改正

は法令協議の上に，国会での調整協議が必要となり，多大な人的リソースが必要となる．電子政府の推

進の本質が，行政改革であり制度改革とすれば，こちらが優先され電子政府システム導入は先送られる

はずであった．しかし，当時の政治的パワーによる拘束力と制約によってこの計画は留保されることに

なる．  
 
3.3 電子政府システム導入のジレンマ現象 

 
電子政府システム導入の阻害原因について，問題解決していくことがプロジェクトを達成させるため

に必要なことであり，電子政府システム導入の管理的意思決定の合理性を導くものである．各要因（「戦

略・計画」，「費用対効果」，「業務システム整合性」，「コミュニケーション」）の解決のためのマ

ネジメントを実施するため，一つの要因の 適化を図ると別の要因が 適化を阻害する現象が認められ

た．また，電子政府システムは政府官邸主導による政策形成，行政機関による政策実施，そして国民・

事業者のためのサービス支援の区分されたことで政策実施者が行政サービスのジレンマ状態を生じる．

更に，これまでの行政機関主導による行政情報化とは異なり，政府官邸主導型で政策形成された．当初

計画では電子政府システムは業務改革を意識していた．しかし，新たな政策形成推進者によって，行政

機関の業務及び担当者を電子政府システム導入し，置き換えることで人員削減を達成することが，電子

政府システムの導入効果とした．こうした状況，人給システムの開発を指示した事務局においては開発

自体が自らの組織業務を奪うというジレンマを抱え込むことになる． 
 
 
4. 電子政府システム導入のジレンマ構造モデル 

 
電子政府システム導入を阻害する現象から「戦略・計画」，「費用対効果」，「業務システム整合性」，

「コミュニケーション」，「制度・制約」は，プロジェクトを合理的に導く問題解決のためのマネジメ

ントのキーワードとなる．各要因（「戦略・計画」，「費用対効果」，業務システム整合性」，「コミ

ュニケーション」）はシステム導入の管理的意思決定の合理性を導くものであるが，「制度・制約」が

全体の合理的解決の制約となる．電子政府システム導入プロジェクトの様な統合型プロジェクトを実施

する場合，各要因の複雑さを定型的・合理的にマネジメントし整序していくことが必要となる．各要因

内における 2 者間の効用を高めるパレート改善への努力は，各要因間のパレート改善とは逆の「見えな

い力」として反作用を起こし，合意形成を阻害する．情報システム導入過程において電子政府システム

は法・規程（制度・制約）に同化しることで，新たな制度・制約になる．各要因をマクロ，メゾ，ミク

ロのレベルに階層化し電子政府システム導入のジレンマ構造モデルとして提示する．（図 1） 
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図 1：電子政府システム導入のジレンマ構造モデル 

 
 
5. ジレンマ克服のための実践的アプローチ 

 
電子政府システム導入事例から非公式コミュニケーションネットワークを形成することにより，公式

組織に働きかけ，合理的意思決定の場の形成へ繋げることが可能．非公式コミュニケーションネットワ

ークから実践的コミュニティへ繋げることで，非公式ネットワークのメンバー個人が自発的に活動する．

これにより，組織の壁による限られた境界，視点を超越し，自省作用を行いながら様々な文脈を共有し

新たな専門知を形成する．プロジェクト管理の官僚制的，政策形成過程における非合理的意思決定に対

して組織内外において正当化させていくことで実践的改革を促していくことができる．また，電子政府

システム導入において実践的アプローチとしてシステムアプローチの有効性が認められた．(図 2)  
 

 
 

図 2：ジレンマ克服のための実践的アプローチ 
 
 
 
6. まとめ 

 
本研究は人給システム導入という単一事例から，電子政府システム導入における失敗過程をモデル化

し，「電子政府システム導入のジレンマ構造モデル」を提示した．電子政府システム導入という，従来
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の行政業務を変革するためのイノベーションを進めるためには，電子政府システム導入のプロセスで明

るみになった失敗(欠陥)知・実践知をマクロ（法制度）－メゾ(組織)－ミクロ(個人)の各階層にフィード

バックすることで，新しい情報技術の適用において組織整合だけでなく政府・行政の制度，組織，個人

へ整合させる必要がある．本モデルの重要性は，組織のメゾレベルにおいて，情報システムを「戦略・

計画」，「費用対効果」，「コミュニケーション」，「業務・システム整合性」の各事象の一つを 大

化させることが，一方で他の事象を 小化させる働き，トレードオフ関係を誘引し，電子政府システム

導入の成功のための合理的な判断が，その政策実施機能を失う理由になる．また官僚システムとしての

マクロ（法制度）－メゾ(組織)－ミクロ(個人)の３層構造が強固に働くため，組織整合だけを意図した電

子政府システム導入の合理的決定はマクロ，ミクロの層からの制約を受けるために，情報システム導入

失敗へと導くフレームが明らかになった点にある． 
電子政府システムは人給システム以外にも２３件もの業務システム 適化計画が実施されているこ

とからも，一連の電子政府システムプロジェクトの失敗を回避することは，重要な意義がある．また電

子政府システム導入を通じて政府・行政のあり方が再度問い直される機会であることを明らかにする．

世界各国における電子政府構築の流れはグローバリズムの進展とあわせ国の競争力の差異を生み出す

とともに，一方でより強固な国家的支配を可能にするが，真の電子政府システムによるイノベーション

とは，個人間のコミュニティ形成を基盤とした国・政府の構築を担うものである． 
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【要約】本研究は，科学的知識の視覚表象であるサイエンスイラストレーションの作成において，

イラストレーターがどのような工夫を行うのか明らかにすることを目的としている．サイエンス

イラストレーション制作を担うイラストレーターを対象にしたインタビュー調査の結果，イラス

トレーターは科学的情報を取捨選択，編集し，さらに科学的情報だけでは足りない情報やリアリ

ティなどの情報を付加して，全体として情報を再構成していることが明らかになった．この結果

を知識科学の観点から検討したとき，イラスト制作は知識創造行為であることが示唆される． 

 

【キーワード】サイエンスイラストレーション 科学的知識 視覚表象 知識創造 

 

1. 背景・目的 

科学的知識は，人間により検証され体系化された知識の一つである．科学的知識は通常，訓練

された科学者によって科学的な方法論によって検証され，論文という形で公表され，科学者コミ

ュニティ内に共有される(Barnes,1989)．このような科学的知識や情報を伝達する際には，言語が一

般的に利用されると同時に，サイエンスイラストレーションという視覚表象も利用されている．

サイエンスイラストレーションとは，科学的知識を伝える説明図であり，科学者，一般市民など

を対象に，科学的知識の記録，表現，説明，普及を担う絵や動画のことである．具体的には論文

中や，専門書，図鑑，書籍，web 等で用いるモデル，解剖図，模式図，CG, アニメーションなど

が含まれる．サイエンスイラストレーションは，グラフや顕微鏡写真などと異なり，科学的な分

析の対象や科学的理論の証拠のデータにはならない．むしろ，確立された仮説としての科学的知

識をコミュニケーションするための，メッセージの一形態である． 

サイエンスイラストレーションは，科学者によって作成されることが多い一方で、プロフェッ

ショナルのイラストレーター(1)によっても作りだされている．サイエンスイラストレーションを

専門に制作する職業も存在し，近代科学と印刷技術が広まった 16～17 世紀以来，今日まで続いて

きた(Ford, 1993)．特に欧米では，サイエンスイラストレーターやメディカルイラストレーターと

いう科学専門，医学専門のイラストレーターが確立している(2)．日本ではそのようなイラストレ

ーターは尐ないものの，近年はサイエンス映像学会，日本サイエンスビジュアリゼーション研究

会といった組織の設立(3)や，科学者向け，イラストレーター・クリエーター向けの小規模の教育

が始まっており(4)，イラストを制作することや，制作する人の重要性に対する認識が広まりつつ

ある． 

サイエンスイラストレーションはこれまで科学の視覚表象の一部として研究されてきた．科学

の視覚表象とはグラフや絵，写真などの視覚的な素材のことである．科学論の研究分野では，視

覚表象についての重要性が認知され，1970 年代以降様々な科学の視覚表象論が展開されてきた．

科学哲学では，科学における視覚表象の性質を存在論的に探究してきた．また科学史分野では視

覚表象を通じて客観性を論じる研究や，科学の歴史の中で視覚表象がどのように使われてきたの

かを見る研究などがされてきた．実験室研究の分野では，社会学的，文化人類学的観点から科学

的知識の創造におけるイメージの利用を論じてきた．「科学知識の社会学」における科学知識の

社会的構成という観点からの調査や，科学的知識としての視覚表象が社会にいかに広がるかとい

う観点からの研究もある(Burri and Dumit, 2008 など)．科学論において科学の視覚表彰論が重要な

理由を額賀は以下のように述べている．第一に，視覚表彰論のアプローチによって科学的な観察
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の問題が，科学知や科学的実践の内容分析として広がり，科学の観察結果を生成する過程を具体

的に分析することが可能になったことである．第二に，この手法は専門化された科学分野を横断

的に分析することが可能である点である (額賀, 2002)． 

しかし，視覚に焦点を当てて研究した例は言語に比すると圧倒的に尐ない．この理由として，

Lynch (1991)は文章は分析する文章中でギャップなしに繰り返し利用することが可能である一方

で，図は，文章の論文と整合性を保ち，かつ分析しやすいよう変換する必要があるためと述べて

いる．また，Goody (1977)は，欧米では言語化された領域を普遍化の過程として見る一方で，非言

語的な視覚的利用域は見過ごされることが多かったと指摘している．さらに，視覚表象の中でも

図制作の担い手であるイラストレーターについて言及した研究はごく尐なく(5)，ほとんど注目さ

れてこなかったといえる．この理由を言及した研究はほとんどみられないものの，科学の視覚表

象に対する注目が言語より圧倒的に尐なかったことや，イラストレーターの役割が単に科学者が

示した科学的知識をトレースし，きれいに整えて表現するだけと考えられてきたことが，その要

因として考えられる． 

では，サイエンスイラストレーション制作におけるイラストレーターの働きは，広告などのほ

かの分野のイラスト制作と変わらないのだろうか．木村は，サイエンスイラストレーションを制

作するには，科学の専門領域について熟知している必要があり，サイエンスイラストレーターと

いう専門的な職業があるべきであると述べている(木村, 2002)．これは，サイエンスイラストレー

ションを描くイラストレーターには，科学的な事実を伝える上で重要な情報とそうでない情報を

見分け，選び出す能力が求められるためである．サイエンスイラストレーターの Hodges は，サイ

エンスイラストレーションをイラストレーターとともに制作するプロセスについて，科学者とイ

ラストレーターは可能な限り正確で，効果的で，かつ美しくその研究や概念を伝えるというゴー

ルをともにしたチームとして協働するべきと述べている（Hodges, 1989）．ここでイラストレータ

ーはチームの一員として捉えられ，単に科学者の言われた通り描く役割だけではないことが示唆

される．大河は，サイエンスイラストレーションの協働的制作プロセスを分析し，イラストレー

ターと科学者がどのように協働するのか検討した（大河, 2010）．その結果からは科学者とイラス

トレーターは，相手の知識を理解し，互いの意見を踏まえたうえで，互いに新たなアイディアを

創造していることが示唆されている． 

以上から，サイエンスイラストレーション制作の際には，イラストレーターは単に科学者の下

描きをトレースするのではなく，独自の役割や判断をもって科学的知識を表現し，科学的知識を

コミュニケートするための工夫を行っていると考えられる．イラストレーターの工夫を吟味する

ことは，科学的知識の視覚表象やコミュニケーションにおけるメッセージ生成についての理解を

深め，科学者とイラストレーターの協働の意義を考える上で重要な視点をもたらすと考えられる

ものの，その詳細は明らかでない．そこで本研究では，サイエンスイラストレーション作成にお

いてイラストレーターがどのような工夫を行うのかを明らかにし，科学的知識のコミュニケーシ

ョンのための視覚表象がいかに生成されるのかという理解を深めることを目的とした． 

ここで，本研究の対象となるサイエンスイラストレーションの定義や範囲を明確化しておきた

い．本研究におけるサイエンスイラストレーションは「科学的知識を説明し，伝えることを意図

して制作された絵あるいは動画」である．イラストレーション，3DCG，インタラクティブメディ

ア，アニメーションといった視覚メディアが含まれる．また，科学的知識の受け手は限定しない．

これは，イラストレーションの伝える対象者を限定したり特定することが難しいためである．実

際，制作の際に想定する読者が「科学に興味を持った人」などと曖昧である場合や，科学者向け

のサイエンスイラストレーションをそのまま社会への普及にも利用することを想定して制作する

場合もある．ただし，科学的妥当性が認められないものを排除するため，科学者，医者に確認を

受けたイラストレーションのみを調査対象とした． 

また，サイエンスイラストレーションは分野によって特徴や性質，利用方法が異なる可能性が

ある．本調査では分野の影響を明確にするために，対象とする図の範囲を生命科学，医学系に限

定した．生命科学，医学系にした理由は，これらの分野では化学などと比較して解剖図，模式図

などの説明図を利用することが多いためである．実際，北米の科学イラストレーションの職業団

体では，専門分野に医学，生命科学系分野が多くみられる ．以上を踏まえ，調査対象は生命科学，

医学系の図とした．以降，対象となるサイエンスイラストレーションを単に「イラスト」と呼ぶ． 
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2. 方法 

研究方法はインタビュー調査である．科学のイラスト制作を担うイラストレーターに，過去の

作品を数点準備してもらい，その作品についてどのような工夫を行ったのか聞く半構造化インタ

ビュー調査を行った．調査対象者は生命科学・医学系分野のイラストを複数制作した経験のある

イラストレーターである．該当者が日本でどこに何名いるのかは明らかではないため，HP や文献，

人からの紹介により，条件に該当することが確実な人を選定した．全 10 名に調査を依頼し，6 名

が調査協力に応じた．6 名のうち 2 名は同じ会社に所属していたため，同時にインタビューを実

施した． 

インタビューは調査者，協力者 1 対 1(または 1 対 2)の対面式インタビューを用いた．インタビ

ュー時間は一回の調査につき 60～270 分であり，調査は全て一名の大学院生が行った．全てのイ

ンタビューは IC レコーダで録音され，インタビュイーからイラスト，あるいはその下描きの印刷

物と電子データ，写真が提供された．録音記録，イラストが分析データとして利用された． 

インタビューの手順は以下のとおりである．まず，調査依頼時にメールで論文発表が可能な生

命科学・医学系のイラストを数点用意するよう，調査者がインタビュイーに依頼した．依頼メー

ルとインタビュー当日に研究の目的，データの利用方法，インタビューの流れが説明された． 

次に，調査者がイラストを観察し，それぞれのイラストに対して，以下の質問を行った．それ

は 1) 誰に向けた，何のためのイラストか，2) どのような科学的知識，メッセージを表現してい

るのか，3) どのような工夫をしたのか，4) なぜ 3)のような工夫を行おうと考えたのか，5) （調

査者が気になる点を指し示し）この表現，工夫は何を意味するのか，6) （調査者が気になる点を

指し示し）なぜ 5.のような工夫を行おうと考えたのか，（3.～6.は意見が出なくなるまで繰り返す）

というものである．上記の質問を行い，分析関心に関連する発言をした場合は，その部分をより

深く聞き出した．必要があれば印刷されたイラストのコピーに，意見の書き込み等をした． 

質問が終了したらインタビュー調査が終了したことをインタビュイーに告げ，イラストの電子

データで送ってもらうことを依頼し，メールで電子データを収集した． 

分析は，インタビュイーが言及した図中に描かれた情報を，科学的な情報／科学的ではない情

報，表現することが必須な情報／必須ではない情報に分類し，科学的知識との関連からその内容

や役割を検討するという形で行われた．このように分類したのは，イラストレーターが行った工

夫と科学的情報との関連性を明確し，かつイラストレーター独自の工夫を明確化するためである． 

分析は以下の手順で行った．まず，インタビューの録音記録を聞き，表現の工夫と判断された

発言部位とその前後を文字起しした．科学以外も広く当てはまる一般的なデザインの理論は分析

対象から除外した．次に協力者の発言をイラストごとに分割した．この分割した発言を，意味的

に関連するまとまりごとに分割して簡潔な小見出し（コード）をつけた（コーディング）．次に

似た性質をもつコードを分類し，一つのグループとして新たなコードをつけた．これを数回行う

ことにより，発言内容を階層的に構造化した．さらに構造化された上位のコードを，もとの発言

が言及している対象に応じてこの科学的な情報／科学的ではない情報，表現することが必須な情

報／必須ではない情報に分類した．この分類に従って結果の全体的な傾向と，各コードの科学的

知識の表現上の役割を分析した．分析された内容は，実際の発言や図を引用しながら，結果とし

てまとめた． 

 

3. 結果 

インタビュイーがイラストの中で言及しているイラストの中の要素を，科学的情報／科学的で

ない情報に分け，それぞれについて表現するのに必須な情報／そうでない情報に分類した．ここ

でいう科学的情報とは，イラストレーターが，科学者の意見や文献などから科学的であると認識

している情報であり，そうでない情報とはそれ以外の情報である．必須な情報とは伝える目的や，

表現上の問題から表現する必要がある情報であり，そうでない情報とは，必ずしも必要ではない

情報のことである．発言のコードは，インタビュイーが言及している要素に対して，どのような

加工や工夫をするか，その理由は何かという観点から作成した．まずは発言のコードを分類した

結果を表に示す（表 1）．  

この内容について，以下に表の順に沿って詳細を説明する．表中で，詳細な説明や判断の根拠

が特に必要と思われる部分（科学的でない，かつ必須ではない情報の項目の説明を中心に）につ
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いては，実際の発言やイラストを引用して(6)分析結果を示している． 

 

表 3 分析結果 

 科学的情報 科学的でない情報 

必須な情報 必須ではない情報 必須な情報 必須ではない情報 

分
類
さ
れ
た
コ
ー
ド 

科学的情報を組み合

わせて絵として構成

する(3) 

重要でない科学的情

報は省略や簡略化を

行う(1) 

足りない情報は自由

に作成する(1) 

正確に表現すべき情

報以外は自由に作成

する(2) 

重要な科学的情報は

正確に表現する(4) 
 

足りない情報は慣習

やわかりやすさなど

を根拠に作成する(2) 

より科学を魅力的に

表現するための工夫

を行う(2) 

重要な科学的情報は

強調する(4) 
 

足りない情報は，他の

科学的情報を参考に

作成する(2) 

図が作品として引き

立つように独自の工

夫を行う(2) 

科学的情報のモデル

化(4) 
 

足りない情報は科学

者に考えてもらう(1) 

無駄な演出はしない
(1) 

  

足りない情報は極力

表現するのを避ける
(1) 

伝える上で重要でな

い情報は省略や簡略

化などを行う(3) 

  
模型を作って情報を

補足する(3) 
リアリティの付加(4) 

  

足りない情報を発見

して科学者にフィー

ドバックを与える(1) 

 

※括弧内は発言したインタビュイーの人数である． 

 

1) 科学的な情報かつ必須な情報 

イラストを伝える上で必須の情報としては，伝えたい科学的情報がある．これは伝える目的と

なる情報であり，イラストに当然含まれるべき情報である．この伝えたい科学的情報を表現する

際には，いくつかの科学的知識を収集，結合しなければならない場合がある．これに関して，以

下の意見を引用したい． 

 

B：描くっていうよりかは，絵を作りこんでいくと言う感覚の方が近いかもしれない． 

聞き手：それをもっとわかりやすくいうと？ 

B：情報を構成していく．パッチワークみたいなもの．情報っていうのはつまり絵だよ

ね，ぼくの場合は．絵として構成していく．ばらばらなものをひとつにしていく．（イ

ンタビュイーB） 
 

このように，イラストはひとつの科学的理論，見本となるイラストや標本があれば作れるもの

ではない．依頼した科学者の中ですら伝えたい科学的情報をどう表現するかということについて

アイディアを持っていない場合がある．このため，インタビュイーは科学者と協力したり，自分

で様々な資料を集めながら，科学的情報の押さえるべき要点を理解し，重要と思われる科学的情

報を選び出して組み合わせ，イラストとして構成していた． 

イラストレーターは特に重要な科学的情報（分子や標本の位置関係や形など）は，正確に表現

するよう努めていた．この点は，後述の「必須ではない科学的情報」の際は，あまり配慮されな

いことであった． 

また，複数の情報を構成する際には，重要な科学的情報を目的に合わせて編集する場合があっ

た．これには強調のために線を太くする，コントラストを強めるなどがあげられた．さらに，わ

かりやすくするために科学的情報をモデル化する例もあった．ここでいうモデル化とは，科学的

情報を抽象化，あるいは理想化し，表現することである．たとえば，図 3-13 は，一般向けの科学
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雑誌で掲載された，細胞の核内の染色体を説明するイラストの一部（下描き）である．DNA（図

中ひも状の物質）はヒストンというタンパク質（図中楔形の物質）に巻きつき，細胞核内に収納

される．DNA を巻きつけるヒストンは，８つのパーツが集まってひとつとなった 8 量体である． 

 

 
図 3-13 インタビュイーA の作品１  

 

A：これを描くときに，編集者にどうなっているの？ってわかるまでしつこく聞くわけ

です．そうして，こういう構造がだんだん頭に浮かんできた．これは模式的に描いてい

るわけですね．楔形のようなもの．これもあくまでモデルなんですけども． 

(中略) 

聞き手：この楔形にしたっていうのは，こうした方がわかりやすいからですか？ 

A：そうそう．収まりやすいし．染色体の中にこういうものがきちっと収まっていると

いうことを伝えたかった．それだったら，楔形にするとわかりやすいんじゃないかと考

えた．（インタビュイーA） 
 

 インタビュイーAは 8つのパーツが集まってひとつとなった 8量体となったヒストンにDNAが

まきつくという科学的情報を理解したときに，ヒストンを楔形で表現するというアイディアを思

いついた．ここでいうモデルとは 8 つでひとつの円柱となるような楔形の立体物のことである．

インタビュイーA は実際のヒストンはこのよう形をしているわけではないことを認識していたが，

楔形の方が「8 つのパーツが集まってひとつになる」という科学的な情報を説得力持ってわかり

やすく説明すると考えた．このように科学的情報を理解していく際に，イラストレーター自身が，

現実に正しいとは限らない科学的情報のモデルを考え出すことがあった．このような表現は，わ

かりやすくすることを目的に作られていた． 

以上をまとめると，イラストレーターが伝える上で必須な科学的情報を表現する際には，情報

を集めて再構成し，強調やモデル化といった編集作業を行っていた． 

 

2) 科学的な情報かつ必須でない情報 

科学的情報が分かっている場合でも伝える都合上省略することがある．例えば消化器外科分野

の肝切除術と胆管切除を説明するイラストを制作したインタビュイーD は，読み手が必要とする

情報である，消化器系とチューブの位置関係は正確に表現した．一方で，消化器の形や質感は正

確に描かなかった．それは伝える目的から見て，正確に表現する必要はないと判断したためであ

る． このように，イラストの目的，文脈，あるいは時間などの状況から，一部の科学的情報が必

須ではない判断されることがある．必須でないと判断された科学的情報は，正確に表現されなか

ったり，省略される場合がある． 

 

3) 科学的ではない情報かつ必須な情報 

イラストとして表現する際に必要にもかかわらず，科学的にわかっていない，あるいは存在し

ない情報もある．このような情報のひとつには，ミクロの世界の「色」の表現があげられる．分

子の色は多くの場合わからない．しかし，色をつけなくては表現として成り立たない場合がある．

このような場合，インタビュイーらは比較的自由に色を選んでいた．たとえば脂質はイメージ的
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に黄色，細胞核は紫色に染色されることが多いので紫にするなど，科学的情報に対するイメージ

や慣習を考慮して決めたり，読者が女性なら女性らしくするなど，対象となる読者（聴衆）の好

みを配慮するといった発言がみられた． 

また，分子の動きについても，厳密にはわからないけれど表現する必要がある例があった．イ

ンタビュイーC1 は，ウィルスが構造形成する過程を示した動画を作成した．この際，分子の動き

が明らかにされていない部分についても，動きを作って動画にする必要があった．このとき，イ

ンタビュイーC1 は科学者と相談したうえで，わからない部分については最終的には自らの判断

（感覚的な推測）で動き方を決めていた．ただし，インタビュイーC1 は判断の優先順位は科学者

の意見が上であるという．まずは科学者に聞き，科学者が希望を言った場合にはそれに従う．そ

して科学者の希望がない場合には，わかっていない部分を表現しなくても済むよう，角度や見せ

方を変えると述べた． 

また，科学的情報だけでは詳細な表現が分からない場合，イラストレーター自らが分子や人体

の模型を作成したり利用したりしてシミュレーションを行い，情報を補足する場合もみられた．  

また，上記のように「科学的に明らかにされていないこと」に気付くこと自体が，イラストレ

ーターの役割のひとつであると捉えるインタビュイーがみられた．インタビュイーC1 は，DNA

の複製の様子をアニメーションで表現しようとしたとき，教科書に載っている科学的情報だけで

はわからない部分が出てきたという．そして，この部分は研究者に聞いても答えが出せず，科学

者に「その部分はわかっていなかった」という気づきを与えることができたと述べた． 

このように，科学的情報をイラストとして表現する際に，足りない情報，分からない情報が明

らかになる場合がある．このような部分は，イラストの依頼者や科学者の指示がない場合は作ら

ざるを得ない．インタビュイーはこのような部分を発見し，様々な根拠を基に補足をしていた． 

 

4) 科学的ではない情報かつ必須でない情報 

イラストレーターは，イラストに必須ではなく，かつ科学的でもない情報を付加することがあ

る．付加される情報内容は多様であり，わかりやすさを実現したり，依頼者の意向に従うために

付加される場合も多い．しかし，中にはイラストレーターが独自に付加する情報もある．その内

容をいくつかの例をあげて見ていきたい． 

図 3-1 は細胞（右上）の核内から染色体が引き出され，染色体の構造を，左手前に来るほど拡

大しながら示しているイラストである．拡大する過程を説明すると，まず核から出された染色体

（図中右上の紫色のコイル状の構造）がある．次にその染色体が拡大され，ヒストンという分子

（図中紫色の球体）に巻き込まれた DNA（図中赤いひも状の構造）がみえてくる．さらに DNA

はヒストンから外れて延ばされ，拡大されて２重らせん構造として表現される．この２重らせん

構造の表現方法は，単純に相補的な２重らせんを表現したものから二重らせんの分子構造を示す

ものまで，５種類みられる．この図に対してインタビュイーは以下のように述べた． 

 

 
図 3-1 インタビュイーB の作品１ 

 

B：ある先生に頼まれて作ったものなんだけど，ひとつの細胞の DNA を引っ張り出して
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みてくれと，ただそれだけ言われたのね．どうやって引っ張り出すかってことは全然言

ってくれなかった．自分で調べていったら，ヒストンとかが何重にもタンパク質を巻き

込んでいて，面白いなあって感じたんだ．じゃあこれ全部描いちゃおう，と思った．そ

れで，化学記号まで描いてしまったのね．全部ひとつの絵の中に閉じ込めちゃおうと思

って．これはぼくのアイディアだった．この組み合わせ（ＤＮＡの５種のパターンを描

くこと）を提案したら，そりゃあ面白いということになった．（インタビュイーB） 
 

このイラストは，科学者から依頼されて制作された．科学者は依頼の際に，単に細胞から DNA

を引っ張り出してくれとだけ指定した．しかし，完成された図には，染色体，ヒストン，DNA の

５種類の表現など，指定されていない情報が多数含まれる．また，引き出し方や，見せる角度も

科学者からは指定されていなかった．インタビュイーは，このような情報はすべてが自分が考え

て作りだしたものだと言う．インタビュイーB が自分で考えて付加した情報には科学的情報もあ

れば，そうでないものもある．例えば，DNA がヒストンに巻きついて収納されるといった情報は

科学的情報であり，ヒストンが DNA からはずされて飛んでいる（図 3-1 中紫の球体が飛んでいる

ところ）という表現はインタビュイーの発想により作られたものである．また DNA の２重らせん

構造は５種類の方法で表現されている．それらの表現方法は，科学で利用されているものである

が，このイラストの目的からすればあまり意味を持たない情報である．それを敢えて入れている

のは，インタビュイーが面白いと感じ，また面白く表現したいと感じたからである．科学的に意

味をもたない工夫を入れる理由についてインタビュイーB は，科学をより魅力的に表現するため

であると述べた．そして魅力的にするための工夫をすることが，インタビュイーB の作品を作る

上での役割であると考えていた． 

上記とは違うインタビュイーは，絵としての完成度に言及している．図 3-2 は DNA がヒストン

に巻きつく様子を表現したステレオグラム（目の焦点をずらしてみることで，立体的に見ること

が出来る画像）である．ここで表現されたヒストン（クリーム色の丸い部分）は表現がざらざら

した，石のような質感となっている．これについてインタビュイーC1 は以下のように述べている． 

  

      
図 3-2 インタビュイーC の作品３        図 3-3 図 3-2 の拡大 

 

聞き手：ヒストンを石ぽく表現した理由はなんですか？ 

C1：ヒストンの形はこの仕事をしたときは問われません．この図は長いのでデータがも

のすごく大きくなっちゃうんですよね．だからできるだけデータの数を減らしたいと思

ったんです．なのでヒストンをシンプルにするんだけど，シンプルにしてペロンとした

形にしちゃうと芸がないので，ちょっとざらっとしたテクスチャを入れている． 

聞き手：見た目の問題ですか？ 

C1：そうです．（インタビュイーC1, C2） 

 

インタビュイーC1 はこのイラストを制作する際，データの大きさを減らすためヒストンをシン

プルに表現しようとした．しかし，何の工夫もしないと見た目としてつまらず，芸がないと考え

た．そこでざらざらとした質感を入れたという．作品としての完成度を高めるための試みである．  

では，なぜ作品としての完成度を高めようとするのか．これは依頼者を満足させるという理由
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のほかに，インタビュイーのモチベーションの問題がある．イラストは科学的情報を表現し伝え

ると同時に，一つの作品でもある．自らが作ったイラストが納得いく質でなければ，プロフェッ

ショナルとしてのプライドが許さず，制作のモチベーションも下がってしまう．これについては

以下のような意見がみられた． 

 

聞き手：科学とは関係のない工夫は会社のためとか，自分のためにするんですか？ 

C1：やっていて詰まらないものを作っていると，見たくない． 

C2：すごいストレスだよね． 

C1：あんまりよくなかった作品の続編がくると，またあれを見るのか，と思いながらや

らなきゃいけなくなる． 

C2：要するに不本意なものは出したくないですね．もらえるお金決まっているんだけど，

時間かけちゃうんだよね．（インタビュイーC1,C2） 

 

インタビュイーC1，C2 は不本意な，あるいはつまらない作品を制作することは大きなストレス

であるという．もちろんそのような場合でも制作は行うが，モチベーションは低い．逆に，納得

のいく作品を作るためならば求められた以上に時間や労力をかけることがあるという．インタビ

ュイーにとっては満足する質の作品を作ることも重要なことである． 

一方，無駄な演出をしないという意見もあった．その発言をしたインタビュイーにとっては，

イラストはあくまで科学的情報を正確に表現，伝達するのが目的であるため，ただ派手にするた

めに演出を行うのは避けるべきだと述べていた． 

また伝える上で重要でない情報は省略や簡略化，デフォルメを行うという意見もあった．たと

えば昆虫の標本を描く際に，ある部位の毛の本数といった個体によって異なる部分は，精密に描

く必要がないということである． 

科学的ではない情報には，伝えたい情報のリアリティを演出するための情報もある．インタビ

ュイーＡは細胞の絵を描く際に，細胞内を「ところてん」のように表現すると述べた．この際．

実際に細胞内が「ところてん」のようになっているかどうか，ということは配慮されていない．

その方が面白く，かつ「自然」に見えると言うことが重要であった．このように，より自然にみ

せるため，あるいは説得力を与えるためにリアリティを付加する場合があった． 

このように科学的ではない情報は，科学をより面白く表現したり，イラストが絵・作品として

ひきたつようイラストレーターによって創造的に作成されていた．また，リアリティを与えるこ

とも行っていた．同時に，無駄な演出をしないとするイラストレーターもみられた． 

 

4. 考察 

結果を踏まえると，イラストレーターは，1) 複数の科学的情報の収集と取捨選択，2) 科学的情

報の編集と視覚表現化，3) 科学的ではない情報の創造と追加を行っていると考えられる． 

1) 複数の科学的情報の収集と取捨選択は，ひとつの情報（源）だけでは情報が足りない場合や

情報が明確でない場合に，関連する情報を集め，伝える上で必要な情報の取捨選択を行うことで

ある．2) 「科学的情報の編集と視覚表現化」では，集めた情報をもとに，科学的情報を視覚的表

現として再構成する．収集された情報の一部は言語表現である場合（科学者・医者からの指示も

含め）も多い．その場合は言語情報を視覚表現に変換することを行う．この際，伝えたい情報が

引き立つよう，強調やモデル化を行うこともある．3) 「科学的ではない情報の創造と追加」は，

イラストを表現する上で足りない情報を補足することである．どのように表現するかは，伝えた

い内容を演出するようにしたり，読者に合わせたり，依頼者の好みに合わせたりと，イラストレ

ーターや制作状況によって異なる．同時に，伝える上で必須ではない情報も付加する．これは魅

力的に，あるいは説得力を持ってイラストを表現したい，という理由によって付加される，独自

性の高い情報である．  

イラストレーターは上記それぞれのステップで，独自の工夫を行うと考えられる．もちろんす

べてのイラスト制作でこれらの貢献が行われるわけではない．インタビューでも，科学者・医者

により厳密なスケッチが渡される場合があると話すインタビュイーもいた．また，上記４つの作

業は時間的に，あるいは意味的に厳密に区別できるものでもない．たとえば，足りない情報を真
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実味を与えながら表現することもあるだろうし，科学的情報の表現を，個性や面白みを加えなが

ら表現するともあると考えられる．内容を演出する形で科学的情報の表現のモデル化が行われる

場合もある．イラスト全体の情報の構成も，情報が集まってから最後に行うのではなく，作りな

がら修正していく場合が多いと考えられる． 

次に，サイエンスイラストレーション制作をコミュニケーションされる科学的知識という観点

から考察したい．はじめに本論における情報と知識について定義を行う．ここでは知識創造理論

の提唱者で，数多くの分野に影響を与えた野中・竹内(1996)の定義を採用する．情報とは特定の文

脈やある関係において意味を持つデータである．知識は主体の存在を前提とし，経験や情報を評

価し吸収するための枠組みを提供する経験，価値や文脈的な情報，直観の集合体である．知識と

情報の違いは二点あげられる．第一に，知識は情報と異なり，「信念」や「コミットメント」に

密接に関わり，ある特定の立場，見方，あるいは意図を反映しているということである．第二に，

知識は情報と異なり，ある目的のために存在する． 

本調査の成果を踏まえると，科学的知識のイラスト制作では，様々な科学的知識がもとある論

文や資料の文脈から切り離されて科学的情報として集められ，取捨選択され，抽象化や強調とい

った編集がなされる．また，科学的知識以外の情報，すなわち足りない情報や面白さやリアリテ

ィなどの情報が加えられる．これらの情報は集められ，それぞれの情報が関連性を与えられ，新

たな文脈を形成しながら，科学的知識の内容を理解してもらうといった目的のもとに，ひとつの

表現として構成される．この背景には科学的知識を面白く，正確に伝えたいといったイラストレ

ーターの意図が存在する．つまり，イラストは，科学的情報が編集，文脈化，情報の付加などを

経てある目的のもとに再構築された，新たな知識であると考えられる．この意味において，イラ

スト制作は知識創造行為であり，論文中に文章として表現された科学的知識と同一ではないと考

えられる．そしてこの知識創造プロセスには科学的情報の理解や取捨選択，編集と言った知的な

作業が含まれている．単に絵を描くこと以上の，高度な活動であると考えられる． 

このような知識創造は，科学者自身がイラストを制作する際にも生じるものと考えられる．イ

ラストレーターによる制作と科学者自身による制作の違いは明らかではないため，本研究で得ら

れた知見を科学者の実践としてのイラスト制作にどこまで転用が可能かは明らかではない．しか

し，科学者もイラストレーターとある程度共通する作業を行っているとするならば，論文などで

表現される科学的知識としてのイラストは，ほかの科学的知識とは異なる性質をもっている可能

性がある．科学論の分野ではイラストレーションを科学的知識や科学的理論と捉えていることが

多い(Giere, 1996 など)．どのような情報がサイエンスイラストレーションに表現されているのか，

そしてそれがどう読み手に影響を与えるのかということも今後議論する必要があるだろう． 

 

5. 最後に 

サイエンスイラストレーションはこれまで単に科学的知識を表現したものであると捉えられて

きた傾向がある．しかし本研究から，イラスト中には科学的でない情報が含まれること，そして

それらには装飾的な情報だけでなく，科学的情報だけでは表現するのに足りない情報や，リアリ

ティや魅力を与えることを意図した情報が含まれていたことが明らかになった．また，イラスト

は言語で表現された科学的情報と単純に同一なものではない．情報が集められ，取捨選択され，

全体として構成されるといった過程を経たうえで，視覚的に表現されたものである． 

イラストレーターの役割は，これまで単に科学者が示した科学的知識をトレースし，きれいに

表現する人と考えられてきた傾向がある．しかし本調査から，イラストレーターは単に科学的知

識を絵に変換するだけでなく，情報の追加や再構成をするという積極的，かつ知的な役割を担っ

ていることが示された．イラストレーターは，科学者と協働的に知識を創造する担い手であると

考えられる． 

最後に本調査の意義を述べたい．サイエンスイラストレーション制作を知識創造と捉えること

は，科学的知識のコミュニケーションにおけるメッセージ生成を知識科学の枠組みから捉えるこ

とが可能であることを示唆している．このことは，科学論と知識科学に新たな接点を生み出し，

新しい研究が広がる可能性を示している．また，知識創造の理論や実践成果などを用いることで，

イラスト制作の実践レベルでの支援を行うことも可能となる．またイラストレーターの貢献を明

確化することは，イラストレーターの正当な評価を行うことにも貢献する．科学者の下書きその
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ままを描いたイラストレーターと，情報収集をして足りない知識を構成するといった作業を行っ

たイラストレーターでは，同じように図を作成していても，その知的，労力的な貢献度は異なる

ものである．後者のようなイラストレーターに対し正当な評価を行う必要性が指摘される．さら

に科学的情報と，創造された情報を意識的に切り分けることで，科学的知識の表現上の正確性や

伝える効果，あるいは過剰な印象の誘導により注意を払うこともできると考えられる．イラスト

レーターから科学者への「科学的にわかっていないこと」に関するフィードバックも，より自覚

的に行うことができると考えられる．  

 

注 
(1) 本研究では科学のイラストを制作するプロフェッショナルの担い手をイラストレーターと表現する。これには

イラストを専門に描く一般的な職業としてのイラストレーターのほか、デザイナー、アートディレクター、
CG クリエーターなども含まれる。 

(2) Association of Medical Illustrators（AMI）＜http://www.ami.org/＞や Guild of Natural Science Illustrators(GNSI)＜
http://www.gnsi.org/＞を参照のこと． 

(3) サイエンス映像学会＜http://svsnet.jp/＞は 2008 年に設立された学会で，日本サイエンスビジュアリゼーション
研究会＜http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~satanaka/s/jssv.html＞は 2010 年に設立されている．1958 年に設立され
た理科美術協会＜http://www.rikabi.jp/＞のような歴史のある協会もみられる． 

(4) たとえば大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台は，「宇宙映像利用による科学文化形成ユニット」
の「科学映像クリエータ」の養成や，＜http://prc.nao.ac.jp/ashub/index.html＞2010 年に開催された東北大学でサ
イエンスイラストレーションサマースクール in Sendai 2010 など． 

(5) 科学史の分野では，科学者は画家や挿絵家といったイラストレーション作成に関わる人々との関係性やその変
容を検討した例がある (Daston and Galison, 2007)．しかし，そのような研究はほかにはほとんどみあたらず，
かつ現代のアーティストについて，社会学的な視点から検討した例は科学論分野では稀である． 

(6) 結果を提示する際には，インタビュイーから提供されたイラストを一部転載する．これはインタビュイーの許
可を得て掲載しており，クレジット表記を希望した場合にはクレジットを表記している． 
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【要約】音楽演奏の行為は，形式知と暗黙知との相互作用を伴う組織的・社会的な知識創造過程として

の側面を強くもっている．音楽演奏を通じて生み出された知識の蓄積が，いつしか確立されたメソッド

を変革し，新しい様式を創造していく過程――すなわち個人的行為からより高次な組織的・社会的行為

へとわたる音楽の知識創造過程を包括的に検証することは，音楽様式の歴史的進化を構造的に分析する

うえで重要なことである．本研究はこうした問題意識のもと，音楽演奏を，個人―組織―社会という異

なる次元を横断しながら立ち現れる知識創造過程として捉えようとするものである．本研究では，音楽

的活動を知識創造モデルとして捉えるうえでの可能性と課題について広い射程から論考し，音楽演奏活

動に特徴的な知識創造過程のモデルを提示する． 
 

【キーワード】知識創造 創造的認知 潜在知 認知的交渉 音楽的イノベーション 
 
1. はじめに 
 音楽の演奏は，形式知としてのメソッドにもとづきながら，演奏者を取り巻く外部環境との相互作用

（あるいは個と環境との融合）のもと，演奏者の原曲への解釈（すなわち個人の志向性）によって音楽

的意味が生成される活動である．音楽演奏の行為は，形式知と暗黙知との相互作用を伴う組織的・社会

的な知識創造過程としての側面を強くもっているにもかかわらず，音響情報の知覚あるいは認知の過程，

あるいはまた音楽史的な楽曲解釈や奏法，音楽をめぐる文化・社会現象などが，まったく別々の領域で

研究されてきた．音楽演奏を通じて生み出された知識の蓄積が，いつしか確立されたメソッドを変革し，

新しい様式を創造していく過程――すなわち個人的行為からより高次な組織的・社会的行為へとわたる

音楽の知識創造過程を包括的に検証することは，音楽様式の歴史的進化を構造的に分析するうえで重要

なことである．本研究はこうした問題意識のもと，音楽演奏を，個人―組織―社会という異なる次元を

横断しながら立ち現れる知識創造過程として捉えようとするものである． 
 美術の世界では，具現化されるオブジェクトとしての作品に対するアンチテーゼとして，一回性の表

現行為としてのパフォーマンス・アートが前衛性をもって登場したのに対して，音楽は最初からパフォ

ーマンス・アートである．音楽は音響として空間に立ち現れ，生成と消滅を繰り返す．世界的に高名な

指揮者，ヴォルフガング・ゲンネンヴァインは次のように述べている． 
 「音楽は時間藝術であり，（中略）生成と経過において生起する．（中略）記譜によって前もって固

定された作品は，置き換え（Umsetzen），解釈（Interpretaion）という人間的・音楽的な作業を必要とす
るのである．ひとつの演奏解釈は繰り返されることができず，ここで，今，一回限りである．（中略）

藝術作品そのものは作品の多数の可能な解釈の中に存在している．それは歴史的であり，またそれ故に，

どんな演奏解釈においても出来上った最終作品としてわれわれの前に現れることはない」（ゲンネンヴ

ァイン，1981；pp. 90-91）． 
 そして今日の音楽の大きな特徴は，楽曲の作曲家と演奏家とが分離しているという点である．例えば，

クラシック（西洋古典）音楽の演奏家は，今は亡き作曲家たちの古典を演奏し，モダンジャズ音楽の演

奏家は，1950年代以前のスタンダードナンバーといわれる楽曲演奏をベースとしながら演奏活動を発展
させている．いずれも「楽曲」という外的に与えられた制約のもとで，その「表現」の進歩と洗練を追

求することが，音楽演奏の本質的な目的となっている． 
 こうした背景のもとで，クラシックやジャズの音楽演奏においては楽曲の「歴史」や「ジャンル」が

重要な意味を持つと同時に，一般化された「楽典（音楽理論）」や，クラシック音楽においては原曲の

「解釈（interpretation）」が，それぞれ専門家の手による専門的なメソッドとして確立してきた．20 世
紀における体系化された音楽知識の普及は，音楽演奏や音楽鑑賞の大衆化を促進し，裾野の広い演奏愛
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好家や耳の肥えた聴衆が育ってきた．さらに録音・再生技術の発達，メディアの発達とともに，レコー

ド会社やマスメディアが音楽芸術を社会的集合行為として発展させることを加速してきた．演奏家は，

ときに「原曲解釈に忠実たれ」という保守的な精神のもとで演奏表現の洗練と成熟を追求し，ときに大

衆受けするコンサートやレコーディングでの演奏に腐心し，またときに自らの限界に挑戦し，自己超越

していくなかから革新的な音楽演奏を創造しようともする． 
 演奏家は時代の流れのなかにあって，他の演奏家たちと切磋琢磨しながら，聴衆に新しい文化的刺激

を提供し，芸術文化そのものの革新に，直接・間接に関与していく．それは個人的な芸術創造の行為の

深淵から立ち上がり，組織的，社会的行為の層へと断続的に飛躍し，芸術文化や音楽史という大きな流

れを創発していく．あらゆる演奏家が，ときにアマチュアの演奏家や聴衆も含めて，意図してか意図せ

ざるかに関係なく，なんらかのかたちでこの集合的行為に関与している．その意味で，音楽演奏という

行為は，個人的行為から社会的行為にまでわたる，創造的進化を指向する集合的な知識創造過程として

捉える必要がある．田柳（2010a）は，音楽演奏活動を 4つの層で捉えている（図１）． 
 (1) 個人化のプロセス：個人的鍛練の層．高度な音楽表現に必要な技能・理念・感性のようなものを，
個人の内部に潜在化させていくプロセス． 
 (2) 音楽化のプロセス：個人的鍛練の結果を顕在化させながら，創造的な表現が探究される． 
 (3) 組織化のプロセス：演奏機会をアレンジし，複数の演奏家を意図的に集め，創造への志向性をも
ってリーダーシップやコラボレーションを発揮するなど，組織的な環境が構築される． 
 (4) 社会化のプロセス：音楽化や組織化によって創造された新しい現象が，より上位の文化的・経済
的・社会的な現象に結びついていく． 
 

 
 

図 1：音楽演奏活動の４つの層（田柳，2010a；p.460, 図 2） 
 
 本研究が目指すのは，これら 4つの層の現象が相互に絡み合う知識創造過程として音楽演奏活動を捉
えることである．こうした大きな射程で音楽演奏活動を捉えようとする研究は，既存の先行研究にはみ

られない試みである．本研究では，創造的行為としての音楽演奏活動に関連する先行研究を広い射程か

ら論考し（２章），これを踏まえて音楽演奏活動における知識創造のモデルの可能性と課題について論

考し（３章），知識創造過程としての音楽演奏のモデル――個人的あるいは集団的行為としての音楽演

奏活動が，より上位の組織的・社会的事象を創発していく過程に，どのような知識創造のモデルが含意

されるかを提示する（４章）． 
 
2. 創造的行為としての音楽演奏活動・音楽的活動をめぐる先行研究 
2.1 下位レベルへの認知音楽学的アプローチ 
 個人化~音楽化にわたる下位のレベルでの音楽の創造的行為については，認知心理学と音楽学の境界

領域（近年では認知音楽学とも呼ばれる）に重要な知見をみることができる．音楽のイノベーションの

研究に認知心理学や進化論のアプローチを導入した Meyer（1957）は，音楽の革新の契機となる作曲や
演奏のモチーフについて論じ，「逸脱（deviation）」という概念を提起した．ある楽曲が演奏される時
には，「こういう演奏がありうる」と，演奏家や聴衆が期待できる範囲――すなわち蓋然性（probability）
が，人々の態度に内在する．Meyerは，この蓋然性が，逸脱を伴う表現によって妨げられるときに，文
脈や状況を超越して，音楽の非指示的な（non-referential）意味が生起し，音楽的なコミュニケーション
の情報量が最大化すると主張する．このような逸脱は，演奏活動と作曲活動のどちらにおいても生起す
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る．従来の音楽が持っていた図式的な期待を破るような逸脱を有する楽曲が提示され，その逸脱が許容

され次第に強化していくことによって，新しい音楽様式が定着する． 
 具体的な認知心理過程において，逸脱はどのように起きるのだろうか．認知音楽学者の Bharucha
（1998）は，音楽の認知における予期あるいは期待のありようには「図式的期待（schematic expectation）」
と「事実的期待（verdical expectation）」の２種があり，両者が異なる方向性を持った時に，Meyerのい
う期待からの逸脱の感覚が生じると述べている．図式的期待が特定の文化に個別化しない，自然発生的

で一般的なものであるのに対して，事実的期待は実際の音楽の部分や特定の記憶などに関係している．

人間は常に新奇な情報に満ちた複雑な環境に置かれており，そこには図式的な情報と事実的な情報が混

在している．図式的期待と事実的期待の 2種が作動することで，人間の記憶や知識の構造は，学習によ
る可塑性を有すると考えられる．次の出来事が図式的には予測できないような状況に遭遇したとしても，

事実的期待が作動し，研ぎすまされた知覚が情報から意味を見出そうとする． 
 記憶のメカニズムとの関係でいえば，事実的期待にもとづく認知を繰り返し，逸脱を受容する過程で

は，短期記憶と長期記憶とのあいだで，「リハーサル」といわれる情報のやり取りが行われていると考

えられる．リハーサルが短期記憶と長期記憶とを媒介する役割を果たすモデルは，「二貯蔵庫記憶シス

テム」（Atkinson and Shiffrin, 1971）によって確立されている．リハーサルには，維持リハーサルと精緻
化リハーサルの２種があるとされ（Craik and Lockhart, 1972），前者は記憶を無限に維持し続けることは
できるものの，長期貯蔵庫への情報転送は生じないのに対し，後者では，情報から連想的コード，イメ

ージのコード，体制化コードなどの精緻なコードを作り出すことで，長期貯蔵庫へ移され，検索可能と

なる（ロフタス＆ロフタス，1980）．個人化―音楽化のレベルでは，こうしたメカニズムが，知識の生
成に関与していると考えられる． 
 
2.2 中位レベルへの構成的アプローチ 
 音楽化~組織化にわたる中位のレベルでの創造的行為に焦点を当てたのは，哲学，現象学の観点から

芸術，音楽行為を取り扱おうとする研究である．芸術論や美学，哲学者，あるいはまた指揮者や演奏家

みずからが，様々な論考を展開している．精神病理学者でありプロ級のクラシックピアノ奏者でもある

木村敏は，有機体の知覚と運動の円環的な「からみあい」を論じるための重要な題材として，音楽の演

奏に着目した．音楽の演奏には，少なくとも３つの契機――(1) 瞬間瞬間の現在において次々と音楽を
作り出してゆく行為，(2) 自分の演奏している音楽を聞く作業，(3) これから演奏する音や休止を先取り
的に予期することによって，現在演奏中の音楽に一定の方向性を与える作業―から成立しているとし，

現象学の用語に倣って，行為的な側面を音楽の「ノエシス的」な面，主体が意識している音楽を音楽の

「ノエマ的」な面と呼んだ（木村，1988）． 
 中島（2008）は，芸術やデザイン，ものづくり，エンジニアリングに典型的にみられる構成的手法を
論じるにあたり，木村（1988）のアイデアにもとづき，音楽演奏の構成的手法のモデルを図１のように
描いている．このプロセスは，奏でたい音楽の層＝ノエマ層と，奏でられた音楽の層＝ノエシス層の２

層からなる．２層の中には，さらに次の３つの要素が入る． 
 (a) 未来ノエマ：奏でたい音楽の設計図あるいは楽譜のようなもの 
 (b) ノエシス：実際の演奏，奏でられた音 
 (c) 現在ノエマ：奏でられた音を聴いた結果の音楽 
 

 
 

図２：音楽演奏のノエマとノエシス（中島，2008） 
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 このループを回すことが音楽演奏における構成的デザインの手法とされる．どのレベルで現象を切り

取るかによって，ループの回る時間の長さや，起きている具体的な認知プロセスも異なってくる．この

構成的手法のモデルは，音楽に限らず，デザイン，研究開発，運動など，様々な活動における創造的認

知過程の解釈に適用することができる． 
 田柳（2010a）は，このモデルをベースに，認知音楽学や認知心理学の知見にもとづきながら，モダ
ンジャズの創始者でありかつ革新者であったマイルス・デイビスが主導したグループの演奏活動を事例

分析し，モダンジャズで展開される即興演奏の構成的プロセスのモデルを提示している（図３）． 
 

 
 

図３：即興演奏の構成的プロセス（田柳，2010） 
 
 モダンジャズは，スタンダードといわれる過去の名曲などの楽曲のコード進行にもとづき，演奏家が

ソロの即興を順番に演奏することが特徴的である．コード進行やスケールなどのジャズ理論によって図

式的に予測されるメロディーラインだけでなく，理論的に一意に定まらないあいまいな音使いが駆使さ

れ，理論を超えた斬新な表現を追求する即興演奏の積み重ねによって，「モードジャズ」や「新主流派」

といわれる革新的なスタイルが生み出されてきた． 
 こうしたモダンジャズの即興演奏において，演奏者は，演奏のあるべき姿を志向し，楽曲の既定のコ

ード譜面や，即興演奏の構想にもとづき，即興演奏を生成する（未来ノエマ→即興演奏の生成→ノエシ

ス）．奏でられた演奏は，ある時はオーソドックスなものであり，ある時は逸脱を伴う．オーソドック

スな演奏が延々と続く場合には，未来ノエマはほとんど変容せず，構成的プロセスのサイクルは，ほと

んど同じところを惰性で繰り返し回り続ける．次に当然来るであろうと期待される通常のメロディーや

リズムパターンからの逸脱が生起した場合には，現在ノエマと未来ノエマとの間で認知的交渉が行われ，

逸脱が認容されれば，新たに拡張された未来ノエマのもとで再び生成が行われる（ノエシス→演奏への

観測・評価：逸脱の認容→現在ノエマ→逸脱への焦点化→拡張された未来ノエマ→ふたたび生成…）．

ある種の逸脱に焦点が絞られていく中で，逸脱のバリエーションが繰り返し生成され，拡張された未来

ノエマがある方向へと強化されていき，新しい様式の可能性を孕んだ革新的な即興演奏として，あるま

とまりを持っていく． 
 この一連の複雑な知覚―認知の過程が，ほとんど一瞬のうちに生起し，繰り返されていくのが，即興

演奏の特徴といえる．演奏行為が同じ楽曲や違う楽曲で何回も繰り返され，そのたびにある特定の逸脱

の方向への遷移が強化されるうちに，次第に逸脱は図式化され定着していく．周辺の演奏家たちへも新

しいパターンの学習が広がり，上位の音楽的ルールの変更が働きかけられる．この変化が大きな影響力

を持つ社会的現象というべきものにまで高まれば，長期的には教科書に書かれた音楽理論そのものが変

革される．モダンジャズの即興演奏においては，メロディーラインやリズムが自由自在に生成されるた

め，演奏家や聴衆が心的に描いている図式的期待からの逸脱が，形式的に見えやすいかたちを伴って非

常に鮮明に表れるが，クラシック音楽の演奏においても，楽譜に忠実でありながらも，タイミングや抑

揚，速度といった表現手法の駆使がなされるなかで，同じような構成的プロセスを辿って，音楽表現の

創造的進化が生起していることが考えられる． 
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 同様の構成的プロセスは，美術や建築の世界でもみられる．諏訪（2006）は，建築家のスケッチプロ
セスの観察にもとづき，みずから書きためたスケッチの中に，描いていたときは意図していなかった近

接性を見出して積極的な意味づけをする行為が，アイデアの生成や展開の鍵となりうることを指摘し，

このような知覚的手がかりと概念的意味づけを相互促進的に起こすプロセスを「構成的知覚（constructive 
perception）」と定義している．無意識と意識を横断して行われる，このような意味づけによる焦点化と
強化の作業は，音楽の演奏や聴取の中では絶え間なく行われている． 
 上述のモデルで田柳（2010a）は，逸脱の認容過程を「認知的交渉（cognitive negotiation）」と定義し
ているが，そこでは 2.1 で述べた精緻化リハーサルが活発に行われ，新しい情報が既存の意味や構造を
変革し，学習や熟達化へと関与するような知識創造のメカニズムが関与していると考えられる． 
 
2.3上位レベルへの社会学的なアプローチ 
組織化~社会化の上位のレベルの音楽的活動については，音楽演奏を社会的行為として捉える研究が，

音楽社会学という学際分野の成立とともに行われてきた．音楽社会学の台頭の背景には，クラシック音
楽を対象とする伝統的な音楽学が，もっぱら音楽史の観点での楽曲研究，楽典研究，演奏法研究を中心
に発展してきたことへの反省がある．20世紀後半，クラシック音楽やそれ以前の古楽の研究において，
歴史的文献等から楽曲をいかに解釈すべきかを研究する「解釈学」が爆発的に発展した．解釈学は，「演
奏に先行する熟慮という広い活動空間」（グレーベ，1981）を形成し，音楽解釈学者から，レコーディ
ングディレクター，一般聴衆に至るまでの幅広い層の介入を受け入れてきた．クラシック音楽の世界は，
「ほとんど見渡すことのできぬ知識の充満，耐えきれないほどの知識の紛糾を惹き起こした」（フィン
シャー，1981）．さらにはジャズ，ロック，フォークなどの大衆音楽が急速に普及・発展した．こうし
た音楽的知識の普及が促進した音楽の急速な大衆化，一般聴衆の音楽への介入が，音楽社会学あるいは
音楽社会人類学といった研究領域を勃興させ，音楽と社会の相互作用，音楽を通じた人々の社会的相互
作用が，音楽学の新たな研究対象となった．しかしながら音楽社会学は，社会的現象としての音楽の流
行や盛衰については研究対象とするが，個人的・音楽的な創造性から生起する進化過程としての音楽的
社会現象までを射程とするものではない． 

 
2.4中位~上位レベルへの構成的なアプローチ 
 これに対して，上述の田柳（2010a）は，音楽化~組織化にとどまらず，さらに社会化のレベルにま
でわたるモデル構築の可能性を示している．モダンジャズの巨匠の１人であるマイルス・デイビスのリ
ーダーシップについて分析し，上述の音楽化~組織化のみならず，さらに社会化への垂直的な志向を持
った強いリーダーシップが，音楽の創造的進化を生起させていく過程を明らかにしている．そこでは，
中位の音楽化のレベルでの音楽演奏における逸脱の強化が，グループ演奏を主導するリーダーのコーデ
ィネーションによって意図的に推進され，さらには逸脱のパターンが周囲に伝播して次第に定着し，新
しい音楽スタイルとして受容されていく過程，すなわち音楽的イノベーションから社会的イノベーショ
ンへと連なる横断的な過程が描き出されている．そのベースとなっているのが，Nooteboom（2001）に
よる，イノベーションを可能にするリーダーシップのモデル（図 4）と，Nooteboom（2000）による技
術の伝播とイノベーションのモデル（図 5）である．田柳（2010a）は，モダンジャズの事例分析を通じ
て，これらのモデルが音楽演奏における組織化~社会化の過程にも適用できることを示している． 
 

 
 

図 4：組織を創造的な活動に導くための３つのコーディネーション 
（Nooteboom, 2001にもとづき，筆者作成） 
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図 5：イノベーションと普及のサイクル 
（Nooteboom, 2000; p.238, figure 12.1より） 

 
 

3. 音楽演奏における知識創造のモデル化に向けて 
 以上の先行研究を踏まえ，田柳（2010）のモデルをベースとして音楽演奏における知識創造のモデル
化の可能性を論考する．既存の知識創造のモデルについて論じ，創造的認知過程・進化過程としての音
楽的活動を取り扱ううえでどのような可能性と問題点があるかを分析したうえで，音楽演奏活動に固有
の特徴を抽出し，知識創造過程をモデル化する． 
 
3.1 SECIモデルの適用可能性 
 知識創造のモデルの先駆けであり，代表的なモデルとして知られるのが，野中・竹内（1996）による
SECIモデルである．個人の知識と組織の知識とが，相互行為を行って進化発展するダイナミックなプ
ロセスを描き出した「組織的知識創造」のモデルであり，組織の自己革新の源泉を，個人やグループの
自発的行動と相互作用の中に見出そうとするものである．  
 組織的知識創造のモデルは，次のような一連の知識創造サイクルから構成される（図 6参照）．人や
組織が培ってきた暗黙知が，まず同じ経験を共有する人々の中で「共同化（Socialization）」される．次
に暗黙知は明確なコンセプトとして表される「表出化（Externalization）」の過程を経て，より多くの人
に共有されうる形式知へ変換される．この形式知が，グループや組織を超えて，異なる形式知と連結す
る「連結化（Combination）」の過程を経て，新たな知識体系が構築されるとともに，明示化された形式
知が，組織のあちこちで相互作用を起こす．最後に，こうした形式知が，「行動による学習」にもとづ
いて再び暗黙知へ体化される「内面化（Internalization）」の過程に至る．以上の４つの過程は，組織の
様々な次元でスパイラル状に繰り返される． 

 

 
図 6：組織的知識創造モデル（S-E-C-Iモデル） 

（出典：野中・竹内，1996，p.93） 
 

 組織的知識創造理論の真骨頂は，その関心の焦点が「個人のメンタル・モデルの相互作用による，組
織のメンタル・モデルの絶えざる創造と革新」のダイナミックな構成に置かれていること，すなわち組
織コミュニケーションの意味形成の過程に踏み込んでいることである．野中・竹内（1996）では，その
事例分析の対象は，主に大企業の商品開発戦略や経営戦略の形成と実践のプロセスに置かれている．例
えば，画期的な新商品の開発のプロセスを継時的に調査し，その中で様々なレベルの知識の共有や表出
が行われていることに着目する．そこで注目すべきは，知識の「共同化→表出化→連結化→内面化」の
サイクルが，単純な一方向の線的プロセスとしての知識移転ではなく，異なるレベルの相互関係が入れ
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子状に錯綜するものとして描き出されていることである（田柳, 2007）． 
 田柳（2010a）はモダンジャズのグループ演奏における組織的・社会的な創造的認知過程について次
のように分析している．モダンジャズの革新を牽引したマイルス・デイビスは，自身のグループのメン
バーに対して，高度に習得した技能や演奏スタイルを積極的に忘却させるよう挑発的なアドバイスを再
三行い，新しい音楽表現を探索する実験的なライブやレコーディングを繰り返してきた．と同時に，大
衆に許容されるぎりぎりの極みの逸脱をわきまえ，時代の感性が要求する新しいスタイルを先取りして
提示することに成功してきた．そうした活動全体を通じて，モダンジャズ音楽の変革を成し遂げてきた
ことを分析している．この事例に SECIモデルを適用して，次のように知識創造のモデルを描き出すこ
とができる．   
 ある様式を伴う音楽演奏のなかで革新的な演奏を生起させるには，個人の革新的な志向性がグルー 
プ全体の集団的な志向性へとスムースに移行しうる音楽的コミュニケーションが必要である．そのため
には，メンバー間での形式知（体系的なメソッドやスキル）の高度な共有が支配的になっているような
状況を積極的に破壊すること――あるがままの状態に積極的に戻っていくこと（形式知→暗黙知：内面
化）が必要であり，そこでは革新的な志向性をもったリーダーのリーダーシップが大きな効果をもつ．
革新的な演奏の積み重ね（暗黙知→暗黙知：共同化）は，次第にある様式を形成し，周辺へ伝播し模倣
されるようになり（暗黙知→形式知：表出化），やがて新しいメソッドとして確立され，大衆化されて
いく（形式知→形式知：連結化）． 
 SECIモデルでは本研究が追究している知識創造モデルのなかでは，中位~上位レベルのプロセスは
うまく説明できるが，下位の創造性の源泉から新しいものが生起してくる局面を精緻に説明することは
難しい．この点に対して，SECIモデルは「知識創造というよりも，知識移転（knowledge transfer）のモ
デルと呼ぶほうがふさわしい」（Nordberg, 2006）とする意見があるが，確かにいわゆる創造性研究で取
り扱われるような下位レベルの創造性，本研究で最初に述べたような個人化のレベルから立ち上がるよ
うな創造性は，SECIモデルでは精緻には取り扱われていない(1)． 

 
3.2 知識創造理論の拡張 
 個人的な創造性の源泉にまで遡ったものとして，SECIモデルを拡張しようとするのが，Nordberg
（2006）である．Tacit knowledge，implicit knowledgeに対するもう 1つの暗黙知として，latent knowledge
＝「潜在知」の存在を知識創造モデルに取り込むことを提起する．図 7として，SECIモデルに潜在知
の次元を盛り込んだものを試案として提示している．精緻にプロセスモデル化するまでには至っていな
いが，重要なこととして，SECIモデルが「未だ完全には埋め込まれていない，自己超越的な知識」に
真に言及するには，「創造力のハイアラーキー」（Scharmer, 2000）を掘り下げていく必要があるという
Nordberg（2006）の問題提起は，音楽演奏のような行為を知識創造モデルとして表すうえでは無視でき
ない． 
 

 
図 7：知識創造の氷山（Nordberg, 2006, fig.4） 
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 Nordberg（2006）がいう潜在知の領域は，Luft and Ingham（1955）が提起した，知識と相互行為のモ
デル「Johari window」（図 8）をベースにしている．集団における相互行為は，自身も他者も知ってい
る知識がやり取りされる「開かれた領域（the open area）」，自身は知っているが他者は知らない知識が
やり取りされる「隠れた領域（the hidden area）」，自身は知らないが他者は知っている知識がやり取り
される「見えない領域（the blind area）」，そして自身も他者も未だ知らない潜在知がいずれやり取り
される「未知の領域（the unknown area）」の 4つからなる．この最後の「未知の領域」こそが，潜在知
の領域である．SECIモデルにおける内面化→共同化へと至る過程の深淵にある，潜在知という巨大な
「知識の氷山」（Nordberg, 2006）を経ていくメカニズムが，より精緻に組み込まれたモデルを構築する
必要がある． 

図 8：Johari window 
（Nordberg, 2006, fig. 1; Luft, J. and Ingham, H., 1955） 

 
 

4. 音楽演奏の知識創造モデル 
 創造的認知過程としての音楽演奏行為あるいは音楽的活動を，広い射程から知識創造過程として捉え，
モデル化するには，以上に見てきたようなモデルの可能性と課題を総合してかかる必要がある．Nordberg
（2006）のモデルと田柳（2010）の知見をベースに，音楽的活動の知識創造の特徴を抽出し，モデル化
したものを図 9に示した．特徴的な点は次の通りである． 
 (1) 潜在知の 2領域：蓋然性の拡張可能領域と不可能領域 
 まず第 1に，潜在知は特定の知識創造サイクルでアクセス可能な領域と，そうでない領域とに判然と
分たれる．先述したように，前者はいま奏でられている音楽の蓋然性を拡張しうると演奏者や聴衆が認
容しうる領域である．ただいたずらに大きく逸脱している「前衛」「異端」は，音楽の創造的認知過程
においては，いま奏でられている音楽の新しいバリエーションとしては認容されない． 
 (2) 潜在知と知識創造のサーキュレーション 
 潜在知が共同化されていく過程において，既存の文脈や図式を拡張して認容されうるかどうかの認知
的交渉が行われる．認容された知識は，より上位の知識創造過程へとサーキュレーションしていく．表
出化され，連結化された知識は，再び次の漸進的なイノベーションのための，以前よりも拡張された文
脈や図式を潜在知の領域に提供する． 
 (3) 開かれた環境からの学習や刺激の必要性 
 さらに重要なことは，特定の知識創造サイクルが立脚している音楽的・組織的・社会的な文脈や図式
には依存しない，開かれた環境からの学習や刺激を，潜在知が絶えず受容できることである．演奏者自
身はもちろん，共演する他の演奏者や，一般聴衆，評論家，レコード会社の人間などを含めて，関与す
る人々の潜在知が，開放的な環境のもとで絶えず合目的的ではない学習や刺激を受けて，潜在知の 2領
域の境界が発展的に変化するような環境に置かれている必要がある．こうした開かれた環境からの刺激
を受容することが，例えばよくいわれるような，音楽と美術，科学と芸術といった異分野が，同時代に
創発的な進化を遂げる同期現象にも関係していると思われる． 
 (4) 多層への適用可能性 
この潜在知と知識創造サイクルとの認知的交渉のモデルは，多層レベルに適用することができる．個

人化―音楽化のレベルでは，脳の記憶機構における精緻化リハーサルという認知的交渉過程として起こ
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り，音楽化―組織化のレベルでは，新しい演奏バリエーションの伝播と認容（あるいは拒否）の認知的
交渉過程として起こり，また組織化―社会化のレベルでは，新しい音楽様式の伝播と認容（あるいは拒
否）の認知的交渉過程として起こる． 

(5) 音楽と漸進的イノベーション 
このモデルは，蓋然性という制約にもとづく認知的交渉によって潜在知のフィルタリングを行ってい

る点で，破壊的な変革を受け入れないようにみえる．実際，音楽においては，蓋然性の拡張不可能領域
からまったく新奇な音楽が立ち上がり，それが無条件に大衆に受容され，社会的イノベーションにつな
がるような進化をみせることはほとんどない．個々の事象にみられる逸脱は（その飛躍の大小はあるに
せよ），音楽史の流れのなかで，飛躍を伴いつつも一定の漸進的なイノベーションとして起こっていく．
例えば，マイルス・デイビスのモードジャズは，既存のスタンダードジャズの範疇で起こり，新しいジ
ャズロックやフュージョンジャズの領域を生成しつつも，既存のモダンジャズを完全に破壊しはしてい
ない（田柳，2010）．ドビュッシーやラベルによる近代のクラシック音楽もまた，従来のクラシック音
楽にはみられない革新的な調性をもって現れたが，これも既存のクラシック音楽の枠組みを完全に破壊
して置き換わるようなものではない．歴史的継続性のなかでの静かな破壊が，音楽的な進化過程の１つ
の特徴といえるだろう．こうした特徴は，1章，2章で論じたような，今日の音楽の制度的な特殊性―
一般聴衆から職業的演奏家，レコード会社に至るまでがゆるやかに組織化されて成立している音楽の社
会的状況に，大きく関係している． 
新奇なものが，既存の枠組みを拡張して認容されうるかどうかの認知的交渉の過程は，どんな知識創

造の過程においてもみられると思われる．しかしながら，破壊的イノベーションを伴うような科学技術
における先端性・新奇性から立ち上がる知識創造の過程（例えば，iPS細胞の研究開発~社会的応用の
ような）には，図 9のように潜在知が一定の制約のもとで二分されているようなモデルは当てはまらな
いようにみえる．この点については検証が必要である． 

図 9：音楽的活動の知識創造サイクル 
 
 
5. まとめ 
 本研究では，田柳（2010）が提示した音楽演奏の創造的認知過程の構成的プロセスのモデルをベース
としながら，音楽演奏における知識創造モデルを構築するうえでの可能性と課題を提示し，音楽演奏活
動の固有のプロセスから抽出される新しいモデルを提示した． 
 音楽演奏活動を中心とする音楽的活動は，音楽史を横軸に，個人的―組織的―社会的な現象を縦軸に
してダイナミックに構成される知識創造過程として捉えることのできる現象である．本研究で提起した
ように，音楽的活動に固有の特性はあるものの，より包括的な知識創造のモデルを構築することにより，
他分野へ貢献できる知見が多く得られると考えられる． 
 本研究では，知識創造のモデル構築の理論的基盤を中心に論考したが，今後の課題はこうした基盤に
もとづきながら，より具体的な事例を取り上げてモデルを検証し，再構築していくことである．大きな
射程のモデルを想定しながら，特定の領域に焦点を絞った深い分析を行っていく必要があるだろう． 
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注 
(1) その意味で，中位の組織化のレベルを中心に論じている SECI モデルは，知識移転モデルと捉え直すこともできるだ
ろう．知識移転論は，SECI モデルや組織的知識創造理論の影響を受けながら，技術移転論に「知識」の観点を導入して
発展してきた．研究開発のオープン・イノベーション化が進み，知財の市場化が活発化するなかで，従来の技術移転論で

は取り扱われてこなかった，特許や設計図には書かれていない非明示的な知識の移転の重要性に着目していることが特徴

である．先に挙げた Nooteboom（2001）の研究とそれにもとづく図 4もその 1つである．知識移転論は知識創造理論から
派生したものであり，その意味では知識移転理論もまた知識創造理論の 1つとみることができる． 
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Do Absolutist Beliefs Predict Students’ Views of and Satisfaction toward Classes? 
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1) Faculty of Human-Environment Studies, Kyushu University 
 

Abstract  
Personal epistemology refers to individuals’ beliefs about the nature of knowledge and knowing. This 

study aims to examine how the personal epistemology of undergraduate students predicates their view of classes, 
thereby creating different levels of satisfaction toward the classes. The research sample consisted of 118 male and 
223 female undergraduate students (age: M = 18.91 years, SD = .81 years), who were administered a 
paper-and-pencil test. The results showed that the students who viewed what they know in terms of absolutism 
rated their classes as places where a teacher transmits knowledge to students. Moreover, a path analysis of the 
bidirectional effect model revealed asymmetric cause-and-effect relationships. While the feeling of satisfaction to 
form multiple perspectives presages the satisfaction of acquiring knowledge, an opposite pattern showed a 
relatively strong adverse effect. The results show that from the perspective of absolutist beliefs, the scale 
employed in this study is not very reliable and it is necessary to explore other epistemic beliefs to reduce the 
adverse effects. 

 
Keywords: personal epistemology; absolutism; tentative views of classes; satisfaction; path analysis. 
 

Problem and Purpose 
Development, domain specificity-generality, and function of personal epistemology 

Personal epistemology refers to individuals’ beliefs about the nature of knowledge and knowing (Hofer 
& Pintirich, 1997). Discrete beliefs in personal epistemology are called epistemic beliefs (Muis, Bendixen, & 
Haerle, 2006; Greene, Azevedo, & Torney-Purta, 2008). Since the 1970s, the personal epistemology of teachers 
and students has attracted much attention as a factor that influences the teaching and learning processes.  

Nomura and Maruno (in press) reviewed models to explain development, domain specificity-generality, 
and influence on the teaching and learning processes of personal epistemology. Nomura and Maruno (in press) 
identified 5 dominant models: (a) stage-like (Perry, 1970; Hofer & Pintrich, 1997), (b) multidimensional 
(Schommer, 1990), (c) multilayered contexts (Buehl & Alexander, 2006; Muis Bendixen & Haerle, 2006), (d) 
epistemic metacognition (Hofer, 2004), and (e) epistemic resource (Louca, Elby, Hammer, & Kagey, 2004). The 
authors also suggested that researchers have to consider the time scale of each model in order to integrate findings 
on the basis of these models. For example, the stage-like and multidimensional models view the development of a 
personal epistemology system throughout one’s life from a macroscopic perspective. On the other hand, the 
epistemic metacognition and resource models view the functions of epistemic beliefs on the basis of certain 
cognitive activities such as learning and reasoning from a microscopic perspective. In addition, the multilayered 
contexts model views the integration of the macro- and microscopic models from a mesoscopic perspective, which 
explains domain specificity-generality. On the basis of this idea, Nomura and Maruno (in press) proposed a nested 
time scale model to explain the nature of beliefs about knowledge to gain and to use by integrating the 
abovementioned models.  

From the macroscopic viewpoint, personal epistemology develops through a negotiation between the 
cognitive traits of a person and the task requirements. From elementary school to high school, a vast amount of 
knowledge is transmitted to students en masse. In contrast, university teachers often conduct small group 
discussions and encourage students to read books in order to help them develop ways of thinking. The purpose of 
these activities is to foster creative problem-solving abilities such as exploring the scope of problems, searching 
for resolution methods, and collaborating with others in a team. According to Hofer and Pintrich (1997), this 
teaching style allows undergraduate students to consider knowledge to be more relative compared to high school 
students. Besides, doubt about current epistemology and its resolution are necessary to change it (Bendixen & 
Rule, 2004). Individuals can reach an epistemic resolution only when personal epistemology is highlighted by 
teachers or peers in situations where cognitive activity is hampered under predicated (assumed) worldviews that 
are based on the current epistemology (Nomura & Maruno, in press). This suggests the necessity of revising 
personal epistemology on the basis of the interactions by an actor with other people and the circumstances. 

From the mesoscopic viewpoint, general personal epistemology (e.g., beliefs about knowledge in 
school) differs according to domain-specific areas that are adaptable in certain activities of various subjects (e.g., 
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beliefs about knowledge of mathematics, history, or biology. See also Muis et al., 2006). Repeated differentiations 
shape the structure of multilayered contexts of personal epistemology (Buehl & Alexander, 2006; Muis et al., 
2006). This consequently results in default epistemology, although such a structure can change later. In such a 
structure, because epistemic beliefs interact with each other in dynamic inter- and intra-layers, high-level 
epistemology (e.g., beliefs about knowledge in school) can regulate low-level epistemology (e.g., beliefs about 
mathematics) and vice versa. In addition, the epistemology of one domain (e.g., mathematics) affects that of 
another domain (e.g., physics) within the same layer (Muis et al., 2006). 

From the microscopic viewpoint, personal epistemology functions for certain cognitive activities in the 
following manner. First, a person predicates a tentative worldview of a cognitive activity through interactions 
between personal epistemology and a task requirement. For example, an absolutist who believes in knowledge 
that has been confirmed and verified by authorities predicates a class as a place where proper knowledge should 
be learned exactly (Schommer, 1990). On the other hand, a relativist who acknowledges the relativity of 
knowledge predicates the same class as a place where proper knowledge should be chosen as necessary (Knight & 
Mattick, 2006).  

Second, personal epistemology functions as epistemic metacognition, which is a metacognitive 
specialization of knowing (Hofer, 2004), and epistemic resources, which support thinking (Louca et al., 2004). 
For example, the epistemic metacognition of absolutism places emphasis on whether or not absolutists gain and 
use the right knowledge exactly. On the other hand, the epistemic metacognition of relativism places emphasis on 
whether or not relativists capture the source or proof of knowledge. Similarly, epistemic resources support 
thinking in learning. For example, “Do you have any other idea?” would be interpreted as “Is there anyone who 
knows the right answer?” by the absolutists, while the same utterance would be interpreted as “Is there anyone 
who thinks in a different way?” by the relativists. In this way, personal epistemology controls metacognition and 
cognitive activity, thereby resulting in the regulation of how knowledge is gained and used (Nomura & Maruno, 
in press).  
Graduate students’ view of classes and their satisfaction thereof 

It has been pointed out that the personal epistemology of students affects how they view their classes 
(Hofer & Pintirich, 1997). Notwithstanding a teacher’s plans, there is always the possibility that students learn 
other than what is expected by the teacher. The goals of students attending the same class would differ depending 
on their epistemology. Different goals would yield different expectations toward the classes, leading to varying 
levels of satisfaction. In other words, personal epistemology can determine students’ view of classes, which in 
turn determines their level of satisfaction thereof. For instance, a student who develops an absolutist view would 
expect the teacher to provide the right answer even in a small group discussion.  

As the dominant epistemic beliefs that influence students’ view of classes, absolutist beliefs have 
received much attention. It has been pointed out that absolutist beliefs are consolidated in classes where 
knowledge is transmitted from the teacher to students (Hofer & Pintrich, 1997; Knight & Mattick, 2006). 
Supporting this idea, Nomura and Maruno (2010) showed that high school students are more inclined to believe 
that knowledge is absolute as compared to undergraduate students (t(397) = 6.99, p < .001). However, most 
undergraduate students also undertake lectures in the first two years on general subjects in order to widen their 
knowledge base. The personal epistemology of students may not change in the first two years if it changes only 
when they experience epistemic doubt and its resolution (Bendixen & Rule, 2004). Thus, the results of Nomura 
and Maruno (2010) can be attributed to the fact that only some students change their epistemology. Researchers 
must avoid generalizing the views of some students to the entire population. A decrease in the mean score of 
absolutism suggests an increase in the variance among university students. Such variation results in problems 
wherein teachers and students cannot share goals, meaning of tasks, and the evaluation of achievements.  
If the difference between high school and undergraduate students was attributed to a change in epistemology 
among some students, their view of classes would differ, even among the undergraduate students. Moreover, the 
differences would alter the level of satisfaction toward the same classes (i.e., where a teacher gives a lecture to the 
students). 
Bidirectional model of satisfaction 

According to Olfason and Schraw (2006), teachers often simultaneously endorse more than one view of 
classes. Similarly, undergraduate students may predicate classes in more than one way. We postulate knowledge 
transmission and construction, which are views influenced by absolutist beliefs. Existing studies indicate that 
absolutist beliefs fundamentally depend on the experience of the classes where knowledge is transmitted (Hofer & 
Pintrich, 1997; Knight & Mattick, 2006). Nomura and Maruno (in press) also suggested that relativist (as opposed 
to absolutist) views are necessary to view a class as a place where knowledge is constructed. We created a model, 
as described below, to determine students’ level of satisfaction toward classes. First, students who view classes as 
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places where knowledge is constructed would develop perspectives influenced by multiple ideas and ways of 
thinking. Students who endorse such a view develop a high sense of satisfaction when adopting multiple 
perspective, because they construct new knowledge instead of acquiring existing knowledge. On the other hand, 
students who view classes as places where knowledge is transmitted would experience a high level of satisfaction 
when gaining knowledge. Such students, however, would not feel satisfied when adopting perspectives. Rather, 
the more satisfied they are on gaining knowledge—which is based on the view that classes are places where 
knowledge is transmitted—the less satisfied they are when adopting perspectives because they miss opportunities 
to reconsider and expand their way of thinking. In other words, the bidirectional model assumes the asymmetric 
influences of every direction of cause and effect. 

 
Methods 

Participants 
The research sample consisted of 118 male and 223 female undergraduate students (age: M = 18.91 

years, SD = .81 years) from 2 four-year universities. They were administered a pencil-and-paper test. Most of the 
students (>90%) were from the first grade and the remaining from the second or third grade. 
 Measures 
Absolutist belief (AB) scale We used 5 items on the absolutist epistemic belief scale (see Appendix A). Its validity 
was confirmed by comparing the mean scores of ratings by high school students and that of undergraduate 
students (Nomura & Maruno, 2010). A 6-point Likert scale was employed to indicate the ratings and the same was 
used for the following scales. 
Views of classes (VC) scale We created two kinds of scales (see Appendix B) on the basis of Olfason and 
Schraw’s (2006) framework for teachers’ view of classes. One scale is based on the knowledge-transmission view 
of classes (VCt) according to which a teacher imparts students with extant knowledge. The other scale is based on 
the knowledge-construction view of classes (VCc) according to which students construct new knowledge and 
meanings that are actively supported by a teacher. Each scale contains 13 items, including the role of the teacher 
and students in the classes and the views of the various aspects of pedagogy (goal, assessment, and location of the 
blackboard or direction of the desk). 
Satisfaction toward classes (SC) scale University education aims not only at enabling students to develop expert 
knowledge but also at reconsidering and expanding their way of thinking. Classes would train students to develop 
a sense of satisfaction in two ways: satisfaction toward classes to gain knowledge (SCk) and to adopt multiple 
perspectives (SCt). Each scale contained 5 items (see Appendix C). 
Procedure 

The researchers administered questionnaires in introductory English classes and educational psychology 
classes; the questionnaires contained a series of items. The researchers guided the students in answering the 
questionnaire and in inserting their particulars such as age, sex, and grade. All the participants answered the 
questionnaire in groups and at their own pace. Subsequently, the researchers instructed the participants to indicate 
what kinds of classes they attended at university. 
Analysis Overview 
All analyses were performed using the SPSS 18.0 and the AMOS 18.0 (SPSS Inc., IBM).  
MANOVA To examine whether absolutist beliefs determine students’ view of classes and their level of satisfaction 
thereof, we performed a MANOVA of a design consisting of one factor (absolutism) with three levels (low, 
middle, and high). 
Bidirectional effect model A covariance between errors indicates a third confounding variable influencing both the 
observed variables separated from the model. Statistically, the prior conditions of the analysis are not a direct 
effect from VCt (VCc) to SCt (SCk). We strongly argue that these assumptions are valid in light of our 
educational practice. 
 

Results 
Form of classes 

Most of the students (>90%) answered that most of the classes (>90%) they attended were traditional 
lectures.  
Inter-consistency 

The inter-consistency (alpha coefficient) of AB, VCt, VCc, SCk, and SCp were .65, .64, .83, .65, 
and .80, respectively. The relative lower inter-consistency of AB would have a small effect because we used the 
scale as categorical data. The same tendency observed in the VCt and SCk may be attributed to the inconsistency 
of the university classes. According to Nomura & Maruno (2010), the responses of the VCt for high school classes 
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showed high consistency (.87), the items must be suitable to measure the typical view of classes being places 
where knowledge is transmitted. We then used the scale without changing the items in the following analyses.  
MANOVA 

In order to ascertain whether students’ views of classes and their level of satisfaction thereof were 
determined by the degree of absolutism, we performed a MANOVA. With regard to students’ view of classes, the 
result showed that the differences in VCt and VCc were significant (F(2, 338) = 14.19, p < .001; F(2, 338) = 5.38, p 
< .01). The result of the multiple comparison tests (Tukey’s HSD test) indicated that, with the exception of a 
low-middle pair of the VCc, all the pairs were significant. With regard to the level of satisfaction toward the 
classes, the difference in SCk was significant (F(2, 338) = 27.58, p < .001). The results of the multiple comparison 
tests indicated that all the pairs were significant. These results are shown in Table 1. 
Path analysis 

There were possibilities that the processes involved in the feelings of satisfaction differed in accordance 
with the degree of absolutist beliefs, and the differences in satisfaction levels were not mediated by the students’ 
view of classes. To examine these possibilities, we used a multiple group path analysis. In such an analysis, a 
researcher can impose constraints that gradually become increasingly rigorous. If a model accurately fits the 
actual data under stricter constraints, then an analyst can posit that the processes are shared regardless of the 
absolutist beliefs. 

In the current study, we imposed the following 4 constraints: (a) No constraints, (b) All paths are 
equivalent between groups, (c) All error variables are equivalent between groups in addition to (b), and (d) All 
covariance are equivalent between groups in addition to (c) (i.e., all parameters are equivalent). 

We performed the multiple group path analysis under these constraints. Table 2 shows the correlation 
coefficients between the scores of the scale used in the analysis. The results demonstrated that all the indices of 
good fit were better under constraint (b) than under other constraints (e.g., GFI, AGFI, and CFI decreased to 
about .80 and RMSEA increased to about 1.0). The researchers adopted the results under constraint (b) in which 
the influences were shared regardless of the absolutist beliefs because all the paths were equivalent among the 
groups.The adopted model supported the assumptions about asymmetric cause-and-effect relationships. That is, 
the VCc predicted SCp (.77) and this led to a positive effect on the SCk (.77 * .20 = .15). In contrast, although the 
VCt predicted the SCk (.45), this led to a relatively strong adverse effect on the SCp (.45 * –.40 = –.18). In 
addition, the covariance between error variables was significant, indicating the influence of some confounding 
variables. 
 

Discussion 
This study aims to examine how views toward classes differs among undergraduate and high school 

students and how such a difference results in varying levels of satisfaction of classes. The differences in mean 
scores were tested by a MANOVA and the processes of influence were examined by multiple group path analysis. 

 

 
 

VCt .45 *** .46 *** .14 **
VCc .31 *** .49 ***
SCk .35 ***

Table 2: The correlation of scales
SCk SCp
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Note. N = 341,  **p <.01,  ***p <.001.
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Figure 1: Bidirectional model that predicts satisfaction toward classes 
Note. All parameters are non-normalized coefficients. Chi-square = 10.06, p 
= .26, GFI = 0.986, AGFI = 0.945, CFI =0.992, RMSEA = 0.028, *p < .05, 
**p < .01, ***p < .001. 

n M SD F a M SD F a M SD F a M SD F a M SD
elief (AB) 14.19 *** 5.38 ** 27.58 *** 1.26 ns
113 2.48 .38 3.67 .44 4.13 .73 3.07 .80 4.02 .94
136 3.21 .16 3.83 .47 4.07 .51 3.39 .56 3.98 .74
92 3.95 .39 4.06 .65 4.33 .54 3.76 .62 4.16 .78

Table 1: The mean scores of scales for low, middle, and high absolutism beliefs 

 341, a test for main effects, df  = (2, 338),   *p <.05, **p <.01, ***p <.001.
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Individual differences in absolutist beliefs among undergraduate students 
The mean scores of the AB scale were 3.95, 3.21, and 2.48. The mean score of the high absolutist group 

was approximately equal to that of the high school students (3.92, as reported by Nomura and Maruno, 2010). The 
results showed that the absolutist beliefs of about one-third of the undergraduate students remained unchanged for 
the first one or two years. Most of the students answered that they often attended traditional lectures. Nevertheless, 
students’ views of classes differed with their absolutist beliefs. While the differences in both (knowledge 
transmission and knowledge construction) views of classes were significant, a significant difference was observed 
for the satisfaction levels in gaining knowledge. These results suggest that absolutist beliefs are a dominant factor 
in determining students’ views toward classes, but are limited when it comes to satisfaction in gaining knowledge. 
Undergraduate students’ view of classes and their satisfaction thereof 

As expected, the path analysis of the bidirectional model showed that the knowledge-transmission view 
of classes determined the satisfaction levels of gaining knowledge. Owing to the fact that the view was stronger as 
the tendency of absolutism was strong, the level of satisfaction in gaining knowledge also increased. Similarly, the 
knowledge-construction view of classes strongly determined the satisfaction of adopting multiple perspectives. 
However, there was no significant difference in the satisfaction level of adopting perspectives. This can be 
attributed not only to the weak influence of absolutist beliefs on the knowledge-construction view of classes but 
also to the adverse effect of satisfaction in gaining knowledge on the satisfaction in adopting perspectives. The 
multiple group path analysis showed that these relationships were shared regardless of the absolutist beliefs, thus 
suggesting the generalizability of the model. 

The covariance between error variables was not very small. This suggests the presence of a third 
confounding variable, which the current study cannot clearly identify. However, there is a possibility that the 
items related to the satisfaction of adopting perspectives can be interpreted in accordance with the degree of the 
absolutist beliefs (see Kuhn, 1999). For example, the item “Classes are beneficial because they make me 
reconsider my own perspective on the basis of obvious ideas” can be interpreted as “Classes are beneficial as I 
am introduced to many ideas, resulting in an expansion of my knowledge base” from the absolutist perspective 
and “Classes are beneficial as I am introduced to many perspectives, leading me to realize my own way of 
thinking” from the relativist perspective.  
Limitations and future direction for research 

The reliabilities of the epistemic beliefs scales, which were included in the current study, were often not 
very high (DeBacker, Crowson, Beesley, Thoma, & Hestevold, 2008; Eigenberger, Critchley, & Sealander, 2007). 
The absolutist beliefs scale was employed as categorical data in the current study; therefore, its influence was 
weak. Hence, the results should be interpreted in a limited sense. Nevertheless, the bidirectional model accurately 
supported the data and had a fair amount of predictive power. Thus, the model is beneficial in that it considers the 
impact of the absolutist beliefs of students in university education. 

In the future, researchers must explore other epistemic beliefs that reduce adverse effects in order to 
help teachers who support students’ views that classes are places where knowledge is actively constructed. This 
study mainly focuses on the epistemic beliefs of gaining knowledge. Nomura and Maruno (in press) pointed out 
the possible presence of epistemic beliefs in gaining knowledge. Even researchers who include beliefs about 
learning in epistemology have not been treated knowledge to gain itself (Schommer, 1990; Elby, 2009). In their 
conceptualization, “speed of learning” and the “innate ability to learn” are aspects of views of learning. Future 
research should explore the epistemic beliefs in gaining knowledge as a measure to reduce the adverse effects. If 
the variable that can address the adverse effects can also reinforce the knowledge-construction view of classes, it 
would enhance the satisfaction of taking perspectives.  

The current study revealed that one-third of the undergraduate students exhibited the same degree of 
absolutist tendency as high school students. However, the result was based on comparisons between groups. 
Researchers should show the development of each individual by using certain methods such as the latent growth 
curve analysis (Rogosa, Brandt, & Zimowski, 1982). If the personal epistemology of a person changes as a result 
of his or her interactions with other people and circumstances, researchers would find core parameters among the 
triads in the states that determine the latent intercepts and slopes of the growth curve of personal epistemology. 
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Appendix 

All of the following scales were originally written in Japanese. There is no guarantee of the reliability and validity 
of these scales for use in English-speaking countries.  
 
Appendix A 
Absolutist beliefs scale 

1. I think what I know is confirmed to be right by experts. 
2. I think what I know is confirmed by reliable methods. 
3. I think what I know is confirmed by research or experiments. 
4. Because I learned the right things, it is my own fault if I make mistakes. 
5. If there are two opposing ideas, one of them will be wrong. 
 

Appendix B 
Knowledge transmission view of classes (VCt) scale 

1. A teacher is a person who imparts knowledge. 
2. A student only learns if the teacher teaches. 
3. In classes, students must not talk to each other. 
4. A teacher has to check whether or not students learn the correct information. 
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5. A teacher has to ask questions and the students have to answer them. 
6. Desks and chairs should be placed such that students can have a clear view of the blackboard. 
7. The blackboard is a panel on which the right answer is written. 
8. The class schedule should be planned by the teacher in advance. 
9. The goal of the students in the classroom is to acquire knowledge so as to obtain good grades. 
10. Assessments of students have to be done by the teacher. 
11. In classes, students solve prepared problems and acquire knowledge. 
12. Classes are prepared for students to gain knowledge. 
13. In classes, students learn because of extrinsic motivation of students such as encouragement by teachers. 

Knowledge construction view of classes (VCc) scale 
1. A teacher is a person who regulates a class by facilitating their students. 
2. A student attempts to find the answer to his or her own questions by deeply reflecting upon them. 
3. In classes, students should talk to each other and cooperate with one another. 
4. A teacher has to accumulate and share students’ ideas. 
5. Questions posed by students have to be answered by other students and the teacher. 
6. Desks and chairs should be arranged such that students can interact with one another. 
7. A blackboard is a panel on which various ideas are written. 
8. The class schedule is determined on the basis of interactions between the teacher and the students. 
9. The goal of the class is to help students reconsider their way of thinking. 
10. Assessments of students should reflect the growth of each student. 
11. In classes, students address questions posed by themselves. 
12. Classes are prepared for students to review their own knowledge. 
13. In classes, students learn because of intrinsic motivation of students. 
 

Appendix C 
Satisfaction of gaining knowledge (SCk) scale 

1. Classes are beneficial because I can obtain a good score by just remembering the content of the textbooks 
from which I learn. 

2. Classes are helpful because there are prepared tasks for me to learn. 
3. Classes are comfortable because most of them are lectures similar to that conducted in high school. 
4. Classes are effective because I can gain much knowledge by just listening to the lectures. 
5. Classes are beneficial because the teachers impart a great amount of knowledge. 

Satisfaction of taking perspectives (SCp) scale 
1. Classes are meaningful because they make me cognizant of the various ways of thinking. 
2. Classes are interesting because they provide me with the opportunity to be acquainted with various ideas. 
3. Classes are exciting because they provide me with the opportunity to reflect upon my own way of thinking 

through discussions among the students and teachers. 
4. Classes are beneficial because they make me reconsider my perspective on the basis of obvious underlying 

ideas. 
5. Classes are delightful because they remind me of my tacit philosophy and perspective. 
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【要約】医療現場で異なる立場の関係者が直面する必ずしも明快な正解のない問題について，その解決

のためにお互いの立場を考慮しながら議論し，異なる立場を活かし・統合して，質のよい知識を創出す

る知識共創プロセスを実践する能力の学習プログラムを構成する．当面は，学習プログラムの設計・実

施・分析・改善を繰り返し，最終的には，学習プログラムの構成原理に知識科学的にアプローチし，方

法論化することを目指している．  
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1. はじめに  
医学の進歩，チーム医療の推進，医療制度の改革といった様々な変化の中で，医学的な合理性と患者

の多様かつ高度なニーズへの適応を両立することが医療に求められるようになっており，その要請に応

える能力の育成・実践知共創・共有の推進が医療サービス現場における重要な課題になっている．サー

ビス実践知の共創について，吉川は，サービスに関連する提供者・受容者・評価者・設計者の間の活動

をスパイラルループとしてモデル化し，サービス関係者の間での知識循環[吉川 09]を実現することが不

可欠であると述べている．しかしながら，知識循環においてそれぞれの関係他者の立場を尊重する場の

形成は簡単ではない． 

現場の様々な状況の中で異なる立場の関係者が必ずしも明快な正解のない問題について，有益な議論

を成立させるためには，理想的には，参加者ひとりひとりに，論理的かつ正確に思考し，それを客観的

に振り返って検証すると同時に，他者の立場を考慮し，それとの相対的関係で自分の思考を深める能力

と，相手に自分の考えを正確に伝え，相手の立場を受け入れ，それを可能な限り包括した知識を共創す

る能力が求められる．  

しかし，この能力の習得は簡単なことではない．多忙を極める医療現場においては，特に，実践と学

びを両立する時間のゆとりと学習プロセスとして適切な機会を得にくいのに加えて，暗黙性の高い自分

の思考・他者の思考を，思考と学習の対象とする難しさ，つまり，見えないものを学ぶ難しさがあり，

前述の課題を克服するうえで現場における大きな障壁になっている．  

本稿では，この問題に対して我々がとった知識科学的アプローチを示したうえで，実践例を通じて，

学習プログラムの妥当性・問題点について検討する． 2 節では問題を整理するために，自己内対話によ

る思考プロセスと他者対話による議論のプロセスをそれぞれ紹介したうえで，本研究で開発した学習プ

ログラムの概要を説明する．本研究で解決を目指す第一の課題は，議論の経験が尐ない，または自己内

対話能力が成熟していない学習者に対して，議論（他者対話）を行うのと同時に，思考スキルを学ばな

ければいけないという，認知的な過負荷をどのようにして軽減するか？という課題である．本研究では，

これに，認知的負荷を時間的に分散させることと，思考の外化を容易にする学習環境を提供するという，

二つの指針をたててアプローチした．具体的には， オントロジーをベースにした思考外化ツール（思

知）を学習者に提供し，それを用いた自己内対話の思考トレーニングのフェーズ（４節）とディスカッ

ションを通じて思考を洗練するワークショップフェーズ（５節）の 2 つのフェーズからなる学習プログ

ラムを構成した．６節では，当該プログラムを医療関係者約 20 名のワークショップで実践した過程と

結果を報告する． 
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2.知識共創を支える思考スキルの学習モデル   

2.1 自己内対話と他者対話の相互作用 

Robinson は，知識の獲得について，主に三つの方法としてまとめている．それは，個人的経験から得

られる経験知，集団や社会から得られる文化知，理論や研究から得られる理論知である[Robinson 1991]．

本研究で考える知識共創の｢知識｣は，医療現場において，医学教育で獲得した医学的・看護的・技術的

な理論知識と，専門職の集団や社会から得られる文化知を前提として，現場の複雑な状況の個人的経験

から得られる経験知を，議論を通じて共有し，様々な立場から洗練・統合し，より現場実践で価値ある

ものとして生み出される実践知識と考えることにする．  

看護教育現場で看護師の実践的なスキルを育成する方法の一つとして看護リフレクションがある．リ

フレクション（Reflection）は「反省」と訳されることがあるが，日本語での“反省”の意味と異なり，

ある特定の状況下での実践に対して批判的な思考を取り入れようという意味が含まれている．

Boyd&Fales(1983)は，リフレクションについて以下のような定義を示している．「経験により引き起こ

された気にかかる問題に対する内的な吟味及び探求の過程であり，自己に対する意味付けを行ったり，

意味を明らかにするものであり，結果として概念的な見方に対する変化をもたらす」．  

本研究では，個人で自分の行為・思考について客観的に振り返り，特に思考の論理性を考えながらそ

れを相対的にとらえて自分の中で会話を行う知識創造のための思考プロセスを「自己内対話」と呼ぶ．

これに対して，他者との議論の場で，他者の思考や意見を取り入れ，対立点や葛藤を導き出して解決す

る事による知識創造のための議論プロセスを「他者対話」と呼ぶ．現場の様々な実践場面において，自

己内対話と他者対話の間に同時かつ相互作用を行いながら，複雑な問題に対する自分の経験を振り返っ

て，他者との対立点・葛藤について対話することが，新たな知識の創出を導くきっかけとなる．  

2.2 自己内対話・他者対話の同型性  

自己内対話と他者対話をリアルタイムで相互作用させる能力，つまり目の前の出来事への対処と同時

に反省的思考を行う能力の発揮の度合いは，個々の知識の質と量，経験の多寡，思考スキルの熟達度に

強く依存する．特に，経験が尐なく，実践について振り返って考える機会が尐ない，論理的な思考スキ

ルを身につけていない，初心者にとっては，極めて難しいタスクとなる． 

自己内対話の思考と他者対話の思考を並行／相互作用的に進めることの難しさを考えるうえで，それ

ぞれの思考が，どのようなプロセスで行われるかについて明らかにしていく必要がある． 自己内対話

では，思考を客観的に振り返り，その論理性を重視しながら相対的にとらえて自分の中で能動的に対話

することが望ましい．伊藤は，学習方略としての言語化効果について検討し，学習者が知識獲得という

目標に対して，学習者の言語化のメカニズムをより詳細にとらえる枠組みの必要性を主張し，知識陳述

サイクル，認知的葛藤，知識構築サイクル[伊藤 09]（図 1）「学習方略としての言語化の目標達成モデ

ル」による３つのプロセスからなるアプローチが有効だと指摘している． 

知識陳述サイクルは自らの知識を外化する言語化目標を達成するための自己認知過程である．認知的

葛藤は，言語化された自分の見解が課題とのずれ，または他者との異なる認知から葛藤を作り出すプロ

セスである．知識構築サイクルにおいての言語化目標は葛藤の解消であり，知識陳述サイクルの自分の

思考を外化する言語化目標と異なっている．この目標達成モデルは，自己内対話を能動的に行う思考モ

デルを包括した学習モデルということができる． 

この理論に基づいて，本研究では，自己内対話の思考プロセスを，知識陳述，認知的葛藤，知識構築

という 3つの段階から構成する．知識陳述では，自分の行為・思考について振りかえながら何故そうし

たかについて意味付けをし，他者に分かるように言語化する．次に，自身の思考の振り返りと，想定す
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図 1：学習方略としての言語化の目標達成モデル 
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る他者の思考との間で葛藤や対立点を見つけ出し，最後に，その葛藤を解消するために，どうするべき

かという解決案を新しい知識として構築する．この葛藤や対立の中から知識創造をするプロセスを「知

識構築プロセス」という． 

他者対話，つまり議論における一人の参加者は，ある課題について，自分と他者はそれぞれの考えと

意見を出しながら問題を徐々に明確にし，議論の根幹の葛藤・対立点を見極め，それを克服するための

知識を創造し，それを共有する．本研究では，このような他者対話のプロセスを見立てフェーズ，深掘

りフェーズ，創造フェーズに分けて考えることとした．見立てフェーズでは，議論したい課題を取り上

げて，議論に参加するメンバーにそれぞれの明確な見解を発言させる．このとき，自分の主張に根拠を

つけて発話することと，他者の立場を考慮しながら相手の発話を聞くことを求める．次に，深掘りフェ

ーズでは，見立てフェーズで明確になった各メンバーの考え方，立場を踏まえて，課題を解決する目的

に向けて，議論の参加者の意見・考え方の間の根源的な対立また葛藤を見つけ出す  

ここで，自己内対話と他者対話についての思考プロセスを対照すると，自己内対話における思考のプ

ロセス「知識陳述」「認知的葛藤」「知識構築」と他者対話時の議論のプロセス「見立てフェーズ」「深

掘りフェーズ」「創造フェーズ」に同型性を見ることができる．この同型性を手がかりにして，思考の

学びの難しさを軽減しようという我々のアイディアを次節で述べる． 

2.3 思考の学びの難しさの軽減 

多くの思考力の育成を目的としたワークショップにおいては，議論の場の中での他者対話の教育的効

用の重要性に着目し，議論を通じて他者対話の思考を精緻化し，さらに，間接的に自己内対話の思考の

熟達を促すといった考え方でプログラムが設計・実施されている．この考え方の出発点は，前述したよ

うに，自己内対話の思考と他者対話の思考の同型性にある．ところが，形のない思考について考えるこ

とに慣れていない人にとって，自己内対話の思考と他者対話の思考を意識することは，どちらか一方だ

けでも認知的負荷が大きいと考えられ，両者の相互作用を意識し，そこから思考スキルを自ら学びとる

ということになると，初学者にとって，学習を断念せざるを得ないほど大きな認知的負荷になると考え

られる．図２(a)はこの状況を示している．解くべき問題の発生から解決までの時間のなかで，他者対話

と自己内対話の思考が並行し，さらに，それと並行して学ぶことの認知的負荷は著しく大きい． 

教育プログラムとして考える場合，認知的負荷を軽減するために，並行する認知活動を直列化するこ

とが望ましい．また，同時に，直列化したプロセスを通じて学んだことから，自己内対話に思考と他者

対話の思考を並行させた状況での相互作用を再構成できるような教育のデザインが必要である． 

本研究では，自己内対話思考と他者対話思考の同型性への気づきが，二つの思考の間の豊かな相互作

用を学習者が再構成し，知識共創を実らせるうえで重要であると考えている．このために，知識構築ワ

ークショップでは，前節で述べた同型性を意識させることを教材設計の指針としつつ，図２(b)のように

自己内対話の思考と他者対話の思考を直列化する構成をおいている． 

 同型性を意識させることの教育的効用は，第一に他者対話の思考から自己内対話の思考を学べるよう

になることであり，第二に，自己内対話の思考が議論の事前シミュレーションとして働き，議論時の負

荷を軽減し，知識共創プロセスと，メタレベル学習に振り向ける認知的資源に余裕が生まれることが期

待できる．知識構築ワークショップを繰り返すことで，これらの効用が定着すれば，自己内対話の思考

が論理的で，精密になり，最終的には，他者対話思考を並行したリアルタイム下での思考できるように

なると考えている． 

 

 

自己内対話 

他者対話 

同時 

相互作用 

問題発生 問題解決 

 

自己内対話

他者対話

（間接的）相互作用

ケース
問題発生 問題解決

(a) 実践で求められる並列思考スキル (b) 学習プログラムでの思考スキルの直列化  

図 2 思考学びの難しさの軽減 
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3．知識共創を支える思考スキルの育成プログラムの開発 

 ここで，図 3 を用いて本研究が属する研究プロジェクト全体像を説明する．図の外側の設計／実施

／分析の設計ループの方法論を明らかにすることが，本研究の最終的な目標であり，その習得を医療サ

ービスサイエンスの社会人大学院コースの教育目標とすることを目指している．方法論の基礎は，メタ

認知／クリティカルシンキングに関する認知的学習理論であり，合理的な設計ループの基盤となる表現

メディアとしてのオントロジー工学，データ分析のための心理学的調査法に関する知識が必要となる．

大学院生として想定する学習者は，医療現場のリーダ的人材，あるいは，将来リーダになるべき人材で，

彼らが自ら所属する職場に適合したワークショップを合理的に設計／実施／分析／改善する能力を身

につけることが教育目標である． 

このような研究プロジェクトの文脈の中で，本研究は，方法論研究の第一歩として，設計／実施／分

析ループの初期モデルを構成し，実証的に検証することを目的として行われたものである． 

学習プログラムの教材は，自己内対話思考の学習環境：思知，レポート作成環境（未開発），分析ツ

ール（未開発）のツール群，ワークショップの内容を説明するガイドライン，メタ認知への気づきを刺

激するレポート群，からなる．これらの教材の開発を，思考に関するオントロジーを構成しながら進め

ることで，暗黙性の高い思考という学習対象の教材開発の設計意図の明確性を高め，設計ループの繰り

返しにともなう教材の持続的な改善が明確な設計意図の記録とともに進められるようにしている． 

現時点で部分的ではあるが「思考オントロジー」を作成し,学習目標として用いている．自己内対話と

他者対話の同型性の気づきを明示化するもので，無形の思考を外化して論理性を検証することを促すた

めの自己内対話思考プロセスの学習環境｢思知｣の構成原理として，また，グループディスカッションの

構成原理としての役割を果たす．紙面の都合でオントロジーの説明は割愛するが，図 4 に自己内対話の

「考える」行為のオントロジーの図に思知の表現をオントロジーの一部を示している． 

ワークショップでは，ガイドラインの学習，レポート作成，思知を用いた自己内対話の思考の記述，

ディスカッション，を図(a)のように進める．主な学習目標は図(d)の自己内対話思考プロセス（陳述／葛

藤／構築）と，他者対話思考プロセス（見立／深堀／創造）の同型性への気づきの度合いを高める（メ 

図 3 医療サービス知識構築法教育プログラム研究プロジェクト 
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タ認知への気づきの度合いを高める）

ことにあり，ワークショップの進行に

伴って気づきの度合いが高くなること

を意図して学習プログラムを設計して

いる．特にディスカッションリーダ

（DL）は，自分が作成したケースに関

する議論のリーディング活動を行うこ

とで，メタ認知への気づきの度合いが

高くなるものと期待している． 

ワークショップ終了後は，ワークシ

ョップで収集したケース／レポート

／ビデオを分析し，次の設計ループへのフィードバックとする．本研究におけるワークショップ試行で

データを収集したが，膨大な量になっており，分析方法は模索している段階にある．本稿では，データ

の傾向を示す表層的な分析結果を 6 章で紹介する． 

4．思知（しち）：自己内対話思考プロセス学習環境 

個人での思考においても，集団での議論においても，思考をトレーニングする目的は，新たな知識を

創造するために，自分の思考と他者との葛藤を明確にさせ，どの場においても論理的に語れるようにす

ることである．思知ツールはそのための道具である．図 5 は，自己内対話の思考を思知で表現したもの

である．図で示したように，ステートメントの基本構成は，順番につけられた番号とそのステートメン

トを生み出した思考を表現するタグ，記述文である．図で示したように，一部のステートメントは，ス

テートメントの判断の根拠になっていて，それを導いた根拠をつけることとしている． 

4.1 思知タグ 

思知では，前節で説明した思考オントロジーに基づいて，思考の構成素を明確にし，思考の構成を表

現するための枠組みとして表１に示す思知タグを用いて思考プロセスを表現する．思知タグは，看護師

を対象として，事実（患者），事実（医学），指針，推定，判断，医判，葛藤，反省，解消の 9 つのタ

グを設定している． 

自己内対話の思考プロセスが質のよい知識構築につながるうえで，重要なことは，表面的な葛藤・対

立ではなく，より根源的な葛藤・対立を見つけ出すことである．したがって，思知の設計上の第一に重

要な要件として，学習者が，タグにより思考過程を明確にし，思考過程をさかのぼって振り返り，葛藤・

対立の根源を見いだすことを促すことを設定した．具体的には，葛藤・対立は，思考過程の前提となっ

た二つの言明の間にのみ起こりうるとし，指針タグをつけた言明だけをだけに限ることとし，学習者が

導いた判断を，根拠にまで論理的にさかのぼることを促すこととした． 

4.2 思知タブ 

議論の質を高めるためには，議論の構成員が，質の良い自己内対話により，質の良い知識陳述ができ，

そこから質の良い葛藤・対立を導き，さらにその葛藤・対立を解消するうえで質の良い知識構築を行え

ることが必要であり，自己内対話を行う時に，思知タグを用いた思考トレーニングを繰り返すことによ

り，質の良い思考スキルを身につけ，対立・葛藤について質の良い議論ができるようになるというのが，

本研究で設定した学習モデルである．知識陳述・対立／葛藤・知識構築の３つの思考フェーズの認知を

促すために，思知では，思考フェーズを

タブとして表現している． 

思知タブは，知識構築スキルをトレー

ニングする前に，どのような思考を用い

て，どうしたら知識が創造されるかとい

う思考プロセスの全体についてシンプ

ルかつ構造的に学習者に示す目的があ

り．知識構築スキルの 3 つのフェーズを

表すタブに中に，より詳細な思考プロセ

スが含まれるという構造になっている． 図 5 知識陳述フェーズ 

図 4 思考オントロジー 

番号

ステートメント

タグ 根拠タグ 参照タグ番号の列
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例えば，知識陳述タブには，実践

シーンを時間軸にそって振り返

るためのタブとして｢シーン｣ タ

ブ，そこから，振り返りを深める

対象としての自分の思考を抽出し，

論理的な思考過程を記述するため

のタブとして｢自分の振り返り｣タ

ブが，サブ構造として埋め込まれ

ている．思知では，これらの構造

化された思考プロセスの表現を思

知タブと呼んでいる．学習者が，

タブを意識的に切り替えることを

通じて，知識構築プロセスに対す

る認知を深める学習効用を期待し

た設計である．  

図 5 は，学習者が知識陳述タブ

の中で，自分の振り返りを選択し

た状況を示している．思考過程の

記述では，自分の思考過程を表現

するための思考タグを使用してい

る． 

認知的葛藤タブの中には，葛藤

／対立を見いだすために，自分と

異なる意見の論理構造を記述する

「他者の思考タブ」(図 6)と，自分の思考と他者の思

考の対立を見つけ出す「葛藤タブ」(図 7)がある． 

図 6 の他人の思考タブでは，自分の中にある別の

もう一つの考えの論理的な道筋を記述する．タブの

名称は他人の思考としている自分の中にあるもう一

つの考えでも，先生・上司・同僚・親などの思考ス

タイルを想定して考えたこと，のどちらでもよいと

学習ガイドラインでは説明してある．  

図 7 の葛藤タブでは，知識陳述フェーズの自分の

振り返りタブと，それと対立する他人の思考タブを

切り替えながら，思考過程を比較し，その対立の根

源となる指針タグのついたステートメントを，それ

ぞれから 1 つずつ選びだす．葛藤の思考記述には，

思知タグ「葛藤」を用いる． 

最後の知識構築タブ（図 8）では，認知的葛藤フ

ェーズで記入した内容をもとに，自分の思考と他人

の思考間の対立点を分析した上で，思考タグ「反省」

「解消」を使って，問題に対する反省や，問題解決

の方法を記述する． 

このように，思知は，知識創造を支える思考活動

の，見えない，形にできない思考，混沌とした思考

のプロセスに対して，それぞれの思考過程を明示化

するための思知タグ，考えるフェーズの認知を促す

思知タブを学習者に提供し，そのプロセスに沿った

思考の外化と吟味を促すことを意図して設計され

ている． 

図 6 認知的葛藤タブの中のサブタブ 

「他人の思考」 

図 7 認知的葛藤タブの中のサブタブ 

「葛藤」 

根拠

根拠

結果

解消
葛藤を解消する知識の記述

反省を参考にして葛藤を解消するのに有効な知識を記述します．

判断が原因で起こったことの記述
何らかの判断により患者の思考・状態が変わったことを記述します．

葛藤

あなたの考えと他者の考え（または自分のもう一つの考え）との対立点に関する記述

他者（同僚・先輩など）が同じ場面に遭遇した場合の思考を推定し，自分との思考との
対立点を記述します．または，最終的に採用しなかったあなた自身の別の思考があれ
ば，それを他人の思考とみなし，その二つの思考の間の対立点を記述します。

反省
他者の考えとの対比で気づいた自分の思考の短所の記述
他者の思考（または自分のもう一つの別の思考）と対比して自分の考えに見いだされた
短所（もしあれば）を記述します．

判断

あなたによる判断の記述　または　他者におよる判断の記述
事実・指針・推定に基づいてあなたが判断したことを記述します。あなたが医師に積極
的に提案し，認められたことの記述も含みます．

既に入力した事実・指針・推定から判断の根拠となったことを選んでください。

医判

医師による（医学的な知識に基づく）判断の記述
医師による判断を記述します。あなたが医師の指示を受けて，特に考える必要もなく，
そのまま実行したアクションの記述も含みます．

既に入力した事実・指針・推定から判断の根拠となったことを選んでください。

指針
あなたが思考の前提とした指針の記述　または　他者が思考の前提とした指針の記述
医療に関する専門知識・常識や，経験的な知識・個人的な信念などの思考の前提とし
た指針を記述します．

推定
患者に関するあなたの推定の記述　または　患者に関する他者の思考の記述
観察による患者の思考や状態などの事実に基づいて推定した患者の思考や状態など
を記述します。

事実
(患者)

患者についての事実の記述　（純粋に医学的な事実は次の「事実（医学）」としてください）
治療における患者の行動・反応・言葉・思考など患者に関する観察結果を記述します．

事実
(医学)

患者についての純粋に医学的な事実の記述
患者に関する医学的な所見を記述します。

表１ 看護師の思考タグ 
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5．知識構築法ワークショップ 
これまで述べてきた学習プログラムの設計指針あるいは，学習環境を総合して設計したプログラムは

知識構築法ワークショップである．この章では，その設計の教育的合理性を説明するために，参加者の

ロール(5.1)，ディスカッションのフェーズ(5.2)と学習者に課すレポートの教育的意図(5.3)について説明

する． 

5.1 ワークショップ参加者のロール 
ワークショップの参加者は，４～５人で１グループを構成し，構成員には以下のようなロールを割り

振る．ワークショップの最初の段階では，全員が自己内対話の思考を思知を用いて記述する．このとき

のロールを CW（ケースライター）と呼ぶ． 

CW （ケースライター）：議論の対象となるケースを思知を用いて作成する 

役割： 自らの経験した場面や状況について思知ツールを用いてケースにまとめる．CW の学習目標は，知識

構築プロセスの３フェーズ（知識陳述／葛藤／知識構築）を意識し，自分の経験を論理的に適切に記述したう

えで，他者の考えを想定し，他者との対立を克服する知識を創出するプロセスを明確にする能力を形成するこ

とである． 

全員のケースライティングが終了したら，グループディスカッションに進む．グループ構成員のうち，

一人がディスカッションリーダー（DL）になって，自分のケースを対象とした議論をリードする．他の

構成員は，ディスカッションメンバー（DM）として議論に参加する．時間の許す限り，DL を順番に担

当して，議論を行う．時間的目安は，一回あたり３０分程度で，５名からなるグループであれば，全部

で３時間程度をかけることを想定する．  

DL （ディスカッションリーダー )： 自分が作成したケースを提示し，それについての議論を進行させる． 

役割： DL は自分が作成したケースを用いた議論の進行を担当する．見立／深堀／創造の３つのフェーズを

意識して，適宜，オーダー（議論進行上の指示の言葉）を提示して進める．議論のなかで，対立点をどう

引き出すか，メンバーそれぞれの思考，自分のメタ思考をどうコントロールするかを考えることが必要で

ある．DL の学習目標は，自分が作成したケースを適切に他者に提示する能力を身につけること，およ

び，ケース作成時の自己内対話に基づいて，議論の展開を予測し，議論を適切に導く能力を身につけ

ることである．つまり，同型性を意識した上で，議論全体の進行をコントロールする． 

DM (ディスカッションメンバー): DL が作成したケースを読み，それについての議論に参加する．  

役割： DL が作ったケースを読み，DL の自己内対話での知識創造の仕方のシミュレーションし，他の

メンバーの思考を想定しつつ，議論に参加する．DM の学習目標は，議論の中で，DL や他の DM

の振る舞いを観察し，他者対話をコントロールする能力を習得する．  

5.2 フェーズ 
見立フェーズ： DL は自分が思知を使って作成したケースを参照しながら，議論の対象とする話題を提

示する．話題はケース記述（シーン／陳述／葛藤／構築）のうち，自分の思考を記述した陳述の部分

にあたるが，適宜，シーンに記述したことを紹介し，DM が話題に関する理解を深めるようにする． 

図 8 知識構築タブ 
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見立フェーズの目的は，話題を理解し，これからの議論で何について，どうディスカッションしてい

くかを準備することにある．参加者はこの段階の議論からお互いの考え方を推定し，それを踏まえて，

DL は議論をどうリードしていくか，DM はどのように議論に参加するかを考える場である． 

深掘りフェーズ：見立フェーズで話しあった内容を踏まえて，意見の類似点や対立点など，相対的な関係

を明らかにしていくフェーズである．このフェーズの目的は，メンバー間の思考の葛藤・対立を明確

にすることである．このとき，参加者全員に，自己内対話による自分の思考をまとめ，なぜ他の人は

そう考えたのかなどの，メタ思考（思考について思考する）をすることが求められる．メタ思考の能

力は特に意識的に思考を制御しない限り発揮されないため，DL はメタ思考を誘導するオーダー（｢こ

の表面的な対立の根源となっている指針の対立を探してみましょう｣）を駆使して，議論をリードす

ることが求められる． 

創造フェーズ： 本研究で提案した知識構築の中心となるのは良い葛藤を作ることを述べてきた．創造フ

ェーズでは，見立てフェーズで，思知ツールを使って議論をシミュレーションし，思考プロセスと議

論プロセスの同型性を気づかせて，深掘りフェーズで議論を通じてそれを実感させる．さらに，各メ

ンバーの思考間のメタ思考はどうなっているかを分析し，その中から自分の思考と対立する葛藤を見

つけ出し，それを克服するための新しい知識を創造する．特に，自分の思考が足りないところ，同型

性に気づくための議論を前に自分の中でシミュレーションすることをトレーニングするための教育

が必要である． 

5.3 レポートの教育的効用 
思知は自己内対話の思考プロセスを明確化する学習環境である．一方，他者対話が主たる活動となる

議論の段階の教育的な仕組みのあり方，すなわち，他者対話におけるメタ思考をどう顕在化し，学習の

対象化するかは，問題として残っている．現時点では，レポートの記述内容を教育的に設計することで，

この問題にアプローチしようと考えている．  

ワークショップ中に参加者に参加させるレポートの種類・時期・記述内容・教育的効用を表２に整理

して示している． 

6．ワークショップの試行 

医療専門家に対する知識共創の思考スキル育成プログラムを，2010 年 12 月 11 日～19 日に宮崎大学

医学部，順天堂大学付属病院の協力を得て実施した．知識構築法の概要紹介，思知による自己内対話記

全員が，
ケースライティ
ングの前に作成
する．

DMが，

議論の前に作成
する．

DLが，

議論の後に作成
する．

DMが，

議論の後に作成
する．

作成者と
作成時期

レポートの
種類

DLが，

議論の前に作成
する．

CWプレ

レポート

DLプレ

レポート

DMプレ

レポート

DL
レポート

DM
レポート

記述内容と教育的効用

自分の経験をもとに，どのような主題で自己内対話を行い，それをどのように記述し，どのよう
に議論に役立てるか？といった記述上の指針を明確に記述する．CWの段階で議論を想定した記述
指針を考えさせることで，自己内対話と他者対話の同型性の気づきを促す．

議論を実りあるものとするために，参加者の思考を推定し，議論の流れを想像し，議論の進め方

に関する指針と，それを具体化するオーダーの使い方を記述する．議論をリードする準備をするな
かで，自己内対話と他者対話の同型性の気づきを進め，自己内対話／他者対話の相互作用に関する
理解を深める．

DLが作成したケースについて，自分の理解を明確にしたうえで，（DLとは別の視点で）議論に

加わる自分の立場を記述する．他者の思考プロセスを出発点として，自分の思考を議論に向けて整
理することを通じて，自己内対話と他者対話の同型性の気づきを進める．

議論を振り返り，議論に向けたケース記述の説明性・妥当性，他者の思考の推定の適否，自分の

リーディングの長所／短所を考えて記述する．自己内対話の思考の質が，他者対話の思考の質と，
強い関連性を持つことの認識を促し，よりよい自己内対話の思考をできることが，議論の適切なリーディ
ングを行ううえで重要であることを気づかせる．また，次回のワークショップでの自分にとっての学習目標
を設定させる．

議論を振り返り，DLが作成したケースの質，DLのリーディングの方針について，客観的な分析

を記述する．また，DMとしての自分の振る舞いを振り返り，他者の思考の推定の適否，自分の

意見表明の論理的な明確さの質を考察して記述する．自己内対話の思考の質が，他者対話の思考
の質と，強い関連性を持つことの認識を促す．また，次回のワークショップでの自分にとっての学習目標
を自覚させる．

表 2 レポートの種類と内容 
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述の訓練，知識共創の議論を分けて，それぞれの大学で事前講習を 1

回ずつ，東京において両大学合同の知識構築ワークショップを 1 回，

計 3 回を行った．ワークショップの評価及び参加者のモチベーション

を探るため，事前講習の前とワークショップの前・後の，計 3 回のア

ンケートを行った． 

6.1 ワークショップの概要 

第 1 回目：事前講習：事前講習の学習目標は，知識構築法の基礎を理解

すること，および，模擬ディスカッションを体験し，本番のディス

カッションへのレディネスを高めることである．図 10 には，事前

講習で行った講義と模擬ワークショップの様子を示している．また，

図 11 にはアンケートの記入例，図 12 はレポートの記入例を示して

いる． 

事前講習後の課題（7 日程度の宿題）：思知によるケースの作成： 事前講

習の後，ディスカッションまでの，一週間弱の期間，参加者に思知

をインストルしたノート PC を貸し出し，ケースライティングを宿

題として与えた．ケースライティングは，自分の思考を外化する思

考のトレーニングであり，議論の場を想像しつつ，自分と他者との

葛藤を明確化させる能力を習得することが主な学習目的である． 

第 2回目：ディスカッション ワークショップ参加者全員を東京に集め，ほ

ぼ全日にわたってディスカッションを行った．参加者は全部で 17 名，

医療に携わっている師長，看護師，診療情報管理士，某大手企業研

究員，ディレクターなどの職種で，仕事経験年数 3 年以下は 4 名，6

年以下は 5 名，10 年以上は 8 名であった．ディスカッションの教育

的効用の観察と分析を容易にする目的で，参加者をエキスパートグ

ループ（師長クラス）4 人，看護師グループ 4 人，IT グループ（診

療情報士）4 人，新人グループ 5 人，4 つのグループに分けてディス

カッションを実施した．ただし，人数の制約から職種／経験年数に

よる分類は厳密にはできていない）．ディスカッションは，ほとん

どの参加者が DL を経験するように，１回あたり３０分で，順に４

回繰り返した（新人グループの１名が DL を経験できなかった）．  

6.2 教育的効用の調査 
思考スキルの熟達は，一つの方法の習熟することでは十分ではない，

また短時間で達成できることでもない．様々な経験を通じて，長期に

わたって，自分の思考を振り返り，洗練するなかで，熟達する性質の

ものである．本プログラムでも，ワークショップの経験を通じて，思

考スキルの目に見える育成を目指すものではない．自己内対話の思考

と，他者対話の思考を，時間的にシフトした学習プログラムの中で，

二つの思考の同型性の気づきを深め，思知を用いた学習で，論理的に

精密な自己内対話の思考の学習の動機づけ，議論のリーディングを通

じて，メタ認知能力（モニタリング能力・コントロール能力）の学び

の動機づけを高めることが，本教育プログラムの目的である．そこで，

この目的の達成可能性の検討と，今後の研究において達成度を評価する手法を検討する目的で，本ワー

クショップで予備的なアンケート調査を実施した． 

思考スキルの重要性の認識の変化： 参加者の思考スキルの重要性の認識や自己評価に与える影響を調

べた．事前講習の前（セッション 1），本番ワークショップの前（セッション 2），ワークショップ

の後（セッション 3）において，思考スキルとして重要と思う程度(重要性の認識)，および思考スキ

ルをどの程度適切に使用してきたかの自己評価(自己評価)を測定した．重要性の認識では，知識構築

に関与する Target 項目（自分の思考が正しいかを吟味すること，等）と，関与しない Distractor 項目

図 10 事前講習の様子 

講義

模擬ディスカッション

宮崎会場 順天堂会場

模擬ディスカッション

講義

図 11アンケート記入例 

図 12 レポート記入例 
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図 14 成長ごとの自己評価 

のセッションごとの推移 

（自分の欠点を見つけること）について，1−まったく重要でな

い，2−重要でない，3−どちらでもない，4−重要である，5−とて

も重要である，から最も適当なものを選択した．図 13 に， Target

項目群と，Distractor 項目群の平均点のセッションごとの変化を

示した．その結果，セッションが進むにつれて Target の得点は

高く，Distractorの得点は低くなる傾向が見られた[F(2, 26) = 2.49, 

p < .052]．セッションが進むことで，ワークショップで伝えた思

考スキルの重要性の弁別が高まったことを示唆する． 

 思考力に対する自己評価の変化： 参加者に自分の思考力につい

て自己評価を求めた．全体の平均点のセッションごとの変化を

調べた結果，セッションの進行にともなって，自己評価が高く

なった．加えて，重要性の認識のセッション 1 から 3 までの変

化の大きさに応じて 5人ずつの 3グループ(成長大群，成長中群，

成長小群)に分け，自己評価を分析した(図 14)．その結果，成長

中群・成長小群は，セッションの進行に伴い自己評価が上昇し

たが，成長大群はセッションの進行に伴う自己評価の変化は認

められなかった．これらの分析では標本数が小さいこともあっ

て統計的な有意差は認められなかったが，成長大群で自己評価

の変化が小さい傾向が見られたことは，成長が大きいほど，自

己を振り返っての評価が厳しくなったことを示唆している．長

期の思考スキルの熟達を支える上では，このような対象者をい

かにフォローするのかが重要である． 

7．結論 
本稿では，知識共創を支える思考スキル育成プログラムの設計意図と基本構成について述べ，その試

行による教育的効用の実証的な分析について報告した．分析結果として，意図した教育的効用の発現に

肯定的なデータも得られたが，改善するべき点もあきらかになった．この点において，方法論研究の最

初のステップとして設計／実施／分析ループの初期モデルを構成するという本研究の目標は概ね達成

したといえる． 

しかし，教育プログラムの合理的な設計ループの方法論として昇華させるためには，教育プログラム

の改善の指針について，実践データから有益なフィードバックが得られるように分析手法をより洗練し，

オントロジーを基礎にした合理的な設計と，実証データの分析に基づく改善フィードバックからなる設

計ループを完成する必要がある．今後も，知識構築ワークショップの実証を繰り返してプログラムの改

良を続けつつ，設計方法論の基礎となるデータを積み上げる予定である． 
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脳機能測定に基づく人間の満足状況の分析	 
 Brain Function Measurement Based Analysis of Human Satisfaction 

	 

井本正太 1)，白肌邦生 1) 

IMOTO Shota1)，SHIRAHADA Kunio1) 

 
1)北陸先端科学技術大学院大学	 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology,  
	 

【要約】人間の満足を客観的に評価する新しい手法の開発として,アンケートと光トポグラフィー装置

による脳活動計測を組み合わせた実験を 2種類行った.第 1は,温泉旅館の Web ページ閲覧時の主観的印

象とその判断の背後にある脳活動の関係を視覚面から考察した．第 2 は，ワインを飲酒している際の人

間の脳活動を味覚面から測定した．Web 閲覧およびワイン飲酒の満足・不満足に対する脳活動を分析し

た結果，満足時には脳活動は不活発となり，不満足時の脳活動は活発になることが共通的特徴として明

らかになった．この結果から新しいサービス・マーケティングの可能性を論じる. 
 

【キーワード】脳機能計測,人間の満足状況,サービス・マーケティング,光トポグラフィー	 

	 

	 

１．はじめに	 

「人間が満足しているとはどういうことなのか」という問いは，古くて新しいテーマであり，その問

いに答えることは人間の暗黙知を形式知化する意欲的な試みである．これまでの心理測定尺度に基づく

アンケートやインタビューを用いた主観的な満足評価は，この問いに1つの解を提供してきたといえる．

その一方，近年の脳科学研究および脳機能計測デバイスの発展は，人間の満足状況の理解にもう１つの

解を提供しつつある．MRI や光トポグラフィー等の脳機能イメージング装置は，人間の脳活動をリアル

タイムかつ客観的測度で測定でき，医学的応用のみならず企業の製品・サービスのマーケティングにも

応用されつつある．特に，脳内ヘモグロビン濃度の変化を，近赤外光を用いて測定することのできる光

トポグラフィー装置は，比較的安価・安全でありながらも人間の思考を司る部位を測定することができ

るため注目が集まっている．	 

本稿ではこの光トポグラフィー装置を用い，北陸先端科学技術大学院大学の教員及び前期博士課程学

生を被験者として実施した次の 2 つの性質の異なる実験結果から，人間の満足状況について議論するこ

とを目的とする．第 1 は，温泉旅館の Web ページ閲覧時の主観的印象とその判断の背後にある脳活動の

関係を考察した実験である．人間が安らぎ・ストレスを覚える画像情報を見ている際の脳活動を測定・

分析することで，その満足状況を考察する．第 2 は，ワインを飲酒している際の人間の脳活動を測定し

た実験である．おいしい・おいしくない，というワインの嗜好度合いと時系列の満足状況推移について，

関係性を分析する．	 

	 

２．脳機能測定	 

実験に用いた光トポグラフィー装置は，近赤外線光を照射・検出するプローブを頭皮上に装着し，脳

内のヘモグロビン濃度の変化を多点で測定することで脳活動機能を画像化する脳機能イメージング法

の１つである.	 

	 実験前の仮説設定として，被験者の満足度が高い際には脳活動が活発になり，満足度が低い際には脳

活動は不活性になるとした．これは，満足度が高い際に被験者の脳内で，過去の記憶・体験の振り返り，

意識集中による思考の高速化，感動による興奮などが起こり，それに伴って脳内のヘモグロビン濃度（酸

素消費量）が高くなるので脳活動が活発になる，と仮定した．	 

脳機能測定の対象は前頭葉,側頭葉を選んだ.脳機能イメージングの先行研究によって,前者が思考と

意思決定,後者が記憶と感情を司ることが明らかにされているので,これを利用した.	 
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３．実験	 

3.1	 実験１：温泉旅館のウェブサイト閲覧時の満足状況測定	 
（a）概要	 

温泉旅館の Web ページを閲覧した際の満足度（良い,悪いの各評価）を光トポグラフィーで計測する.折

からインターネットによってビジネスモデルが大幅に変化しているなかで，温泉旅館の Web ページによ

る情報発信がビジネスの成否を左右する重要な要素になっている.	 

具体的に,温泉旅館のWebサイトを閲覧し,実験終了後アンケートに解答する.Web閲覧後のアンケート

で良い(GOOD),悪い（BAD）の印象を抱いたサイトを閲覧している際の脳活動を明らかにすることで,Web

閲覧時の主観的印象と判断の背後にある脳活動の関係を考察する.実験状況を図 1 左側に示す．	 

	 

（b）被験者特性	 

本実験の被験者は北陸先端科学技術大学院大学の前期博士課程学生8名である．構成は，日本人学生2	 名，

海外留学生 6	 名，男女数は男性 3	 名，女性 5	 名である．被験者 8 名に対し各 5 回（10 パターン）の実

験を行い,合計 80 の脳活動データを得た.	 

	 

（c）実験フロー	 

実験には Web ページが自動的にスクロールする 30 秒間のアニメーションをコンテンツとして用い，被

験者正面のメインディスプレイに表示させた．この他，被験者左斜めの位置にサブディスプレイを配置

し，教示や以下の手順で示す，選択行動を行わせた．被験者は１回の実験で旅館 A・B	 の各 Top ページ，

風呂，部屋，料金，料理，計 10 コンテンツを閲覧した．この実験の流れを以下に示す．	 

 手順１：実験準備 
 被験者の頭にプローブを取り付け，顎乗せ台に顎を乗せる．次に，実験の流れと注意事項

をサブディスプレイに表示し説明した．次に，体動を減らす，Web の閲覧は視線のみで行
う，質問時以外の発言禁止などノイズデータの抑制を目的とした注意を画面上および口頭

で行った． 
 手順２：実験開始	 A旅館 

 実験者は光トポグラフィーの計測を開始し 30秒間待機．被験者はメインディスプレイで A
旅館の Topページを 30秒間閲覧する． 

 手順３：コンテンツの選択 
 閲覧後，10秒間の内に被験者はサブディスプレイに表示された A旅館の風呂，部屋，料金，

料理の中から次に閲覧したいコンテンツを，ワイヤレスマウスを用いて選択させる．実験

者は前回閲覧終了 10 秒後に指定されたコンテンツを再生する． 
 手順４：繰り返し 

 被験者は選択したコンテンツを 30秒間閲覧し，その後残りの選択肢から次に閲覧したいコ
ンテンツを選択していき，A旅館のコンテンツを全て閲覧するまでこれを繰り返す． 

 手順５：B旅館 
 A旅館の最後のコンテンツを閲覧後，被験者は待機する．10秒後，実験者は B旅館の Top

ページを再生する．被験者は Top ページを閲覧後，次に見たいコンテンツを選択し，これ
を B旅館全てのコンテンツを閲覧するまで繰り返す． 

 手順６：アンケート回答 
 B 旅館最後のコンテンツを閲覧後，実験者は光トポグラフィーの計測を終了する．被験者

は実験後アンケートへ回答を行う． 
	 

（d）分析手法	 

データの解析には POTATo（Platform	 for	 Optical	 Topography	 Analysis	 Tools）を用いた．これは，光

トポグラフィー計測信号の解析において,研究チーム内での情報共有や議論を効率化し,分野全体の解

析技術の向上を目的に日立製作所	 基礎研究所が開発した光トポグラフィーデータの解析プラットフ

ォームである.これを採用し具体的に以下の手順で分析を行う.	 
 手順１：満足度の定義 

 満足状況（満足・不満足）の定義を行うため,実験後に行ったアンケートの設問「一番興味
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を持ったページはどれですか」「一番興味を持てなかったページはどれですか」の各回答

から,被験者の各試行における満足,不満足を定義し,当該ページを閲覧していた際の脳活

動データを抽出した. 
 手順２：高周波の除去 

 計測データは体動や脈拍などのノイズによって影響を受けている.これを取り除くために

体動検出のフィルタリングを行い,不適切なデータを削除した.さらに移動平均を算定し,3

次の近似曲線に当てはまるように傾き補正,ブロッキングを行った. 
 手順３：データの基準化 

 施行前 5 秒間と試行後 15秒間の脳の状況を基準に，その間の脳の活動を分析するためにフィッ
ティング作業を行った． 

 手順 4：平均化および画像化 
 満足度が高い（Good）と,満足度が低い（Bad）のデータを 8 人で平均化した. 

	 

3．2	 実験 2：飲酒時の満足状況測定	 
（a）概要	 

ワインを飲酒している際の満足度（おいしい・おいしくないの各評価）を光トポグラフィーで計測する.
味に対する満足度によって被験者の脳活動状況がどの様に変化するのかを明らかにすることで,満足状
況の客観的評価手法としての有効性を検証する.	 

具体的に,実験前にアルコールパッチテストを行い，被験者のアルコール耐性別に強い・普通・弱い

に分類する.次に白ワインと赤ワイン,肉料理と魚料理の各組み合わせから 4 種類の実験を行い,実験終

了後アンケートに解答する.実験後のアンケートで満足(GOOD),不満足（BAD）の感想を抱いたワインを

飲酒している際の脳活動を明らかにすることで,ワイン飲酒時の主観的印象と判断の背後にある脳活動

の関係を考察する.	 実験状況を図 1 右側に示す．	 

	 

（b）被験者特性	 

本実験の被験者は北陸先端科学技術大学院大学の教員と前期博士課程学生の 12 名である．構成は，日

本人 7	 名，海外留学生 5	 名，アルコール耐性の分類は,強い 7 名,普通 3 名,弱い 2 名である.弱いに分

類された被験者については,体調に悪影響を与えることを懸念して1回のみ実験を行い,以後の実験を中

止した.残り 10 名に対し各 4 回の実験を行い,合計 42 の脳活動データを得た.	 

	 

（c）実験フロー	 

実験の所要時間は，アルコールパッチテスト 17 分，飲食実験 30 分間である．この実験の流れを以下に

示す．	 

 手順１：アルコールパッチテスト（初回のみ） 
 アルコールを染みこませた脱脂綿を被験者の腕に貼り付ける．７分後に脱脂綿を剥がし，

肌の変化を確認する．この時点で肌が赤い場合はアルコール分解能力が弱いに分類される．

アンケートに回答しながら更に 10分間待機する．10分後，肌の色が変化した場合は普通，
色が変化しない場合は強いに分類する． 

 手順２：実験準備 
 被験者の頭にプローブを取り付け，実験の流れと注意事項を口頭で説明する． 

 手順３：実験開始	 食前待機 
 実験者は光トポグラフィーの計測を開始し，被験者は 10分間待機する．5分経過時に，実

験者は被験者に対して口頭で質問を行う．被験者は質問に対し「いいえ」の時のみ，与え

られたベルを押す．8分経過時にワインと料理を被験者の前に用意する． 
 手順４：飲食 

 被験者はグラスワイン 2杯（200cc），食事 100gを 10分間で飲食する．5分経過時に実験
者は被験者に再度質問を行い，被験者はベルを用いて回答する． 

 手順５：食後待機 
 飲食後，被験者は 10分間待機する．5分経過時に最後の質問を行う． 

 手順６：アンケート回答 
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 食後待機後，実験者は光トポグラフィーの計測を終了する．被験者は実験後アンケートへ

回答を行う． 
	 

（d）分析手法	 

データの解析には実験 1 と同じく，POTATo を用いた.	 具体的に以下の手順で分析を行う.	 
 手順１：満足度の定義 

 満足状況（満足・不満足）の定義を行うため,実験後に行ったアンケートの設問「今回のワ
インと食事の組み合わせに対して,満足感がありますか」に対する肯定・否定の回答から,

被験者の各試行における満足,不満足を定義し,当該ページを閲覧していた際の脳活動デー

タを抽出した.	 

 手順２：特定高周波の除去 
 計測データは体動や脈拍などのノイズによって影響を受けている.本実験では飲食に伴う体

動が発生するので,脈拍と咀嚼による振動のみを取り除く体動検出のフィルタリングを行い,

不適切なデータを削除した.さらに移動平均を算定し,3 次の近似曲線に当てはまるように

傾き補正,ブロッキングを行った.	 

 手順３：平均化後に画像化	 

 満足度が高い（Good）と,満足度が低い（Bad）のデータを 10 人で平均化した.その結果,満
足時には前頭葉・側頭葉の活動は穏やかであり,不満足時には側頭葉を中心として活発にな

ることが分かった（青表示は脳が不活性化,赤は活性化）. 
 手順 4：比較実験 

 ワインそのもののアルコール効果を判断するために，比較実験としてワインと水の比較を行
った.実験コンテンツは水と刺身の組み合わせで比較を行った. 

	 

	 

４．結果	 
実験結果を図 2 に示す.	 

	 
4.1	 実験 1	 

結果,満足時には前頭葉の活動は穏やかであり,不満足時には活発になることが分かった（青表示は脳が

 
図 1	 実験状況および実験材料（左側：実験 1，右側：実験 2） 
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不活性化,赤は活性化）.結論として,本人が良い（満足）と考える Web を閲覧した時の脳活動は，興奮

して活発になるのではなく，比較的穏やかであることが明らかになった． 
	 

4.2	 実験 2	 

比較実験からは,水を用いた実験ではほとんど脳活動は変化せず,ワインを用いた実験では脳活動の変化
が激しくなっていた.このことから,本実験のデータ変化にはワインの影響が中心となっていることが明
らかになった.全体の分析結果として,満足度が高い時は,脳の活動は全体的に穏やかであった.一方,不
満足の時は,脳の活動は活発になっていた. 	 
	 

５．総合考察および結論	 
ウェブ閲覧およびワイン飲酒の満足・不満足に対する反応を分析した結果，満足時には脳活動は不活発

に，不満足時の脳活動は活発になることが共通的特徴として明らかになった．この要因としては，満足

度が高い際には不必要な情報を処理する必要性が少なくなり，前頭葉を中心とする思考領域の活動が減

少することが考えられる．この一方で，不快な状況をもたらすときは，当人にとって何らかの違和感の

ある状況を，自分の馴染みのある状況の上で理解しようと意識的に脳活動を行っていることがあると考

えられる．	 

	 こうした「状況」，あるいは「文脈」という概念は，本研究成果を実社会の経済活動をより充実させ

るための有益な示唆を提示する．それは，情報の提供者が受容者の状況・文脈を理解して，なるべく大

きなギャップを生み出さないような情報提示をすることの必要性を見いだすことができるからである．

顧客は多様であるために，常に顧客の文脈に即した情報を提示することは難しい．しかしながら，なる

べく顧客との文脈のギャップを押さえながら新しい情報を提示することは可能である．この先進的事例

として，たとえば加賀屋は同社のサイトのなかで，「過ごし方」というページを作り，家族での来訪，

友人同士の来訪など，滞在のパターンを形式化しそれに合わせた情報提供を行っている．これは，情報

受容者との状況・文脈ギャップをなるべく小さく押さえながら独自の情報を提示するやり方であり，こ

の考え方は今後多くの分野での活用が求められる．	 

本実験の結果からは，異なる実験対象・内容であったにも関わらず，光トポグラフィーを用いた脳活

動測定では共通した特徴を見いだすことができた．これは，脳計測手法によって人間の満足測定を計測

できる大きな可能性を示唆する結果であり，同時にアンケート・インタビューでは調査できない「人間

が満足を感じている状態」を客観的データで把握できる可能性があることを示している． 
今後は様々な測定結果活用の方向性を検討する必要がある．光トポグラフィー手法で取得したデータ

	   
 

図 2	 実験結果（左：実験 1，右：実験 2） 
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を，客観的な証拠として，アンケート手法を改善する方法である．光トポグラフィーは画期的な脳計測

手法である一方，実用するときには一定のコストがかかり，被験者に負担も強いる．この意味ではアン

ケート手法でより多くの情報を収集する方向性を模索することのほうが実社会での実用性が高い．本実

験は「アンケートがある程度信頼できる（満足であるという状況を人間が表現できる）」のであれば「脳

計測結果はある程度信頼できる（脳活動は穏やかである）」という関係性のなかでは十分条件が満たさ

れたに過ぎない．従って今度は必要条件を検討する別の実験を検討して行く必要があろう．このために

は，従来の紙ベースのアンケートだけでなく，例えば iPadのようなリアルタイムかつ複雑なアルゴリズ
ムを含むことができるデバイスを用いて「満足度を表現できる」手法を検討することが重要であろう． 
	 上記と関連して，本稿では満足度の定義が満足した・満足していない，の 2パターンのみであり，被
験者の心理状態が細分化できていないことが課題としてある．満足概念は多様であり，必ずしも同一の

表現で満足が語られる必要性も無い．前述のように，必要条件に関する実験を行うことで，脳活動が穏

やかなときの被験者の感情を自由に表現させることで，より多様な満足表現を見いだすことができるは

ずである． 
本稿で議論した事項は，サービス・マーケティング領域の大きなテーマでもある．センサー技術を用

いた消費者行動の研究がマーケティング分野を中心に精力的に行われており，当該技術がどのように顧

客の理解につながるのか，多くの研究者が可能性を模索している．本稿の結果は,人間意識の理解を進め，
今後の満足や喜びを軸にしたビジネス，特に顧客の満足経験がその価値を決定づけるサービスの向上に

貢献すると考えられ，今後の研究に大きな貢献を果たすと考えられる． 
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【要約】対象の多面性を考慮した分類体系であるファセット分類の設計手法として，対象コンテンツを

構成する語彙からファセットを抽出するファセット分析が知られている．ファセット分析の指針として，

汎用性を考慮した基本カテゴリが提案されている．しかし，抽象度の高い概念の運用に習熟していない

分析者が，基本カテゴリを用いてファセット分析を行うことは困難である．その要因として明確なカテ

ゴリの概念定義が与えられていないことに加え，領域語彙と概念の対応付けが困難であることが挙げら

れる．本研究では，この問題に対処するためシソーラスとオントロジーをマッピングする手法を提案す

る． 

 

【キーワード】ファセット分類，ファセット分析，基本カテゴリ，オントロジー，シソーラス 

 

1. はじめに 

対象を特徴付ける様々な側面（ファセット）に着目して対象を分類する手法として，ファセット分

析が知られている．また，ファセット分析の結果として得られる分類体系は，ファセット分類と呼ば

れる(Vickery, 1960)．ファセット分類にはそれぞれの分類側面に対応する複数のファセット階層が含ま

れ，各側面を特徴付ける分類基準がファセット値として位置づけられる．複数のファセット階層から

ユーザの多様な情報要求に該当するファセット値を順次選択して探索条件を具体化することによって，

探索対象の絞り込みが可能となる．このようなファセット分類に基づく検索手法であるファセット検

索は，オンラインショッピングサイト，

観光情報サイト，自治体サイトといった

様々な Web サイトや情報探索システム

で 用 い ら れ て い る (La Barre, 2006) 

(Tunkelang, 2009)．Web サイトではナビゲ

ーション機能としてファセット検索が用

いられ(Broughton, 2006)，サイト内のペー

ジやファイル等が検索対象となる．例え

ば，オンラインショッピングサイトでは

製造者，商品の種類，値段といったファ

セットが有用となる（図 1）．Flamenco

プロジェクト(Yee, 2003)では，芸術品や

 

図 1：オンラインショッピングサイトにおける 

ファセット分類例 
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ノーベル賞受賞者の情報探索にファセット検索を採用した Web サイト（http://flamenco.berkeley.edu/）

を開発した．そして，従来型の画像検索システムと比較した結果，主観評価で利用容易性，探索容易

性等においてファセット検索が有意に高い評価を得たと報告されている(Yee, 2003)． 

ファセット分析では，対象コンテンツの分類に適したファセットを特定し，各ファセットの下でコ

ンテンツを組織する．ファセットを特定する指針としては，基本カテゴリと呼ばれる高い抽象度で類

型化された汎用カテゴリが提案されている(Gnoli, 2008)(Vickery, 1960)．基本カテゴリを用いたファセ

ット分析では，対象のコンテンツを構成する語彙・概念を，意味的に対応する基本カテゴリに対応付

けることでファセットの特定を支援する(Broughton, 2007)(Mills, 1977)．しかし，抽象度の高い概念の

運用に習熟していないファセット分析者が，基本カテゴリを用いてファセット分析を行うことは困難

であることも指摘されている(Giess, 2008)．その要因として，基本カテゴリを用いるファセット分析で

は各カテゴリに明確な概念定義が与えられていない(Spiteri, 1998)ことに加えて，多義語・同義語など

多様な表現を有する領域語彙を抽象的な概念と一意に対応付けることが容易でない点(Eliss, 1999)が

指摘されている．前者の問題については，概念を本質的な属性によって定義・分類し，概念を捉える

視点を明示するオントロジー工学(溝口, 2005)の手法を用いる．本研究では，特に後者の領域語彙と概

念の対応付けに関わる問題に対処するために，多義語や同義語をシソーラス(Rosenfeld, 2002)として組

織化し，利用者視点の領域語彙をオントロジー中の概念にマッピングする手法を提案する．本手法に

よって，領域知識を有しているが，抽象度の高い概念の運用に習熟していないファセット分析者に対

し，対象コンテンツを構成する領域語彙の多様性に起因する曖昧さを軽減しつつ，適用状況における

対応概念との関連性を示唆することが期待される．本稿では，本手法をファセット分析に用いる手順

について，防災情報を対象に分析した例とともに示す． 

2. ファセット分析 

2.1 基本カテゴリ 

ファセットを特定する指針である基本カテゴリが従来提案されている．Ranganathan (1967)は，表 1

に示す 5 つのカテゴリ(PMEST)を提案した．PMEST は，コロン分類法 (Colon Classification)としてイ

ンドの図書館にて多用されている．

 

Classification Research Group(CRG)は，PMEST をベースにより細分化された 13 個の基本カテゴリを

提案している(Broughton, 2001)．CRG の基本カテゴリを表 2 に示す． 

カテゴリ 説明 

Personality 対象領域に特徴的な概念 

Matter-material 概念の素材 

Matter-property 概念の性質 

Energy 概念の変化，作用，操作 

Space 概念の存在空間 

Time 概念の存在時間 

 

表 1：基本カテゴリ PMEST 
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CRG による基本カテゴリは，対象に応じてカテゴリを適宜追加・削除することが想定されており 

(Broughton, 2006)，Bliss Bibliographic Classification (Mills, 1977)をはじめとする蔵書目録などの汎用の分

類体系(Spiteri, 1998)や，電子政府の情報探索システムの設計等に利用されている(Quintarelli, 2007)．そ

の他にも，Egan の基本カテゴリ(agent, act, tools, … , time, space)や Kyle の基本カテゴリ(natural 

phenomena, artifacts, … , abstracts)などが提案されている(La Barre, 2006)． 

2.2 基本カテゴリに基づくファセット分析の問題 

PMEST や CRG に代表される基本カテゴリに共通する問題として，抽象度の高い概念の運用に習熟

していないファセット分析者が，基本カテゴリを用いてファセット分析を行うことは困難であると指

摘されている(Giess, 2008)．その主な理由としては，カテゴリの明確な概念定義が与えられていない

(Spiteri, 1998)ことに加え，多様性を有する領域語彙と概念の対応付けが困難であること(Eliss, 1999)が

指摘されている． 

2.2.1 明確なカテゴリ定義の欠如 
基本カテゴリが提供する各カテゴリには，記述的な説明が与えられるに過ぎず，カテゴリ間の相違

を含めてそれらの意味が明確に定められていない（図 2）．例えば，PMEST の Personality は「対象領

域に特徴的な概念」という以上に明確な説明がなく，Personality 以外のカテゴリ（すなわち Matter, 

Energy, Space, Time）のいずれにも該当しない場合はそれを Personality に当てはめるとされている

(Ranganathan, 1967)．さらに，基本カテゴリではトップレベル・カテゴリのみが与えられ，下位概念（サ

ブカテゴリ）が示されていない．例えば，動的な実体を表す PMEST の Energy，CRG の Process・Operation

には，動作している「状態」が含まれるかどうかは明示されていない．動作客体を表す CRG の Patient

は，「ある動作」が発生する状況においてのみ規定される状況依存な概念であり，その客体を演じる対

象物が明示されていない．  

カテゴリ 説明 

Thing/Entity 実体 

Kind 種類 

Part 部分，構成要素，部品など 

Property 属性 

Material 構成物質，素材 

Process 動作主体の存在しない動作 

Operation 動作主体が存在する動作 

Patient 動作客体 

Product 生産物 

By-product 副産物 

Agent 動作主体 

Space 空間 

Time 時間 

 

表 2：CRG の基本カテゴリ 
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2.2.2 オントロジーに基づく概念定義 

 基本カテゴリにおいて概念が明確に定義されていない問題に対しては，オントロジー工学の手法(溝

口, 2005)に基づき，概念を本質的な属性によって定義・分類し，概念を捉える視点を明示することが

できる（図 3）．ファセット分析におけるオントロジー利用の詳細については，3.1 節で述べる． 

 

2.2.3 領域語彙と概念の対応付けの曖昧さ 

対象領域における語彙は，概念と一意に対応づけられるとは限らない（図 4）．領域語彙には，多義

語や同義語が存在する(Eliss, 1999)．また，語彙の用法は個人の経験や対象分野，利用文脈といった状

況に依存する部分が少なくない(児玉, 2004)．本研究では，この問題に対処するために，多義語や同義

語をシソーラス(Rosenfeld, 2002)として組織化し，言語的表現をオントロジー中の概念にマッピングす

 

図 3：オントロジーに基づく概念定義 

 

図 2：基本カテゴリの性質 
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る手法を提案する．本手法によって，領域知識を有しているが，抽象度の高い概念の運用に習熟して

いないファセット分析者に対し，対象コンテンツを構成する領域語彙の多様性に起因する曖昧さを軽

減しつつ，適用状況における対応概念との関連性を示唆することが期待される． 

  

3. オントロジーとシソーラスのマッピングに基づくファセット分析 

3.1 概念のラベリングに関わる問題 

オントロジーとは，対象世界の概念と概念間の関係を明示した概念の体系及びその構築手法・指針

である(溝口, 2005)．オントロジー工学の指針に基づいて構築された概念体系は，概念の背後にある暗

黙的な情報が明示化され，多くの人が合意・共有し得る基本的な概念体系となる(古崎, 2006)．オント

ロジー構築における基礎理論として，概念を説明する上で必須の共通性質（本質属性）に基づいて，

is-a 関係による概念階層を構築することが重要となる(古崎, 2009)．また，特定の状況に依存しない普

遍的な意味を持つ基本概念と，基本概念が個別の状況で果たす役割に応じて特殊化されるロール概念

を分離し，概念の状況依存性を明示する指針が規定されている(砂川, 2005)． 

これらの方針に従うことで，明確な分類視点を有する概念体系を設計することが可能となる．以上

の理論的背景のもとに，特定の対象領域に依存しない抽象度で概念を包括的に定義・体系化した上位

オントロジー(Noy, 1997)(武田, 2004)がこれまで研究されてきた． 上位オントロジーの構造とオントロ

ジーの基礎理論に基づいた領域依存オントロジーを構築することで，ファセット分析の対象領域に属

する概念と概念間の関係を領域知識として明示的に定義することが可能となる．しかし，語彙の意味

や言語的表現は多様で，その用法は状況に依存する(今井, 2007)ため，領域語彙と概念の間に一対一の

関係が成り立つとは限らない．また，オントロジーは言語的表現である名称に捉われることなく概念

そのものを定義するものであり(溝口, 2005)，概念名を規定するラベリングは対象としない． 

 例えば，水害対策・対処領域のオントロジーの場合，水害現象の要因となりうる現象として，河川

など一定量の水を有する空間において単に水量が増加する洪水現象と，災害をもたらす現象としてあ

る水の存在しない空間に水が浸入して覆われる浸水現象が意味的に区別される．これらの現象は水量

とともに連続的に変化する中でのある過渡的な状態とみなすこともできる．しかし，洪水現象を事前

対策タスクの実行要因として捉える場合や，浸水現象が河川の増加ではなく大量の降雤現象が原因と

なる状況も想定されるため，それぞれを区別した定義が必要となる．一方，水害対策・対処領域の語

彙では，「洪水」という語が水の増加・浸入現象の両方の意味を示すこともあり，さらにそれぞれの現

象が連続して起こることを意味することもある（図 5）．このような語の示す意味は，対象領域の学問

分野や語が使用される文脈によっても変化する． 

 

図 4：概念に対応する領域語彙の多様性 
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3.2 オントロジーとシソーラスのマッピング 

 シソーラスは，語彙の用法に基づいて組織化したもの，及びその手法である(Rosenfeld, 2002)．語義

に基づいて語彙の上下関係が組織化され，一つの語が複数の意味を有する多義性や，一つの意味が複

数の語で表現される同義語が示される（図 6）．  

本研究では，シソーラス中の語を，それに対応し得るオントロジー中の概念全てにマッピングする

方式を提案する（図 7）．例えば，図 5 の例のように一つの語が複数の概念に対応する場合，その語を

どちらの概念にもマッピングする．ある概念が複数の語によって表現される場合は，一つの語を見出

し語とし，その他の語を同義語としてシソーラスに集録する．本手法によって，コンテンツに現れる

様々な表現を伴う領域語彙を，シソーラスに集録された語の用法を手掛かりとして，それに一致或い

は類似する語からマッピングされたオントロジー中の概念が参照できる．それによって，領域知識を

有するが，抽象度の高い概念の運用に習熟していないファセット分析者に対し，領域語彙の多様性に

起因する曖昧さを軽減しつつ，適用状況における対応概念との関連性を示唆することが可能となる． 

 

 

図 6：シソーラスの例 

 

図 5：領域語彙と概念の関係性 
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3.3 提案手法に基づくファセット分析手順 
 本研究にて提案した手法に基づくファセット分析手順を図 8 に示し，その概要について述べる．な

お，図 8 に示した括弧付番号は，以下の概要説明における接頭番号に対応する． 

 

（１） ファセット分析の対象コンテンツにおける主要語（key term）を，見出しや本文から特定する．

ここで主要語とは，コンテンツが伝えようとしている中心的な内容を表す語である．同時に，

主要語について説明している，或いは関連する文章（説明文）を特定する． 
（２） 主要語と同一，或いは類似する語をシソーラス中の語彙から特定する． 
（３） シソーラス中の語からマッピングされたオントロジー中の概念定義と主要語の説明文を比較

し，意味的に同一であるかを判断する． 

 

図 7：提案手法のモデル 

 

図 8：提案手法に基づくファセット分析手順 
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（４） オントロジー中の概念を捉える要素，つまり属する上位概念やクラス制約概念とその関係，ロ

ール概念の場合であれば基本概念や依存先概念とその依存関係などがファセット候補となる． 
 防災対策・対処を対象領域として構築・マッピングしたオントロジーとシソーラスを用いて，前述

の手順に従ってファセット分析を行った例を示す．ここでは，分析対象コンテンツとして「要支援者」

という見出しとその説明を記載したコンテンツ（図 9）を対象とする． 

 

 多くの場合，見出し語はそれに続く文章の説明対象，あるいは中心的対象を表している．従って，

「要支援者：という語を主要語とする．また，見出し語に続く文章が主要語の説明となっていること

から，これらの文章を説明文とする．続いて，シソーラスから主要語と一致或いは類似する語を探索

する（図 10）． 

 

 

シソーラスには，「要援護者」という語と，その同義語として「災害時要援護者」「要支援者」が集

録されている．これらの語からマッピングされているオントロジー中の概念「要援護者」という概念

（図 11）を閲覧すると，身体に異常を抱えた人が，災害発生時等に避難支援対象となること（災害発

生時に避難支援タスクに依存して認識されるロール概念）がわかり，コンテンツの説明と対応する．

同時に，この概念が「要援護者」「災害時要援護者」「要支援者」という語によって表されることがわ

 

図 9：防災情報の例：「要支援者」 

 

図 11：災害対策・対処オントロジーの例：「要援護者」概念 

 

図 10：「要援護者」シソーラスの例 
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かる．従って，コンテンツの主要語「要支援者」は，「要援護者」という概念と対応していると判断で

きる．最終的に，基本概念である「人間」，属性関係の「身体状態」，依存先の「タスク」，更にコンテ

ンツ中では暗黙的な視点であった「対象時期」等の概念が，「要支援者」というコンテンツのファセッ

ト候補として抽出することが可能である． 

 

4. まとめ 

 本研究では，オントロジー工学の手法によって明確な概念定義を行った上で，特に言語的表現の多

様性に起因する領域語彙と概念の対応の曖昧さに対処するために，語の用法を組織化したシソーラス

をオントロジーにマッピングするファセット分析方式を提案した．本方式を用いることで，対象コン

テンツを構成する領域語彙の多様性に起因する曖昧さを軽減しつつ，適用状況における対応概念との

関連性を示唆し，抽象度の高い概念の運用に習熟していないファセット分析者の支援となることが期

待される．本方式の有用性については，今後具体的な対象領域への適用を通して検証していく予定で

ある． 
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【要約】「思いこみ」とは情報に対する我々の解釈であり，情報と情報を結びつける脳の働きである．

人間は，多くの情報があっても，自分に都合のよい，偏った情報だけを強く結びつけてしまう．このよ

うな局所的思いこみはその他の情報を排除しがちであり，非創造的思いこみである．そこで，思いこみ

を持たないコンピュータにより，人間の局所的思いこみを解消し，新しい情報をより多く結びつけた大

局的思いこみ＝「創造的思いこみ」の形成を支援する HCI モデル“ZERO(Zapping by Encompassing & 

Reintegration by Orchestrating”とそのための新しい知識表現方法“GPR(Gestalt Prägnanz 

Representation)を提案する．被験者を用いた紙媒体による模擬実験により ZERO の効果を統計的に検証

した．今後はコンピュータへの実装と実際にそれを使用した場合の評価を進める． 

 

【キーワード】創造性 思いこみ HCI ゲシュタルト 

 
1.はじめに 

「思いこみ」とは人間の解釈であり，情報と情報を結びつける脳の働きである．例えば「月にウサギ

が住んでいる」という思いこみは，「月」という情報に対する解釈であり，「ウサギ」という別の情報

と結びつけることにより「月」を説明している．さらに，「月にウサギが住んでいる」という思いこみ

と，「ウサギはニンジンが好きだ」という思いこみを結びつけ，「月にはウサギの好きなニンジンが生

えている」という推論，すなわち新しい思いこみを生み出すプロセスが思考だと言える．このように，

情報と情報を脳が結びつけることを「思いこみ」と定義すれば，言葉だけが思いこみではない．モノの

見た目が我々に特定の行動を誘発する現象はアフォーダンスと呼ばれ（Gibson, 1979），視覚情報と行動
情報との思いこみである．またパブロフの犬の実験で有名な条件反射や，先行刺激がそれに続く刺激の

脳内処理に影響するというプライミング効果(Tulving, 1990)も思いこみになる． 
こうした思いこみはゲシュタルトである．ゲシュタルトとは，視覚や触覚といった感覚情報に関する

現象であり，部分と部分が統合され，それらを足し合わせた以上の「全体性（ゲシュタルト）」を形成

し，ゲシュタルトがそれを構成する部分の意味や機能を規定するようになる現象である（Hartman, 1939）．

例えば「月にウサギ」という思いこみは，月はウサギが住めるような地球に似た環境だという思いこみを暗

黙のうちに含む．このような暗黙の思いこみは，「月」という部分情報だけでは持ち得なかったものである．

逆に「月にウサギ」というゲシュタルトは，「月」がウサギの住めるような場所であること，逆に「ウサギ」

が地球と同様に月にも住む動物であることを暗黙の内に規定している．「月にウサギ」という思いこみの，

このようなゲシュタルト的性質が「月にニンジン」という新たな思いこみを可能にする．したがって思いこ

みはゲシュタルトだと言える．そもそもゲシュタルトは人間の脳の特性である．例えば，一部が欠けた円を

被験者に一瞬見せると，被験者は完全に閉じた円を見たと報告する (カッツ, 1989)．つまり，人間の記憶は，

欠けた円という部分よりも，閉じた円というゲシュタルトの方が記憶しやすい．また，我々の知識には「暗

黙知」と呼ばれる領域があり，“We know more than we can tell.”というゲシュタルト的な性質をもつ (Polanyi, 

1966)．例えば，「歩く」という行為のプロセスを言葉で説明できなくても歩ける．つまり，「歩く」ための

知識を身体が持っているはずだが，それを言葉によって説明できない．したがって，「歩く」ための知識は

言葉という部分を超えたゲシュタルトである．さらに，近年の脳科学の知見によれば，我々の意識は言葉に

よってのみ成立しているわけではない(ダマシオ，2003)．したがって，我々の意識もまたゲシュタルトだと

言える．このように，人間の脳の様々な活動はゲシュタルト的性質を有していることから，情報と情報を結

びつける「思いこみ」という脳の働きもゲシュタルトだと考えるのは妥当である． 

思いこみは，結びつけられる情報とその結びつけ方により，（１）多様性，および（２）寛容性の二

知識共創  第１号 (2011)

Ⅲ7-01



  

 

軸により分類できる．多様性とは，結びつけられている情報の種類や分野が多岐にわたっていることで

ある．寛容性とは，新しい情報あるいは異なる情報の受け入れやすさである．寛容性が低いということ

は，既存の思いこみに反するような情報や新しい情報を排除したがるということである．多様性も寛容

性も低い思いこみとは，迷信や妄信，原始的な宗教，そして素朴概念（Clement, 1982）と言われる，限
定的な経験のみに基づく科学的に誤った概念などが該当する．このような思いこみは新しい情報や異な

る情報を排除する傾向が強く，新しいものを生み出す可能性が低いことから，非創造的思いこみである．

多様性は低いが寛容性は高い思いこみとは，単純で見え透いたウソなどが該当する．このような思いこ

みは矛盾を指摘すればすぐに壊れてしまうため，寛容性は低いと言える．逆に寛容性は低いが多様性は

高い思いこみとは，現代のカルト的宗教や疑似科学などが該当する．すなわち，多種多様な情報により

思いこみが構築され補強されているが，それを科学的に否定することを拒否しているような思いこみで

ある．このような思いこみも新しいものを生み出す可能性が低いため，非創造的思いこみである．最後

に，多様性も寛容性も高い思いこみの最たるものは，反証可能性（ポパー，1980）を受け入れた現代科
学であろう．現代科学の知見は多種多様な実験データや観察データを結びつけた，多様性が高い仮説（思

いこみ）である．そして反証可能性があるということは，その仮説が実験や観察により否定される可能

性を認めることである．つまり新しい情報や異なる情報を受け入れるということであり，寛容性がある

と言える．さらに，反証可能性は，反証不可能な仮説であっても，その有用性や意味を否定するもので

はない（関，1990）ことから，寛容性が高いと言える．このような思いこみは創造的思いこみだと言え
る． 
しかし，我々は創造的思いこみよりも非創造的思いこみに陥りがちである．例えば，日常生活の中で

得られる少ない情報から作り上げた科学的に誤った思いこみは素朴概念や誤概念と呼ばれており，特に

子どもたちのこうした思いこみを修正することは極めて困難である（麻柄，1996）．しかし大人であっ

ても，自分が置かれている状況を，自己中心的にしか認識できない傾向があり，このような自己中心的

な思いこみに基づくコミュニケーションが，組織全体の生産性を低下させる可能性がある(池田，1999)．

そもそも我々は他者との会話において，相手の言葉を自分に都合のよいように解釈する傾向があり，ミ

ス・コミュニケーションの原因となっている(Keysar, 1998)．本研究は，こうした非創造的思いこみを

解消し，創造的思いこみを生み出すことを支援する HCI モデルを提案し，その効果を検証する． 
 
2. 思いこみのゲシュタルト的性質を利用した HCI モデル 
思いこみは，ゲシュタルトを形成するための法則（Prägnanz＝簡潔性の法則）を満たしている．例え

ば，被験者に「ピザ」という言葉を 10 回唱えてもらった後，実験者が自分の「肘（ひじ）」を指して
被験者にその名称を問うと，被験者は「ひざ」と答えてしまう．この現象はプライミング効果(Tulving, 
1990)として知られているが，実験者が指した体の部位という情報をどのように解釈するか，すなわち
自分が知っている多数の体の部位の名称の中からどの名称と結びつけるか，という「思いこみ」に関す
る実験である．この現象は Prägnanz の「近接の法則（時間的・空間的に近いものを一つのまとまりと
認知する）」と「類似性の法則（似たものを一つのまとまりと認知する）」によって説明できる．すな
わち，時間的に近接して与えられた「ピザ」と体の部位（実際には「ひじ」）とがゲシュタルトを形成
し，体の部位に関する多数の情報の中からそのゲシュタルトを構成している「ピザ」に最も類似してい
る「ひざ」という名称を取り込み，被験者が知っているはずの正しい情報である「ひじ」を意識の外に
追い出してしまったと考えられる．つまり，Prägnanz により結びつけられた「ピザ」と「ひざ」という
局所的な情報のゲシュタルトが，「ひじ」を含む体の部位名に関する，より大局的な言語情報を意識さ
せなくしている． 
ところでゲシュタルトに関しては，部分から全体を形成するのとは逆に，ゲシュタルト崩壊という現

象も知られている．我々がある特定の部分に意識を集中させると全体を認識できなくなる現象である．
例えば，ある漢字を凝視し続けると，その漢字を構成する部首等の部分がばらばらに認識され，意味が
分からなくなり，まったく新しい漢字のように錯覚される(二瀬・行場, 1996)．このゲシュタルト崩壊
のメカニズムは未解明であるが，知覚される対象が複雑であったり，ノイズが入っていたりすると，ゲ
シュタルト崩壊を生じやすいことが報告されている（下木戸，2006）． 
以上のような「思いこみ」すなわちゲシュタルトは少なくとも人間の脳に特有の性質であり，コンピ

ュータにはない性質である．コンピュータは，ある特定の局所的な情報だけから思いこみを形成するこ
とはなく，規則に従ってすべての情報を網羅的に扱う．こうしたゲシュタルトに関する人間とコンピュ
ータの対照的な性質を利用することにより，我々が創造的思いこみ生み出すことをコンピュータにより
支援できると考えた．すなわち Zapping by Encompassing（情報を網羅することで局所的思いこみを叩
き壊し） & Reintegration by Orchestrating（多様な情報を Prägnanz に基づいて編成することにより
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再統合する）する Human-Computer Interaction（HCI）モデルである．この HCI モデルを，それぞれの
プロセスの頭文字をとって“ZERO”と呼ぶ． 
 
1． ある部分的な情報に関係する多様な情報をコンピュータが網羅し，ユーザに提供する
（Encompassing）．例えば，“ground＝地面”という局所的な思いこみをしているユーザに対し
て，ground のすべての意味情報を網羅し，提示する．これは，知覚する対象の複雑化がゲシュタ
ルト崩壊を誘発するという知見に基づく． 

2． しかし，人間は，網羅的情報を提示されても，その中の自分に都合のよい情報しか認識しない傾
向にある．そこで，元の部分的情報から類推しづらい情報ほど，元の情報の近くに配置したもの
をコンピュータが提示することにより，ユーザの局所的思いこみを壊す（Zapping）．例えば，名
詞の ground の意味の中で，辞書では一番最後に記載されている「かす」という情報を「地面」と
いう一番最初の意味の一番近くに配置する．人間のゲシュタルト的な脳の働きにより，近いもの
同士を結びつけようとするが，それらの意味がかけ離れていることにより，ゲシュタルト崩壊が
促進されると期待できる． 

3． コンピュータが，これらすべての情報を，ゲシュタルトを形成する Prägnanz に基づいて編成した
ものをユーザに提示する（Orchestrating）．例えば，ground という単語の様々な意味を，類似性
や近似性などの視点からコンピュターの画面上に配置する． 

4． ユーザが Prägnanz に基づいて編成された情報を見ることにより，多様な情報を統合した，より大
局的な思いこみ，すなわち創造的思いこみを形成する（Reintegration） 

 
3．ZERO モデルを実現するための知識表現 

表 1：”ground”に関する GPRの例 

意味 類似 近接 対照 同調 よい運命 

運動場 グラウンド、場

所、用地、敷地 

遊園地、ピクニック場、

野球場、猟場 

野原 整備する、

広がる 

広い、狭い 

地面 地表、土地、土、

土壌 

地中、地下、覆う、耕す、

小さな 

空 耕す、広が

る 

広い、狭い 

根拠 理由、原因、基

礎、基盤、前提 

病気、株券、盗む、責め

る 

主張 示す ある、ない 

立場 見地、意見 共通の、立つ、安全な、

危険な、変える、もつ 

自我 立つ、示す ある、ない 

領域 分野、話題、問

題 

触れる 点 開拓する、

見つける 

広い、狭い 

下塗り 下地、地（じ） 絵、織物 上塗り はがす ある、ない 

海底 浅瀬 乗り上げる 海上 沈む 広い、狭い 

かす 澱（おり） コーヒー   集める、沈

む 

細かい、粗い 

地面の 地上の 上、下、間 空中の 移動する、

変化する 

上の、下の、間

の 

基礎の 根本の 基礎、歴史、説明 応用の 教える、説

明する 

必要な 

基礎を置く 確立する 人、事、根拠、理論、議

論、基づく 

  置く 置かれた 

基礎を教え込む   学生、英文法、徹底的に、

十分に 

応用を教え

る 

教える 徹底的に、十分

に 

地面に置く 飛行中止にす

る、着陸する 

飛行機、武器、置く、降

伏する、霧、離陸する 

持ち上げる 置く 置かれた 

挽いた 粉末の、細かい 米、粉、牛肉   挽く 挽いた、細かい 

 
ZEROモデルを実現するためには，網羅した情報をゲシュタルトを形成する Prägnanzに基づいて編成

し，我々に大局的なゲシュタルトを形成させるような知識表現方法が必要となる．Prägnanzには，「閉
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鎖の法則（部分が欠けていても完全なゲシュタルトを形成する）」，「類似の法則（類似した色や形の
もの同士はゲシュタルトを形成する）」，「近接の法則（時間や空間において近いもの同士はゲシュタ
ルトを形成する）」，「対称の法則（対称なもの同士はゲシュタルトを形成する）」，「同調の法則（動
きや明滅などの変化が同調しているもの同士はゲシュタルトを形成する）」，「よい運命の法則（滑ら
かにつながるもの同士はゲシュタルトを形成する）」などがある（Hartman，1939）．これらの法則は
主に視覚についてのものであるので，これらの法則を知識表現の法則として解釈し直す必要がある． 
「類似の法則」は言葉における「類義語」に該当する．例えばジーニアス英和辞典第３版で ground

を引くと第一番目の意味として，「運動場」「グラウンド」「場所」「用地」「敷地」といった言葉が
記載されている．これらの言葉は groundの一番目の意味を表す類義語の集まりだと解釈できる． 
「近接の法則」は言葉における単語間の共起関係に相当する．すなわち，ある文に Aと Bという単語

が含まれていれば，A と B という単語は時間と場所を共有していると解釈できる．例えば辞書の中で，
ある単語がある意味で使われている例文がある場合，その例文中にその単語と一緒に出現する単語が近
接の法則を満たしているとみなす． 
「対称の法則」は言葉における「反対語」が該当する．例えば「地面」という単語の反対語である「空」

や「空中」，「天」といった単語が「地面」とともにゲシュタルトを形成する． 
「同調の法則」は言葉における同じ動詞を伴う単語同士の関係に該当する．例えば groundが「地面」

という名詞の意味で使用されている例文中に cover（覆う）などの動詞が含まれる．そして coverを伴う
他の単語には，椅子（布で覆われる）やパン（バターで覆われる）がある．したがって，cover という
共通の動詞によって「地面」と「椅子」と「パン」がゲシュタルトを形成するとみなす． 
「よい運命の法則」は言葉における同じ状態を意味する言葉，すなわち同じ形容詞や副詞を伴う単語

同士の関係に該当する．例えば“ground（挽かれた）コーヒー豆”と“ground（挽かれた）牛肉”とい
う表現があった場合，「挽かれた」という共通の状態（形容詞）により「コーヒー豆」と「牛肉」が結
びつけられる．  
最後に「閉鎖の法則」であるが，これは他の法則のベースになっていると考える．この法則は我々の

脳の働きが「閉じたがる」，すなわち「囲いたがる」あるいは「分けたがる」傾向をもつことに由来す
る．つまり，他の法則はすべてこの閉鎖の法則によってゲシュタルトとして認識されている．似たもの
同士で閉じる，近接したもの同士で閉じる，といった具合である．人間の行動も「閉じたがる」ことが
指摘されている（Norman，1988）．すなわち，目的を終結させよう（＝閉じよう）とする意識によって
行動は左右される．また分類という脳の働きも脳の「閉じたがる」性質によると考えられる．そして言
葉は分類に他ならない（Rosch他, 1976）．例えば「白」という単語は白いものとそれ以外とを分類して
いるからである．したがって言葉そのものがこの閉鎖の法則に基づいていると言える． 
以上の言葉における Prägnanzの解釈に基づいた知識表現を GPR（Gestalt Prägnanz Representation）と

呼ぶ．この GPR により辞書（ジーニアス英和辞典第３版）に記載されている groundの主な意味をまと
めた例を表 1に示す．上記の辞書に記載されていない情報はWeb検索を利用して補完した．例えば辞書
には「地面の」という意味で例文がないため，google等を用いて「地面の」を検索し，「地面の上」「地
面の下」「地面の間」といった事例を抽出した．この図は ZERO モデルにおける Encompassing プロセ
スでユーザに提示される． 
 
6．GPR に基づく ZERO モデルの効果の検証 
紙媒体を用いた模擬実験により ZEROモデルを評価した．本実験の目的は，ZEROモデルを被験者が

利用することにより，局所的な思いこみを解消し，大局的な，すなわち創造的な思いこみを形成できる
かどうかを検証することである．ZERO モデルでは，Encompassing，Zapping，Orchestrating という一連
のプロセスをコンピュータがユーザに提供することにより，ユーザが局所的思いこみから大局的思いこ
みへと Reintegratingする．そこで，局所的思いこみをしている被験者を，（１）Encompassingのみ実施
するグループ，（２）Zappingのみ実施するグループ，（３）Orchestratingのみ実施するグループ，（４）
これら三つのプロセスをすべて実施するグループ（ZERO グループ），の４グループに分け，局所的思
いこみを解消し，より大局的な思いこみを形成できた被験者の比率を調べた． 

 
6.1．実験のフレームワーク 
実験は以下の四つの課題により構成された．課題３が，先述した，被験者を 4グループに分けて行う

課題である．それ以外の課題は被験者全員が同じ課題を実施した．また課題２と課題４は同一課題であ
る． 

 
課題１：局所的思いこみを植え付ける課題（２分） 
課題２：局所的思いこみの有無を判定する課題（２分） 
課題３：ZEROモデルの効果を検証するためのトレーニング課題（３分） 
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課題４：局所的思いこみの解消と大局的思いこみの形成を判定する課題（２分） 
 
6.2. 被験者 

2007年 7月 2日に近畿地区の某高等学校で行われた大学説明会に参加した 1年生 49名を被験者とし
て実験を行った．この高等学校はその地区におけるいわゆる進学校であり，学力にばらつきの少ない生
徒が入学している．また調査を行った時期は入学から間もない時期であり，まだ理系・文系の区分も行
われておらず，学力のばらつきもまだ少ないと考えてよい．さらに，本実験で出された課題は英訳であ
るが，単語の意味はほとんどすべて辞書の情報を提示しており，本質的には日本語の課題である．した
がって，本課題を遂行する上で学力的なばらつきはほとんどないと考えた． 

 
6.3．実験内容 
6.3.1．課題１：局所的思いこみを植え付ける課題とその判定基準 

ground が「地面」という意味で使われている以下の８つの英文を読み，すべての英文中の ground に
共通する意味を日本語で解答する．制限時間は２分とする．使用した英文は以下の通りである．ground
以外の単語の多く（we や前置詞を除く）にはルビで訳を付した．「地面」や「大地」などと解答でき
れば基本的な英語の読解力および日本語力があると判断する． 

 
 We slid down the roof and dropped to the ground. 
 The war was largely fought on the ground. 
 The farmer cultivated a bit of ground. 
 Eyes on the sky, feet on the ground. 
 The garbage was buried in the ground. 
 A well is a hole in the ground. 
 We laid power lines under the ground. 
 There were small plants all over the ground. 
 

図１：Zappingで使用したグラフ 

6.3.2．課題２：局所的思いこみの有無を判定する課題とその判定基準 
以下の英文を和訳するという課題を全員に与えた．出て来る単語の多く（be動詞や前置詞などは除く）

について辞書（ジーニアス英和辞典第３版）に記載されているすべての意味を課題用紙に記載した．評
価の視点は groundの訳し方（記載した多数意味からどれを選択するか）である．「挽かれた」に類する
言葉，たとえば「すりつぶした」や「粉末の」などと訳していれば局所的思いこみをしていないと判定
した．一方，「地面」と訳していれば課題１において局所的思いこみが植え付けられたと判定する．そ
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れ以外の訳をしている被験者は，課題１に「地面」に類した解答ができていれば，groundの解釈に迷っ
ている状態，すなわちゲシュタルト崩壊を起こしている状態だと判定した． 

 
 Finely ground grain is more rapidly digested, and so has a higher glycemic index, than more coarsely 

ground grain. 
 
6.3.3．課題３：ZERO モデルの効果を検証するためのトレーニング課題 
先の課題による判定結果に基づいて分けられた被験者を，さらに Encompassing グループ，Zapping グルー

プ，Orchestratingグループ，ZEROグループに振り分け，それぞれ以下の課題を与えた．振り分け方は，四種
の課題用紙を一組ずつ交互に重ね，先の判定で同じ判定をされた被験者ごとに，自由に上から取らせる．つ
まり，１番目に取る被験者は Encompassingグループに，２番目に取る被験者は Zappingグループに，３番目
に取る被験者は Orchestrating グループに，４番目に取る被験者は ZERO グループに，５番目に取る被験者は
最初に戻って Encompassingグループに，といった具合である．なお，どのグループに割り振られたかは被験
者には伝えない． 

Encompassingグループの被験者は表 1を１分間で覚えるという課題を３回行った．この図は，ground
のもつそれぞれの意味に対して，ゲシュタルト・Prägnanzを想起させる情報を網羅した（Encompassing）」
ものだからである．ただし，この図は情報量が多く，個々の意味の間のつながりを認識しづらいため，
ユーザにゲシュタルト崩壊を誘発する可能性が高いと考えた． 

Zapping グループの被験者は図１を１分間で覚えるという課題を３回行った．この図は，表 1 に示し
た groundの意味を表す単語に対して，「地面」という概念からの想起しやすさに基づき作成された．そ
の作成方法は以下の通りである．辞書を引くと，ある単語の意味が，品詞ごとに順番に列挙されている．
品詞ごとの順番をその単語の意味の想起しやすい順序であるとみなす．すると，表 1において「地面」
は名詞の２番目の意味として出現する．groundの名詞の意味は，「運動場」から「かす」までの１０個
あった．この順序は意味の想起しやすさに応じて等間隔で並べられていると仮定すると，「地面」から
「運動場」までの距離は「１」，「地面」から「かす」までの距離は「８」となる．これらの距離の逆
数に比例した距離が，中心である「地面」と各意味（単語）との距離になる．「地面」からの想起のし
やすさと距離とを反比例させることにより局所的思いこみを崩壊させる効果が期待できる．この計算を
各品詞について行う．意味の少ない品詞は分布が疎となり，多い品詞は密となる． 

図２：Orchestratingで使用したグラフ 

Orchestrating グループの被験者は図２を１分間で覚えるという課題を３回行った．この図は表 1 にお
ける個々の意味を重ね合わせ，図示したものである．作成方法は以下のとおりである．まず，表 1にお
いて共通の言葉（単語）とそれを含む意味の組を抽出する．たとえば，よい運命の法則における「広い」
および「狭い」を共有している意味は「運動場」，「地面」，「領域」，「海底」である．そこで，「広
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い」および「狭い」からそれぞれの意味を線で結ぶ．次に，それぞれの意味がもつ，類似，近接，対照，
同じ動きを表す言葉（単語）をその意味の周囲に配置する．対照を表す言葉と元の意味は両向きの矢印
で結び，それ以外は線で結ばない．このような処理を繰り返すことにより，図２のようなグラフが出来
上がる．すべての言葉（ノード）を線等で結ばない点が，従来のネットワーク型の知識表現とは異なる．
このような曖昧なグラフ表現を用いることにより，ユーザのゲシュタルト認知の働きを支援するのが目
的である．図２は表 1に比べて意味（単語）間の関係を認識しやすいため，groundのもつ意味について
のより高次のゲシュタルト形成をユーザに促すことが期待できる． 
最後に ZEROグループの被験者は，Encompassing，Zapping，Orchestratingの各課題をそれぞれ１回（１

分）ずつ，合計３分間行った． 
 
6.3.4．課題４：「思いこみ」の解消を判定する課題と判定基準 
課題２と同一の課題を与えた．解答時間も同じにした．この課題は，課題２において局所的思いこみ

を植え付けられたと判定された被験者に対して，Encompassing，Zapping，Orchestrating をそれぞれ別々
に行った場合と，それらを連続して行う ZEROモデルの場合とにおいて，局所的思いこみの解消と大局
的思いこみ（創造的思いこみ）の形成の効果に有意な差があるかどうか調べることが目的である．すな
わち，（１）Encompassing のみ，（２）Zapping のみ，（３）Orchestrating のみ，（４）ZERO モデル，
の４グループに分けられた被験者に対して，groundの訳し方に差があるかどうか調べた．groundの訳し
方について以下の三つの場合に分類して判定した． 
一つ目は「挽かれた」に類する訳をした場合である．この場合，groundの意味をより高次のゲシュタ

ルトとして認識できたと判定する．「挽かれた」という意味の ground は，grind（挽く）の過去・過去
分詞形であり，地面や土地という groundの原義から派生したものではない．したがって，課題２で ground
を「地面」およびそれに類する言葉で訳していた被験者が，課題４では「挽かれた」と正しく訳すこと
ができたということは，「地面」や「土地」から派生した意味のゲシュタルトと，それとはまったく異
なる grindに由来する意味のゲシュタルトを統合できていると解釈する． 
二つ目は「地面」に類する訳をした場合である．この場合は，「思いこみ」を解消できていないと判

定する． 
三つ目は上の二つの場合以外の訳をした場合である．この場合，被験者は groundの意味についてゲシ

ュタルト崩壊を起こしたと判定する．なぜなら，課題２で“ground＝地面”という「思いこみ」を植え
付けられていた被験者が，それ以外の意味の可能性に気づいたにも関わらず，groundのもつ多くの意味
の全体を適切に認識できていない状態だからである． 
なお，課題２において，局所的思いこみをしていないと判定された被験者，および，迷っていると判

定された被験者も課題３，４を行った．局所的思いこみをしていないと判定された被験者は，groundの
意味について高次のゲシュタルトを形成しているはずであるので，課題３における４種のトレーニング
のいずれを行った後でも課題４で正しく訳することができるはずである．また，課題２おいて迷ってい
ると判定された被験者には二種類ある．一方は，groundの意味をたくさん与えられたためにゲシュタル
ト崩壊を起こし，本当に迷っている場合である．他方は，そもそも groundの意味について「地面」や「挽
かれた」に類する言葉以外の「思いこみ」をしているために，問題用紙に記載されている groundの多く
の意味をほとんど認識していない場合である．本実験ではこの両者を区別することはできない． 

 
6.4．実験結果 

6.4.1. 課題１の結果 
被験者全員が「地面」，およびそれに類する解答（「大地」，「地」など）をしていた． 
 
6.4.2. 課題２の結果 
「すりつぶされた」「細かい」「粉末の」など「挽かれた」に類する正しい訳をしていた被験者は４

名，「地面」に類する訳をしていた被験者は４０名，残りの５名はいずれとも異なる訳をしていた． 
 
6.4.3. 課題３の結果 
課題２で正解している４名の被験者は課題３においてそれぞれ異なる４種のトレーニング課題を行

った．課題２で「地面」に類する訳以外の訳をしていた５名は，ZERO モデルの課題を２名，残りの３
種の課題を各１名が行った．残り４０名の被験者は，４種の課題にそれぞれ１０名が取り組んだ． 

 
6.4.4. 課題４の結果 
課題２で正解している４名は課題４においても全員が正しく訳せていた．課題２で，「挽いた」もしくは

「地面」に類する訳以外の訳をしていた５名の結果は次のとおりであった．課題３で ZERO モデルに取り組
んだ２名は二人とも「挽かれた」に類する正しい訳をした．Orchestratingに取り組んだ被験者は「地面」に類
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する訳をしていた．Encompassingおよび Zappingに取り組んだ二人は，「挽かれた」に類する訳とも「地面」
に類する訳とも，課題２で答えた訳とも異なる訳をしていた． 
残りの４０名の被験者の判定結果は表２のとおりであった．「挽かれた」に類する訳をしている場合

は「◯」，「地面」に類する訳をしている場合は「×」，それ以外の訳（たとえば，「グランド」「下
塗りされた」「領域の」といった訳があった）をしている場合は「△」である． 

 

表２：局所的思いこみの解消と大局的思いこみの形成の判定結果 

 × △ ◯ 

Zapping 6 3 1 

Encompassing 8 1 1 

Orchestrating 5 4 1 

ZERO 2 4 4 

 
6.5. 考察 
各グループの訳の仕方の分布の違いを統計的に検定する．表２の結果には５以下の値が含まれている

ため，カイ二乗検定は使えない．そこで，表２を２×２に分割し，フィッシャーの正確確率検定を行う．
その結果を表３に示す．表３に記された数値は「両側検定の結果／片側検定の結果」を示し，小数点以
下第３位を四捨五入してある． 

 

表３：４グループに対するフィッシャーの正確確率検定の結果 

 ×と△の分布 ×と◯の分布 △と◯の分布 

Zapping & Encompassing 0.58／0.29 1.00／0.70 1.00／0.60 

Zapping & Orchestrating 0.67／0.50 1.00／0.70 1.00／0.72 

Zapping & ZERO 0.31／0.23 0.10／0.09 1.00／0.52 

Encompassing & Orchestrating 0.16／0.14 1.00／0.66 0.58／0.42 

Encompassing & ZERO 0.09／0.05 0.09／0.05 1.00／1.00 

Orchestrating & ZERO 0.61／0.38 0.24／0.12 0.56／0.32 

 
有効水準 0.05で分布が等しいことを棄却できるのは，「Encompassing & ZEROの×と△の分布（片側

検定）」および「Encompassing & ZEROの×と◯の分布（片側検定）」の結果だけであった．課題４の
判定基準で述べたことから，フィッシャーの正確確率検定における片側検定の結果において，ZERO は
Encompassingよりも，局所的思いこみを崩壊させる確率（×を△にする確率），および大局的思いこみ
を形成させる確率（×を◯にする確率）が，0.05水準で有意に高いと言える． 

 

表４：単独の場合と ZEROモデルとの比較 

 × △ ◯ 

単独 19 8 3 

ZERO 2 4 4 
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次に，Encompassing，Zapping，Orchestratingを単独で行った場合に対する ZEROの効果を調べるため

に，それぞれを単独で行った場合の◯，×，△の数値を集計したものと，ZERO の数値とを比較した．
すなわち表４における，単独と ZEROの◯，×，△の分布の差異を統計的に検証した．表４の場合も５
以下の数値を含むため，２×２の表に分割し，フィッシャーの正確確率検定を行った．その結果を表５
に示す．表中の数値は「両側検定の結果／片側検定の結果」を示し，小数点以下第３位を四捨五入して
ある．この結果，両側検定でも片側検定でも 0.05水準で有意差が確認できたのは，×と◯の分布だけで
あった．したがって，ZERO は，それぞれを単独で行った場合を足し合わせた場合よりも，高次のゲシ
ュタルトの形成を支援する効果が高い． 

表５：ZEROモデルの効果 

 ×と△の分布 ×と◯の分布 △と◯の分布 

単独と ZERO 0.16／0.11 0.02／0.02 0.38／0.30 

 
7. おわりに 
本研究はゲシュタルトの視点から人間の「思いこみ」を分析するとともに，コンピュータの非ゲシュ

タルト的性質を指摘した．ゲシュタルトにおける人間とコンピュータの相補的性質を利用し，人間の局
所的思いこみ（非創造的思いこみ）を大局的思いこみ（創造的思いこみ）へ転換する HCI モデル ZERO
（Zapping by Encompassing & Reintegration by Orchestrating）を提案した．また，ZERO を実現する
ための知識表現方法として GPR（Gestalt Prägnanz Representation）を提案した．被験者を用いた紙媒
体による模擬実験の結果，GPR に基づく ZEOR モデルには以下の三つの効果があることが，統計的な検定
により分かった． 
 
 ZERO は Encompassing 単独に比べてユーザの局所的思いこみを壊す確率が有意に高い 
 ZERO は Encompassing 単独に比べてユーザの大局的思いこみを形成させる確率が有意に高い 
 ZERO は Encompassing，Zapping，Orchestrating をそれぞれ単独で行うよりもユーザの大局的思

いこみを形成させる確率が有意に高い 
 
被験者が少ないため，ZERO の効果の検証にはフィッシャーの正確確率検定を用いたが，この方法は２

×２の表にしか適応できない．しかし本研究の目的は，局所的思いこみを解消できた（◯の分布），ゲ
シュタルト崩壊を起こしている（△の分布），局所的思いこみを解消できていない（×の分布）につい
て，Encompassing，Zapping，Orchestrating を単独で行う場合と，ZERO の場合とで比較することであ
る（３×４の表）．カイ二乗検定が行えるよう被験者の数を増やして実験を行う必要がある． 
本研究における ZERO の評価では局所的思いこみを植え付ける（課題２）以前に，別の局所的思いこ

みをしている人と、局所的思いこみを植え付けようとしたのにゲシュタルト崩壊を起こしてしまった人
（いずれも課題２で△と判定された被験者）とを弁別することができなかった．このようなユーザに対
する ZERO の効果を検証するために被験者の弁別精度を向上させる必要がある． 
GPR 自体の評価も必要となる．本研究では HCI モデルとしての ZERO の有効性の検証に焦点を絞ったた

め GPR の評価は行っていない．GPR は複数のゲシュタルト・Prägnanz に基づく知識表現であり，個々の
Prägnanz の条件を GPR がどれだけ満足しているのかを検証する必要がある． 
一方，ZERO および GPR のコンピュータへの実装を進めていく必要がある．本研究では ground とその

意味に関してのみ ZERO を評価した．GRP のデータベース化を進め，より汎用的な状況において ZERO の
効果を検証していく必要がある． 
また GPR を ZERO に組み込む際のユーザインタフェースにも工夫が必要である．例えば Zapping にお

いて，距離で意味間の関係を示すだけでなく，色の種類や色の濃淡などによっても関係を表すことがで
きる．今回の評価では Zapping が十分に機能しているとは言えない．コンピュータのもつ多様な表現能
力を活用し，Zapping の機能を十分に働かせる工夫が必要である． 
一方，Orchestrating におけるグラフ表現にも課題がある．このグラフはネットワーク表現と分布表

現とを併せもった特徴をもつ．このような特徴を数理的に表現する方法を開発する必要がある．また，
その視覚化も課題である．GPR の規模が大きくなれば，本グラフは複雑になり視認することが困難にな
るからである．ただし，本研究で提案する ZERO は，すべての知識を表現することが目的ではない．あ
くまでもユーザの局所的思いこみを大局的思いこみ（創造的思いこみ）へ転換することが目的である．
すなわちユーザが自ら ZERO のプロセスを行えるようになることが最終的な目標である．したがって
Orchestrating による視覚化は限定的なものでもよく，その限定的な表現を用いてユーザがトレーニン
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グできるよう支援することを目指す． 
現在の発想支援システムは意味検索や連想検索、演繹・帰納が可能な論理データベースなどを利用し

ている（國藤，2003）．これらのシステムは言葉の意味等が定義された知識データベースに基づき，関
連する知識をユーザに提供したり，ユーザの知識の外化や整理を支援したりする．一方，ZERO は発想す
る意識もしくは認知能力をトレーニングする枠組みである．両者を併用することにより人間の創造的な
活動はさらに高められる．発想する意識に関する研究では，「脳はゲシュタルト（全体性）を求める」
という考えに基づくマインド・マップ（Buzan, 1991）や，部分と部分をまとめることにより新しい意
味を創造するというゲシュタルト的な思想に基づく KJ 法（川喜田，1967）がある．しかし，これらの
方法は人間のゲシュタルト的な認知能力の育成自体を支援する手法ではない．こうした発想支援の手法
に ZERO を組み込むことにより，より効果的な発想支援が可能になる． 
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サービスブランド知識評価手法の提案  
Method for Service Brand Knowledge Evaluation 
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【要約】本稿はサービスブランド価値を効果的に共創することを射程に，企業と顧客のサービスブラン

ド知識を同定する評価手法を開発する．サービスマーケティングの 7Ｐの観点から，口コミ情報を用い
て顧客のサービスブランド知識を評価し，企業が訴求するサービスブランドと顧客の認識しているサー

ビスブランドの知識ギャップを測定した．日本の旅館産業に方法論を適用した結果，老舗高級旅館で名

高い旅館であってもブランドに関する知識ギャップは大きく存在していることが明らかになった．  
 
【キーワード】	 サービスブランド，サービスマーケティング 7P，口コミ，旅館業，ブランド知識  
 
 
1．はじめに	 

企業においてブランドは製品やサービスに付与された名前・シンボルだけではなく，他社との差別化を

支え経営の持続的な競争優位の源泉となる．したがって企業はブランドを構築・向上させることによっ

て，企業の価値を高めながら，ブランド価値も引き上げる必要がある（簗瀬，2006；曽，2004）．本研
究が焦点を当てるサービス企業でもブランド価値創造が重要であり，如何にサービスのブランドを構

築・向上させるかは大きな課題になっている． 
	 サービスブランド構築に関する研究は，無形から有形に転換する重要性（Hodges，2009）やサービス
プロセスの強化（Davies，2009)のように，企業のプロダクト戦略やビジネスプロセス戦略と結びついた
ものから，サービス提供者の質向上（細井，2006）のように人的資本の教育に関するものまで，企業側
の視点に立ったものが多い．しかしながら，サービスには，企業から一方的にサービスを提供するだけ

ではなく顧客も一緒に参加しないとサービス価値が生まれないという，いわゆる価値共創の要素を組み

込まない限り，本質的なブランド管理は難しいと考えられる．このためには顧客の視点からもブランド

マネジメントを議論しなければならないが，関連する研究は十分な蓄積がない． 
	 顧客の視点と言えばくちコミの情報がある．現在，インターネットの普及により，顧客が自らの商品・

サービスに対する考え方をそのまま他人に発信することができる．インターネット上のくちコミはブラ

ンド認知を広める効果があり，企業の資産としてのブランド形成を補助する役割を果たしている（前田，

2010）．このように企業のブランド形成・発展に大きな影響力を持つと考えられているものの，製品評
価（杉谷，2009），消費者行動への影響（宮田，2006）についての研究にとどまり，消費者のくちコミ
を用いたブランド価値評価に関する研究は少ない． 
	 サービス業においてインターネットを利用したサービスは，ここ数年で大きな伸びを示してきた（小

坂，2010）．特に宿泊業においてインターネット利用が高く，ネット上のくちコミが消費者の購買意思
を促進させている（王，2010）．特に宿泊業のくちコミサイトにおいては，じゃらんと楽天トラベルが
多くの人に利用されている． 
	 そこで本研究では，新しいサービスブランドマネジメントとしてのくちコミを利用したサービスブラ

ンド価値評価手法を提案する．このために，サービスマーケティング戦略の 7P 概念を用い，インター
ネットの利用著しい宿泊業にフォーカスし，そのブランド価値を楽天とじゃらんネットのくちコミを用

いて評価および手法の妥当性を検証することを目的とする． 
 
2．サービスマーケティングの 7P	 

1961年にアメリカのマーケティング学者，ジェローム・マッカーシーがマーケティングミックスの構成

知識共創  第１号 (2011)

Ⅳ1-01



要素のうち重要なものとして 4p を提唱した．この 4p は製品（product），価格（price），流通（place），
プロモーション（promotion）の 4つの頭文字で表された．これは企業がターゲットとする市場に対して
用いるマーケティング・ツールを最適に組み合わせることである． 
	 しかし，サービスはモノと違って，独特の性質を持っている．これによって，80年代に Booms and Bitner
（1981）はサービス企業のマーケティングが従来のマーケティングよりもっと 3つの要素を加えるべき
だと提唱し，参加者（Participants），物的環境（Physical evidence），サービスの組み立てプロセス（Process 
of service assembly）を示した．参加者はサービス提供者，サービスを受ける顧客，場合によってその他
のスタッフと顧客を指している．顧客はサービスの無形性があるため，サービスの価値や品質を見極め

ようとして形のある手がかりを求めるものだからである．また，場合によって，周りの顧客からもヒン

トをもらえる．物的環境はサービスが見ることや触れることができない点から，それを補うためのもの

である．これは顧客が求めるサービス質を見極めるために，サービス以外のヒントを手がかりである．

プロセスは仕事のやり方を指す．サービスを効率的に提供することである．この三つの新しい要素（3p）
はサービスマーケティングの性質を把握し，サービス製品特有のものを表している．従来のマーケティ

ング 4pと新しい 3pを合わせて 7pをサービスマーケティングとして提唱している． 
	 一方，サービスマーケティングの研究者である Lovelock（2002）はサービスの特性に合わせて，サー
ビスマーケティング 8pを提唱した．8pというのは「サービス・プロダクト（product）」，「場所と時間（place 
and time）」，「価格とその他のコスト（price and other user outlays）」，「プロモーションと教育（promotion and 
education）」，「物理的環境（physical environment）」，「サービスプロセス（process）」，「人（people）」，「生
産性とクオリティ（productivity and quality）」である．彼はこの 8pの間の合力と統合によって，相乗効
果を生み出し，競合他社のサービスを差別することができると論じている． 
文はこのサービスマーケティングの 7p を利用する．そしてインターネット上のくちコミをサービスマ
ーケティング 7pの観点から独自に分類定義し，ブランド価値を評価に援用する． 
 
3.	 分析	 

3.1	 対象	 
宿泊産業では消費者はインターネットのくちコミを通じて，予約・購買の決定意思が増えている（王，

2010）おり，中でもじゃらんと楽天トラベルが知名度が高く，アクセス数も多い．本稿では，楽天トラ
ベルとじゃらんネットの口コミを収集・利用する．具体的にはじゃらんネットの各旅館のプランの値段

を平均的に計算し価格帯に応じて 3 つの層を設ける．高価格帯については「加賀屋」，「諧暢楼」，中価
格帯については「あえの風」，「のとや」，低価格帯では「虹と海」，「大江戸温泉」という 6 つの温泉旅
館を対象としブランド評価する． 
	 諧暢楼以外の旅館は 2009 年の 1 月から 12 月まで，楽天トラベルのくちコミを 21 件，じゃらんネッ
トのくちコミを 23 件取り込んだ．諧暢楼は 2009 年の 1 月から 12 月までに	 楽天トラベルのくちコミ
15件，じゃらんネットのくちコミを 17件取り込んだ． 
 
3.2	 分析方法	 
（a）概要 
サービスブランド価値評価システムの概要図を図 1に示す．本システムの要素技術は顧客の視点にはイ
ンターネット上のくちコミを収集し，MAXQDA2010 でくちコミデータをサービスマーケティング 7p
に基づくコーディングする．そして，企業の視点には WEB 上の価値提案情報を収集し，価値提案の写
真をコーディングする．顧客の視点から得られた評価と企業の視点から得られた評価を組み合わせて，

ブランド価値評価をする．  
 
（b）詳細：顧客サイド 
	 サービスマーケティングの 7pに基づき，MAXQDA2007でくちコミを分析する．サービス企業によっ
て，サービスマーケティングの 7pの内容が違うため，温泉旅館のサービスマーケティングの 7pの内容
を以下に改めて定義した． 
 Product：食べ物，購入土産，プレゼント等 
 Price： 払ったお金，値段等 
 Place and time： 旅館の場所，営業時間，等 
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 Promotion： 企業の宣伝，噂，ランキング等 
 Physical Evidence：部屋，アメニティセット，等 
 Process：顧客に待たせないサービス等 
 People：サービス提供者，顧客，周りの顧客等 
 
	 具体的にはまず 6 つの温泉旅館における楽天とじゃらんネットのくちコミ情報を収集し，
MAXQDA2010 に取り込む．くちコミ情報にはさまざまな情報が書かれているため，サービスマーケテ
ィング 7p を用いて，MAXQDA2010 の中に内容を分類し，コードを付ける．くちコミを分析する際に，
旅館に対する認識はいい評判と悪い評判がある．悪い評判がある場合に，コードの後ろにマイナス（‐）

のしるしをつける． 
	 くちコミの中に同じ物を評価するために，顧客は様々の視点から評価する．したがって，評価表現が

どの対象物，対象物のどこに評価しているかを見つける必要がある．視点の違いによって，評価するポ

イントも違ってくる．例えば，フィジカルエビデンスの中に部屋，風呂，館内の設備という 3つの要素
が含まれる． 
 
（c）詳細：企業サイド  
	 WEB 上に企業は顧客に価値を提案する．どのような価値提案をしているかを把握するために，本稿
では，知名度の高いじゃらんネットにおける企業のプラン案内図を評価する．価値提案のポイントは以

下の 2つの観点から行った． 
1.	 じゃらんネットの企業独立ホームページ 
2.	 各企業の宿泊プランの数と写真 
 
4.	 分析結果	 

4.1	 高価格の温泉旅館	 
（Ａ）加賀屋 
加賀屋は日本一の旅館と言われ，30年連続で総合 1位という評価を受けている．特に加賀屋の提供され
るおもてなしは非常に高く評価されており，従業員を大切にしているところは日本一のサービス力の源

泉だと言われている． 

 

図１	 価値評価システムの概要図 
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	 加賀屋のくちコミを 172 個コーディングした結果，フィジカルエビデンスが全体の 33.24%，価格が
2.33%，人的要素は 27.33%，プロモーションは 7.58%，プロセスは 4.55%，場所と時間は 0.58%，プロ
ダクトは 24.42%であった．これらのデータから見ると，顧客は加賀屋のフィジカルエビデンス，人的要
素，プロダクトにサービス価値を認識していることが分かった．以下に詳細を記述する． 
 Product：プロダクトのコードの中に付加サービスと食べ物のサブコードとした．サブコードである「食べ物」は料理が普通，食

事に不満（‐），食事をいい思い出に，食事に満足という孫コードを含めた．「食事に不満(‐)」は「お料理は，印象に残らず少し
残念」などの内容 2 ケースである．「食事をいい思い出に」は「食事も文句無しにおいしかったです」などの内容が 21 ケースで
てきた． 

 Price：サービスの価格とその他のコストのコードには価格に納得と価格に納得できないというサブコードに分かれている．「価格
に納得」については「料金も含め，満足しました．」という内容が 2 ケースでてきた．「価格に納得できない」については「もう
少し安い価格設定を希望します．」という内容を 2つコーディングされる． 

 Place and Time：場所と時間の中には時間をサブコードとし，「チェックインの時間がもっと早め」を孫サブコードした．内容は
「できるだけ早くチェックインして宿を堪能したほうが良いと思いました．」である． 

 Promotion：プロモーションのコードの中にはプロモーションが不完全（‐），噂の加賀屋，テレビのコマーシャル，伝説の加賀
屋，イメージとぴったりのサブコードをした．「プロモーションが不完全（‐）」は「イメージは，老舗の和風旅館だったので，

にぎやかな館内と騒々しさに少しがっかり」という内容が 2ケースでてきた 
 Physical evidence：フィジカルエビデンスのコードの中には「旅館の備品」，「部屋をグレードアップされた」，「演奏」，「人工的に

作られた空気」などが含まれる．サブコードである「演奏」の中に「パラグアイの３人組がわざわざ来てくれて歌ってくれたの

にはびっくりでしたが嬉しかったです．」，などの内容が 8ケースでてきた． 
 Process：プロセスのコードの中はチェックインの対応，料理を出すタイミングが遅い（‐），案内までのプロセス，入管のプロセ

スが良くできなかった（‐），料理を提供するプロセスのサブコードとした．「チェックインの対応」は「3 時にチェックインし
たら，仲居さんがずらりと勢ぞろい．」という内容である．「料理を出すタイミングが遅い（‐）」は「せっかく頂いた伊勢海老が

出てきたタイミングが遅かった」という内容である． 
 People：「仲居さんのおもてなし」については，仲居さんのおもてなしに満足，部屋の案内，仲居さんのおもてなしの失格という

孫サブコードを含めた．「仲居さんのおもてなしに満足」は「担当の仲居さんは，とても一生懸命接客してくれて気持ちが良かっ

たです．」などの内容が 34 ケース出てきた．「仲居さんのおもてなしの失格（‐）」は「気になったのは，車から降りてチェック
インする前に普通は，サッと仲居さんが寄ってきて荷物を持ってくれるのに，ここは自分で持たなければならなかったこと」な

どの内容が 3ケースある． 
 
（Ｂ）諧暢楼 
この旅館の特徴として「離れや特別階とは違う“ホテル inホテル”もとい“宿中宿”．多くは親旅館以上に
贅を尽くし，趣向を凝らしたゴージャスな空間だ．昨今の旅館の急速なラグジュアリー化の一端を担う

のがこの別邸ブームの中に諧暢楼はその中の一つである」という記述がある（日経ビジネス，2008）． 
	 諧暢楼のくちコミを 75個コーディングした．分析した結果はフィジカルエビデンスが全体の 40.79%，
価格が 2.63%，人的要素は 22.37%，プロモーションは 2.63%，プロセスは 3.95%，場所と時間は 2.63%，
プロダクトは 25.00%である．フィジカルエビデンスのコードの中には館外の環境，部屋，風呂，館内の
設備，備品のサブコードをした． 
 Product：プロダクトの中にお土産に感心，飲み物が独特，食べ物のサブコードとした．「飲み物が独特」は「マリアージュも日本

酒もワインも取り合わせては，初めての経験．」という内容である．「料理がうまい」は「お食事も大変美味しくいただきました．」

などの内容が 12ケース出てきた． 
 Price：サービスの価格とその他のコストのコードには値段が高い（‐）のサブコードとした．内容は「お値段はちょっとお高め

でした」という内容が 2ケース出てきた． 
 Place and Time：場所は料理を食べる場所のサブコードとした．内容は「部屋食ではないということで残念に思っていたのですが，

素敵な個室に案内され，ライトアップされた「森」を見ながらゆっくりと贅沢な時間を過ごしました．」という内容である． 
 Promotion：プロモーションはランキング見てからのサブコードとした．内容は「ランキングを見て決定しました．」などの内容

が 2つある． 
 Physical evidence：フィジカルエビデンスのコードの中には館外の環境，部屋，風呂，館内の設備，備品のサブコードをした．「部

屋」の中には部屋の清潔さ，部屋の設備が足りない（‐），部屋の風呂に満喫，部屋の整体感がいいという孫サブコードである．

「部屋の清潔さ」は「部屋は相変わらず綺麗に掃除がなされており，ありがちな露天風呂回りの汚れやイタミも全く見当たりま

せん．」などの内容が４ケースある． 
 Process：プロセスは料理を出すタイミングが良かったと仲居さんと厨房さんの繋がりがいいというサブコードとした．「料理を出

すタイミングが良かった」は「お食事の出てくるタイミングなども抜群でした．」という内容である．「仲居さんと厨房さんの繋

がりがいい」は「こちらの希望を確認し，1日目と趣向を変えて対応してもらいました．」などの内容が 2ケースでてきた． 
 People：人的要素は周りの顧客に不満が持っている（‐），従業員のおもてなし，仲居さんのおもてなしのサブコードとした．「顧

客に不満が持っている（‐）」は「体を洗わずに湯船に飛び込む子供を注意しない親」という内容である．「従業員のおもてなし」

は「スタッフの対応もでしゃばらないサービス精神が行き届いており」という内容である． 
 
4.2	 中間価格の温泉旅館	 
（A）あえの風 
あえの風は加賀屋の姉妹館である．あえの風には食事をしながら，太鼓の演奏を見るのが顧客にとって，
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最も魅力的なところであるといわれている（日経ビジネス，2008）． 
	 あえの風は加賀屋の姉妹館である．あえの風のくちコミを 194個コーディングした．分析した結果は
フィジカルエビデンスが全体の 48.45%，価格が 2.58%，人的要素は 18.56%，プロモーションは 1.03%，
プロセスは 4.12%，場所と時間は 3.61%，プロダクトは 21.65%である． 
 Product：プロダクトのコードの中に付加サービス，食べ物のサブコードとした．「付加サービス」についてはお土産をもらった，

思いでの写真と記念写真という孫サブコードを含めた．「お土産をもらった」は「お見送りで飴をいただく心遣いはうれしかった

です」という内容である．「思いで写真（‐）」は「記念写真はせっかく２枚貰えるなら違うショットの写真が良かったです」と

いう内容である． 
 Price：サービスの価格とその他のコストについては価格に納得できる，価格が高い（‐）という孫サブコードをつけた．「価格に

納得できる」は「今まで行ったことのある温泉旅館の中では，一番の値ごろ感があった」などの内容が 3ケースある．「価格が高
い（‐）」は「料金の割には，いまいちです．」という内容である． 

 Place and Time：場所と時間のコードの中には時間をサブコードとした．「時間」については加エレベータを待ち時間がない，入
浴時間という孫コードをつけた．「入浴時間」は「特に加賀屋と違い温泉の入浴可能時間に制限がなく２４時間利用可能なのは魅

力だと思います」，「心のお風呂は２４時間いつでも入れるのにとても綺麗で，」という内容である． 
 Promotion：プロモーションのコード中にはインターネットの情報，憧れの会えの風のサブコードとした．サブコードである「イ

ンターネットの情報」は「盆休みに家族で夫の実家（七尾市）に帰省する折り，和倉温泉に泊まりたくてネットで探し，ちょう

ど空きがあったのとあの有名な「加賀屋」さんの姉妹館とあって即決め！」という内容である． 
 Physical evidence：フィジカルエビデンスのコード中に旅館の備品，送迎バス，部屋と食事場所のランクアップ，館外の景色，演

奏，旅館の外表，館内の設備，風呂，部屋のサブコードとした．「演奏」は夜のショーを孫サブコードとしてつけた．「夜のショ

ー」は「夜のショーも眼の前で拝見でき想い出となりました．」，「ショーは楽しかったです．」などの内容が 14ケースでてきた． 
 Process：プロセスのコードの中には情報を共有によってサービスを提供，送迎バスの手配，料理を出す時間，手順というサブコ

ードをつけた．「手順」についてはスムーズに館内で過ごした，チェックインのプロセスという孫サブコードである．「スムーズ

に館内で過ごした」は「お盆の混んでる時期でしたがあわただしさがなくゆっくりできました．」という内容である．「チェック

インのプロセス」は「少し遅れて行きましたが，手際良く対応していただきました．」という内容である． 
 People：人的要素のコード中には周りの顧客の雰囲気，仲居さんのおもてなし，従業員のおもてなしのサブコードとした．「周り

の顧客から悪い雰囲気」は「ちょうど忘年会シーズンで，酔っぱらいのお客さんが多く，少しガラが悪い印象を受けました」と

いう内容である．「仲居さんのおもてなし」は「お部屋の担当の方の丁寧さと，」などの内容が 23ケースでてきた．  
 
（B）のとや 
のとやは 700年前に作られた温泉旅館である．地元にカニに有名だが，最近ではインターネットに力を
入れて，積極的に顧客に自社の事をアピールしている． 
	 のとやのくちコミを 193個コーディングした．分析した結果はフィジカルエビデンスが全体の 50.26%，
価格が 0.52%，人的要素は 17.10%，プロモーションは 4.15%，プロセスは 3.63%，場所と時間は 4.15%，
プロダクトは 20.21%である． 
 Product：プロダクト要素には食事，付加サービス，食事メニューという孫サブコードとした．「付加サービス」はお湯上りのフル

ーツが用意され，ネイルサービスをサブコードとしてつけた．「ネイルサービス」は「仲居さんの愛想は良く，ネイルサービスな

ど 生け花が色んな所にいけててあるのは，とても印象良かったです」などの内容が 2ケースでてきた． 
 Price：サービスの価格とその他のコストは値段に相応という孫のサブコードとした．内容は「全体的にはお値段に見合うよいお

宿だと思います．」である． 
 Place and Time：場所と時間については時間と場所という孫サブコードとした．場所は場所が分かりにくいをサブコードとした．

「場所が分かりにくい」は「場所はナビがないと分からない位の場所で”温泉街”とは程遠いものでした」という内容である．	 時
間は大浴場の 24 時間の対応をサブコードとしてつけた．内容は「大浴場の２４時間対応も，ありがたかったです．」という内容
である． 

 Promotion：プロモーションについては，くちコミ情報とプロモーションの不適切(‐)という孫サブコードとした．「くちコミ情報」
は「他の方のくちコミと満足度を見て宿泊を決めました」などの内容が 5ケース出てきた．「プロモーションの不適切(‐)」は「ホ
ームページの写真と実際のお部屋・露天風呂のギャップにショック．」などの内容が 2ケースでてきた． 

 Physical evidence：フィジカルエビデンスのコード中にカニを食べる前に見せてくれた，部屋をグレードアップ，旅館の備品，旅
館周囲の景色，旅館の外表，館内の設備，風呂，部屋のサブコードとした．「部屋をグレードアップ」は「お部屋をグレードアッ

プしてくれたのだ」など 2ケースが出てきた． 
 Process：プロセスについては料理を出すタイミングがいい，館内で愉快に過ごした，料理をうまく出していない(‐)，全体のプ

ロセスがいいという孫サブコードとした．「料理を出すタイミングがいい」は「お食事は温かい物は温かく，良い間隔で出してく

れました．」という内容である．「館内で愉快に過ごした」は「出迎えから，お見送りまで，その間も対応が非常に良かった．」と

いう内容である． 
 People：人的要素には顧客に迷惑をかけられる，仲居さんのおもてなし（‐），仲居さんのおもてなしという孫サブコードとした．

「仲居さんのおもてなし（‐）」は「廊下ですれ違っても挨拶もせず，仲居さん同士で愚痴を言い合っている始末」などの内容が

2 ケースでてきた．「仲居さんのおもてなし」は「仲居さんがとても明るく気取りがなく親切で，助かりました．」などの内容が
30ケース出てきた． 

 
4.3	 低価格の温泉旅館	 

（A）虹と海 
加賀屋は顧客層や価格帯，内容が異なるサービスを傘下に抱えることによる需要の平準化するために，
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2010年 4月 28日に虹と海がオープンした．女性を顧客ターゲットの中心に据えているうえ，料金とし
て加賀屋グループの中に最も低いのである（日経ビジネス，2008）． 
	 虹と海のくちコミを 200個コーディングした．分析した結果はフィジカルエビデンスが全体の 53.64%，
価格が 6.36%，人的要素は 10.91%，プロモーションは 5.00%，プロセスは 4.09%，場所と時間は 2.73%，
プロダクトは 17.27%である 
 
 Product：プロダクト要素には飲み物がほしい(‐)，食事がおいしい，食事に不満（‐）という孫サブコードつけた．「飲み物がほ

しい(‐)」は「一つお願いできるのであれば飲物にミルクを追加してほしいです．」という内容である．「食事がおいしい」は「食
事もバイキングのイメージをいい意味でくつがえすもので大満足でした．」などの内容が 23ケースでてきた． 

 Price：サービスの価格には価格に納得できない（‐）と価格に納得できるという孫サブコードをつけた．「価格に納得できない（‐）」
は「少しお高めの料金なので，もう少し変化があっても良いかと思いました．」などの内容が 5 ケースでてきた．「価格に納得で
きる」は「総合的に妥当な金額だと思います．」などの内容が 8ケースでてきた．   

 Place and Time：場所と時間については時間と場所という孫サブコードとした．場所には立地がいいという孫サブコードした．内
容は「立地とお宿などのハード面は最高です」である．時間には風呂の時間を長くしてほしい(‐)とチェックアウト時間が長くし
てほしい（‐）のサブコードをつけた．「チェックアウト時間が長くしてほしい（‐）」は「チェックアウトやお風呂の時間も早

いし」という内容である． 
 Promotion：プロモーションにはテレビのコマーシャルとくちコミの情報を孫サブコードとした．「テレビのコマーシャル」は「テ

レビで見てすぐに予約をしておき」などの内容が 6ケースでてきた．「くちコミの情報」は「楽天のくちコミを見ると，ずば抜け
て良いものではなかったので，少し不安でしたが」3ケースでてきた． 

 Physical evidence：フィジカルエビデンスのコード中に旅館の備品，演奏，館内の設備，風呂，館外の景色，部屋のサブコードと
した．演奏にはピアノの演奏と調理の実演を孫サブコードとした．「ピアノの演奏」は「ラウンジでのフルートとピアノの生演奏

もすてきでした」などの内容が 2 ケースでてきた．「調理の実演」は「調理の実演もあり，食欲をそそりました．」という内容で
ある． 

 Process：プロセスには完璧のプロセス，食事を待たせた(‐)，入館と退館が待たせた（‐）を孫サブコードとした．「食事を待た
せた(‐)」は「朝食を待たされるとは，数分でも気分のいいものではありません．」などの内容が 4ケースでてきた．「入館と退館
が待たせた（‐）」は「受付はインもアウトも結構待たされたとか」という内容である． 

 People：人的要素には周りの顧客(‐)，従業員のおもてなし，従業員のおもてなしがよくない(‐)を孫サブコードとした．「周りの
顧客に対する不満(‐)」は「バイキングの下品なお客のふるまいが嫌いです．」などの内容が 4ケースでてきた．「従業員のおもて
なし」は「スタッフの皆さん，親切で父母達にも優しく接していただいて嬉しかったです．」などの内容が 16ケースでてきた． 

 
 
 （B）大江戸温泉物語 
元祖温泉アミューズメントとして東京お台場にオープンし，今も多くの利用客を集めている大江戸温泉

物語では，5,000円以下の料金で温泉施設と「黒船キャビン（簡易宿泊施設）」の利用が可能である．一
方，日本の観光立国により，大江戸温泉は外国人の観光地として，活躍している（日経ビジネス，2008）． 
	 大江戸温泉のくちコミを 149 個コーディングした．分析した結果はフィジカルエビデンスが全体の
52.35%，価格が 11.41%，人的要素は 13.42%，プロモーションは 0.67%，プロセスは 2.68%，場所と時
間は 9.40%，プロダクトは 10.07%である． 
 
 Product：プロダクト要素のカードの中に飲食店の料理がおいしい，朝食がいい，朝食がまずい(‐)，焼き肉がおいしいという孫

サブコードをつけた．「飲食店の料理に満足」は「温泉，飲食店はとても満足出来ました．」などの内容が 2ケースでてきた．「朝
食がいい」は「朝食のバイキングは，豪華ではありませんが，朝食としては十分です．」などの内容が 4ケースでてきた． 

 Price：サービスの価格と他のコストには居酒屋の料理が高い（‐），駐車場料金がなし，値段は割と安い，値段に合わない（‐）
というサブコードつけた．「駐車場料金がなし」は「宿泊者は，駐車料金が無料なのももう一つの魅力でした．」という内容であ

る．「値段は割と安い」は「値段から考えるとお徳な気がします．」などの内容が 12ケースでてきた． 
 Place and Time：場所と時間のコードの中に時間と場所のサブコードとした．場所には駐車場が遠い，立地がいいという孫サブコ

ードをつけた．「駐車場が遠い」は「ただ駐車場が少し遠かったかな．」という内容である．「立地がいい」は「立地，風呂は大変

満足です．」などの内容が 2ケースでてきた． 
 Promotion：プロモーションのコードの中に，「日経ビジネスで知った」というサブコードをつけた．内容は「日経ビジネス等で

大江戸温泉グループを拝見させて頂いた事はありました」である． 
 Physical evidence：フィジカルエビデンスのコード中に旅館の備品，館内の設備，風呂，部屋のサブコードとした．風呂には風呂

の匂いがきつい（‐），風呂に満足，風呂がたくさんあって楽しめる，大浴場が広いという孫サブコードを付けた．「風呂に満足」

は「温泉が大変よかったです．」などの内容が 10ケースでてきた．「風呂がたくさんあって楽しめる」は「お風呂がたくさんあっ
て楽しめました」などの内容が 11ケースでてきた． 

 Process：プロセスのコード予約できない（‐）というサブコードをつけた．内容は「こちらの予約でお伺いしましたが，受付で
名前を言うと予約が取れていないとの事．」という内容である． 

 People：人的要素のコード中に周り顧客の不満(‐)，スタッフの対応が良くない(‐)，スタッフの対応がいいというサブコードと
した．「周り顧客の不満(‐)」は「キャビンの部屋では他の人の動く音やいびきが気になりました． 」などの内容が 7ケースでて
きた．スタッフの対応が良くない(‐)」は「チェックアウト時まで知らん顔でした．」などの内容が 5ケースでてきた． 

  
4.4	 結果のまとめ	 
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（Ａ）価格帯に応じたサービス価値認識 
サービスマーケティングの 7pに基づいて，インターネット上のくちコミを通じて，6つの温泉旅館のサ
ービス価値を分析した結果を円グラフで表示したものが図 2である．図 2から見ると，高価格温泉旅館
から低価格温泉旅館まで，フィジカルエビデンス，人的要素，プロダクトがサービス価値の創造におい

て，最も多く生まれていることが分かる． 
	 高価格温泉旅館である加賀屋と諧暢楼のサービス価値はフィジカルエビデンス，人的要素，プロダク

トが平均的に分布している．中間価格の温泉旅館であるあえの風とのとやはサービス価値において，フ

ィジカルエビデンスが全体の半分を占めているほか，人的要素とプロダクト要素が約 20％を占めている．
低価格旅館である虹と海と大江戸温泉はフィジカルエビデンスが半分以上占めている．低料金のため，

価格におけるサービス価値がほかの旅館より大きくなった． 
	 サービス価値において，サービスマーケティングの 7p の分布を見ると，フィジカルエビデンスから
生まれたサービス価値は値段が下がるにしたがって大きくなる．また，価格から生まれた価値は高価格

温泉旅館と中価格温泉旅館において，極めて少ない一方，低価格温泉旅館のほうが，比較的に大きくな

ってきた．そして，人的要素において値段が下がることによって，「人」から生まれたサービス価値が

減少する．人的要素と同じようにプロダクトも値段の下がるとともに，創造されたサービス価値が減少

する傾向がある． 
 
（Ｂ）サービスブランド価値の評価 
	 サービスマーケティングの 7p によって，インターネット上のくちコミを分析し，各要素の中にポジ
ティブなくちコミとネガティブなくちコミを（＋）と（‐）を振る．各要素の（＋）と（‐）の集合に

よって，得られたサービス価値の結果は高価格温泉旅館である加賀屋が 0.65, 諧暢楼が 0.79, 中間価格
温泉旅館であるあえの風が 0.82, のとやが 0.76, 低価格温泉旅館である虹と海が 0.46, 大江戸温泉が 0.44
である． 
	 一方，サービス企業側はじゃらんネットを通じて，顧客に価値提案をする．サービスマーケティング

の７p に基づいて企業からの価値提案を評価した上で，計算した結果は高価格温泉旅館である加賀屋が
1.46, 諧暢楼が 1.92, 中間価格温泉旅館であるあえの風が 2.26, のとやが 1.58, 低価格温泉旅館である虹
と海が 2.01, 大江戸温泉が 2.12である． 
 
 
5.	 考察	 
サービス価値分析により，高価格から低価格に変化していくにつれ，フィジカルエビデンスと価格だけ

サービス価値が上昇したが，人的要素とプロダクトは価値が減少していることが下がっていることがわ

かった． 
	 この結果から得られる知見は 2つある．高価格温泉旅館では，フィジカルエビデンス，人的要素，プ
ロダクトに力を入れ，良いバランスを追求していることである．しかし，フィジカルエビデンスとプロ

ダクトよりも，「人的要素」が三つの価格帯の中で最も評価されている背景には，高価格温泉旅館では

概して「従業員によるおもてなし」に力を入れ，顧客に他の旅館で経験できない人的なサービスを経験

させていることに注力していることが背景にあると考えられる．近年の多様な価値観を持った利用客，

特に高価格の旅館を利用できる富裕層の客のニーズに即した極めて細かいおもてなしが必要であり，そ

の意味からも，組織のおもてなしの能力を如何に構築していくかは高価格帯旅館の課題である． 
	 第 2は，低価格温泉旅館では利用価格が低く，経営として人件費を抑制する傾向がある．そして，人
件費を抑制する代わりに顧客に楽しませるもの，あるいは，旅館の品質を表明し顧客を満足させるもの

（フィジカルエビデンス）を設置している．例えば旅館の外観や設備など力を入れていることがくちコ

ミ分析を通じて明らかになった．この場合，フィジカルエビデンスは顧客に注目されやすい．ただ，人

件費を抑制といっても，全く接客に力に入れないことはできない．従って，低価格温泉旅館においては，

顧客と接触する限り，如何に素晴らしいおもてなしを顧客に提供するかが重大の課題といえよう． 
	 高価格温泉旅館である加賀屋と諧暢楼はサービスブランド価値評価において，諧暢楼が加賀屋より

0.2高かった．この原因は 3つあると考える． 
	 第 1は，加賀屋には顧客に価値を提案するものが足りないということである．顧客は加賀屋に対する
サービス価値の認識の中にフィジカルエビデンス，人的要素，プロダクトが三つの要素が全体の 85％を
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図２	 6つの温泉旅館のサービス価値分析結果 

占めているにもかかわらず，加賀屋が顧客に価値を提案する際に，プロダクトと人的要素に関する価値

の提案が極めて少ない．前述したように，加賀屋はおもてなしに力を入れており，これは同じ業界にお

いて競争力の源泉でもある．しかし，この強みは，じゃらんネットの最初のホームページとプランのホ

ームページには，ほとんど反映されていない． 
	 第 2は，諧暢楼の価値提案は加賀屋より圧倒的に多いことである．諧調楼はじゃらんネットにおいて，
例えば宿泊プランの数が 20個があり，関連する写真は 10枚ある．この一方，加賀屋は宿泊プランの数
が 8個で，写真は 5枚しかない．サービスマーケティング 7Ｐの観点からは，ＷＥＢの写真はその企業
において 1つの立派なフィジカルエビデンスと言える．なぜなら，これはサービス品質に関わる手がか
りであるからである．顧客にとっては高級温泉旅館を選ぶ際に，選択肢が多くサービス品質に関わる手

がかりが多いほど，その旅館のサービス品質に対する信頼性が高まり，その結果，価値提案を多くして

いるところに向かい，逆に価値提案が少ないところには共創によるブランド価値の創造や強化が難しく

なる． 
	 第 3は，現在の加賀屋が伝統に重きを置くことに注力しすぎ，新しいものを取り入れていないことに
あるといえる．企業内にある伝統の縛りが強すぎることで，新しい旅行のトレンドになかなか乗ること

ができていない．この点，諧暢楼は逆であり，したがって，インターネット上の価値提案においては，

加賀屋は諧暢楼より手遅れている． 
	 以上の 3点の理由から加賀屋のサービスブランド価値評価が諧暢楼より低くなっていると考えられる． 
	 また，中間価格温泉旅館であるあえの風とのとやがサービス価値で比べると 0.06 差がしかないのに，
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サービスブランド価値評価において，あえの風はのとやより 0.6 高かった．その原因は顧客の認識と企
業のブランド価値提案のギャップが存在していた．顧客のサービス価値認識において，のとやはフィジ

カルエビデンスが半分に占めている．しかし，企業は顧客にプロダクトであるカニを提案している．企

業として，カニを会社のブランドアイデンティティとして顧客に提案する．じゃらんネットのプランに

もカニの写真が非常に多い．しかし，顧客はカニより，旅館の部屋，風呂，アメニティセットにもっと

注目している．むしろ，顧客はフィジカルエビデンスでのとやとほかの旅館の差別が見つけたと言える

でしょう．したがって，のとやは顧客に価値を提案する際に，フィジカルエビデンスの要素も入れたほ

うがブランド価値を向上させると考えられる． 
	 低価格温泉旅館である虹と海と大江戸温泉は，サービス価値とサービスブランド価値が非常に近い．

虹と海のサービス価値が大江戸温泉より少し高いが，サービスブランド価値は大江戸温泉のほうが高く

なってきた．虹と海は 2010 年にオープンした新しい旅館で，企業はフィジカルエビデンスに力を入れ
ている．一方，大江戸温泉は 2003 年に東京のお台場でオープンし，さまざまな温泉を設置している．
両者はじゃらんネットの価値提案において，フィジカルエビデンスに力を入れているため，サービスブ

ランド価値の評価がほとんど一緒である．しかし，くちコミのデータを分析する際に，ポジティブなく

ちコミが高価格温泉旅館と中間価格温泉旅館と比べると圧倒的に多いため，これからブランド価値を向

上させるために，フィジカルエビデンスの要素を保つつ，くちコミの管理をしなければならない． 
 
 
6.	 おわりに	 
本稿はサービスブランド価値を効果的に共創することを射程に，企業と顧客のサービスブランド知識を

同定する評価手法を開発することを目的として，ブランドアイデンティティ形成に必要なサービスマー

ケティングの 7Ｐの観点から，口コミ情報を用いて顧客のサービスブランド知識を評価し，企業が訴求
するサービスブランドと顧客の認識しているサービスブランドの知識ギャップを測定した．日本の旅館

産業に方法論を適用し，方法論の妥当性検証および企業と顧客のブランド知識のギャップを埋めるため

のブランドコミュニケーション方策について論じた結果，老舗高級旅館で名高い旅館であってもブラン

ド知識ギャップは大きく存在し，逆にインターネット戦略を的確に用いて，ヴァーチャルのブランドコ

ミュニケーションを活発に行っている旅館は総じて知識ギャップが少なく，ブランド価値を高めている

ことが明らかになった．本研究で開発したサービスブランド価値評価は，ネットワークサービス化がよ

り進展する今後のサービスビジネスに対し，的確なブランド形成方策提示に貢献すると考えられる． 
	 本研究では，顧客の視点から，インターネット上のくちコミを用いて，サービスマーケティングの 7p
に基づき，価値共創を通じて，サービス価値やサービスブランド価値評価を行った．サービスブランド

価値評価する際に，サービス企業の価値提案を顧客がどのぐらい受取ったのかは疑問である．顧客の事

前期待とインターネット上のくちコミとどのような関連があるのかを検討する必要がある． 
	 また，価値提案の評価において，今回はインターネット上の価値提案だけ評価したが，実際に企業の

経営において，価値提案の方針，財力などによる価値評価はさらなる追加研究が必要である． 
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【要約】現在,日本製のコンテンツに対して注目が集まっており,コンテンツの創造が商業的に重要視さ
れている。本稿ではアマチュアのコンテンツ創造,特に二次創作と呼ばれる行為について言及する。本稿
では,具体的に男性同性愛フィクションを好む「腐女子」と呼ばれる女性の,二次創作と呼ばれる活動を
対象としている。そして,コミュニティ内において,どのような知識が創造され,共有化されているのかに
ついて明らかとすることを目的としている.  

 
【キーワード】知識創造 二次創作 腐女子 
 
1. はじめに 

近年,日本のポップカルチャーが「JAPAN COOL」と呼ばれ,日本製のアニメやゲーム,音楽などのポ

ップカルチャーが世界中で受け入れられている現状がある(奥野,2004,堀田,2005).また,国内におい

てもコンテンツ市場の規模は拡大しており,2002 年に日本政府は「知的財産戦略会議」を発足させ「知

的財産戦略大網」を決定するなどコンテンツ産業に対して,いくつもの支援政策を行っている。この

ことは今日の日本の産業分野におけるコンテンツ産業の重要性を示している.日本のコンテンツ文化

が国内外から注目されると同時に,マンガやアニメ,ゲームなどのコンテンツ消費者の代表格である

「オタク」に対しても,注目が集まっている.2004 年に発表された野村総合研究所の調査結果では,日

本におけるマニア消費者層(いわゆる「オタク層」)の市場規模は約 2900 億円であるとされている.ま

た,マニア消費者層は「購買意欲が高いだけでなく,コミュニティー形成の核,次世代技術の革新の場,

新商品の実験対象としての価値も高く,近未来の商材を見極める意味で産業的視点から期待される役

割が大きい母集団であると言え」ると述べ,オタクを単なる消費者として捉えることはできないとい

う見解を示している(野村総合研究所 2004).実際に,一部のオタクは,商業コンテンツをただ消費す

るだけではなく,商業コンテンツに対して独自の改良を加え,さらに新しい作品を作り出しており,彼

らの情熱や創造性は,イノベーションを引き起こすための原動力になるとも言われている

(KITABAYASHI,2004). 

オタクの創造性の一端を見ることが出来るのが,二次創作と呼ばれる行為である.二次創作とは,

「原作となったまんが,アニメ,ゲーム,ライトノベルなどからキャラクターを借り,それをまったく

別の物語に作り直した同人誌や同人ゲームを作ったり,フィギュアやポスター,カードなどを作った

りすること」(田川,2009:75)である.これは,流通している商業コンテンツを「一次創作」とし,その

情報を用いてパロディ的な作品を創作することから,二次創作と呼ばれている.つまり,二次創作とい

う活動は,既存の商業コンテンツに対して読み手が様々な解釈や表現を加え,原作(一次作品)のパロ

ディ作品(二次作品)を創作することにある.このような二次創作作品は,その多くが個々の原作のフ

ァンであるアマチュア作家によって生み出される.二次創作を行う彼らアマチュア作家によって作り

出された二次創作作品は,インターネットや同人誌即売会を通じて,共通の嗜好を持った人びとの間

で流通し,共通の知識やアイディアを持ったネットワークが作られる. 

それでは,二次創作によって形成される集団内においては,どのような知識が創造され,共有されて

いるのだろうか.本研究はこの点を明らかにすることを目的としている. 

本研究は,二次創作を行っている腐女子の集団を対象に行う.腐女子とは,「(少年も含む) 男性同士

による恋愛を主題とするフィクションや想像などを嗜好する女性」(大戸・伊藤,2010)のことを指す

(1). 二次創作を行っている腐女子たちは,自身の二次創作作品をインターネット上や同人誌即売会

で発表し,その発表した創作物を通じて腐女子同士の関係を形成していく.腐女子は原作で提示され
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ている人間関係を男性同性愛関係の下に再構築する.その関係とは,関係において男性的な立場をと

る「攻め」と,女性的な立場をとる「受け」によって形成されるものである.この「攻め」と「受け」

によって形成される関係を,腐女子はカップリングと呼び,仲間やコミュニティを形成する際,最も重

要視する(2).そして,同一のカップリングを好む腐女子たちは,主にインターネットを通じて交流を

深めていく. 

 

2. 二次創作研究 
これまで二次創作に関しては,二次創作を行う女性に対する研究(金田,2007a・2007b, 名藤 2007,)や,

二次創作作品である同人誌の傾向などの報告(三崎,2007)などが行われてきた.そして二次創作を行

う女性に関する研究は,腐女子研究の中で言及されてきた. 

従来の腐女子研究は,腐「女子」という点に注目し,ジェンダー論の立場からの研究が盛んに行われ
てきた.それは,男性同性愛フィクションを好む女性の心理を論じるもの(中島 (1991)1995・(1996)2005,
上野 (1989)1998,野火 2003,笹倉 2008)や,男性同性愛フィクション嗜好を社会のジェンダー秩序と関
連付けて論じるもの(溝口 2000,堀 2009)である.これらの議論は女性が男性中心社会の中で抑圧を受
けていることと関連付けられて語られた.また,ジェンダー論とは別の角度からは,コミュニティ内のネ
ットワークや実践に注目したものが登場しており(金田 2007a・2007b,名藤 2007),現在の腐女子研究
は様々に広がりを持った研究分野となっているといえる. 
そもそも,なぜ二次創作は原作の物語や設定と乖離しているものであるのに,「二次」創作であると

認識されているのか.この点については,マンガの複数のコマに描かれた複数の異なる絵柄が,「名前」
を持つことによって同一人物と読者に認識されている.このことは,キャラクターが個々の文脈から遊
離・遍在可能であることを示しており,この認識を基盤として,二次創作は成り立っているとされてい
る(伊藤,2005). 
 二次創作を行う個人だけではなく,そのコミュニティに関する研究も行われてきた.コミュニティ研
究としての腐女子研究は,作家でもあり,初期のやおい論者である中島((1996)2005)によって述べられ
ている。中島は,腐女子の同人誌作家のコミュニティについて,どのような技術レベルであっても誰一
人否定されることはなく,アイデンティティを傷つけられることのないコミュニティが形成されてい
ると指摘し,彼女たちは商業主義や競争社会の淘汰される世界に参加したくないのであり,現実社会の
激しいコミュニケーションではなく,同質のもの同士によってなされるディスコミュニケーションの
世界を求めているのだと論じている. 
 しかしながら,金田(2007a)は,マンガ同人誌の市場は「(作品への)愛」「人気」「技術」といった複
数の文化資本によって序列づけられるとしている.つまり,中島の示した腐女子コミュニティは一見誰
もが受け入れられ,否定されることのない,現実社会とは離されたディスコミュニケーションの場であ
りながら,「(作品への)愛」「人気」「技術」によって序列がつけられ分別されるコミュニケーション
の場でもあるのである.さらに金田(2007a)は,同人作家達が活動を通してなんらかの報酬を得ている
と指摘している.それは,商業誌では書けないものを書くことが出来ること,同人誌を通じて現実社会
で所属しているものとは別の出会いが可能となること,そして同人誌の世界の中で活動者達が現実社
会で得ている地位とは異なる地位を得ている可能性があることである.現実社会とは異なる地位の獲
得について,金田は同人誌作家の「(作品への)愛」「人気」「技術」などの複数の文化資本が序列を形
成し,地位を得ているのだと論じた. 
 また,このような序列は作家同士だけではなく,作家と読者との間にも成り立っており,金田と同じ
く腐女子のコミュニティの実践に注目した名藤(2007)は,「同人誌を作ったことがない一般参加者の中
には,創り手サイドへのリスペクトと緊張感が見られることもある」と指摘している(名藤 2007:92).
このように,二次創作は描/書き手の自己表現の方法でもあり,コミュニケーションの手段でもある.そ
れと同時に,二次創作によって生み出された同人誌を,共同制作活動の産物として見る動きもある(ノ
ッパ 2010).ネラ・ノッパは,完成した同人誌が同人誌即売会やインターネットを通じて様々な読者間
で流通し,同一の趣味嗜好によってコミュニティが形成されていくとしている.つまり,創作される二
次創作同人誌とは,コミュニティ内の人びとによって描/書かれ,読まれることを前提とし,その枠組み
を持って新たに創造される作品なのである. 
 しかし,その共通の関係性の捉え方,再構築の仕方という知識は,どのようにして人びとは獲得して
いるのだろうか.以下,この点について考えていきたい. 
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3. 関係性の捉え方の共有化 

3.1 腐女子フィルターの獲得 
腐女子たちが,共通した関係の再構築を行っていることは,前述で述べたとおりである.しかしなが

ら,腐女子たちが誰でも初めからそのような技能や知識を持っていたわけではない.では,腐女子たち

はどのようにしてそのような知識・技能を獲得したのだろうか. 

腐女子を腐女子たらしめているのは,原作のキャラクターの関係性を男性同性愛の関係に再構築す

る(カップリングする)という実践である.この実践は腐女子の間では暗黙知として存在している.筆

者の行ったインタビューでは,どのようにして「攻め」「受け」の関係性を考えられるようになった

のかを尋ねると,決まって「気が付くとそうなっていた」「遺伝子に刻み込まれていた」などの答え

が返ってくる.腐女子たちにとって当たり前のように日々行っているキャラクター関係の再構築とい

う実践は,当事者達にとって説明の出来ないものなのである.以下の図は腐女子である彼女との日常

をテーマに描かれる『となりの 801 ちゃん』(3)と呼ばれる 4 コマ漫画作品であるが,その中で,「801

ちゃんの場合,人の上に受攻マークが見えるらしいです」と述べられている. 

 

 
図  1 受け攻めマーク 

 

このように,腐女子たちは,瞬時に様々な対象を男性愛関係に変換する.しかし,「腐女子フィルター

で見る」と呼ばれているこの実践は,初めから腐女子たちに与えられているものではない.金田

(2007a)は,二次創作にはまった女性たちに関して,同性のきょうだいや友達,先輩などから,または

web 上に公開されている二次創作作品に触れたことにより,その中に入っていくと述べている.つまり,

二次創作を行う腐女子たちが腐女子になるには,まず何らかの二次創作作品に触れ,原作を男性同性

愛フィクションに変換するという変換例に触れる必要がある. 

インタビューに答えてくれた A さんは,友達から借りた同人誌が二次創作にはまる切っ掛けになっ

たと述べている. A さんはそこで初めて原作に出てくるキャラクターを同性愛関係に変換する方法を

知ったという.そして,その原作に関係する同人誌を買いあさり,気が付けば二次創作作品を描く側に

回っていたのだという.その他にも,多くの腐女子たちが,友達から借りた同人誌を見て,初めて,原作

の物語とは違った設定や知識を得たと述べている.つまり,既存の原作を男性同性愛フィクションに

変換するための技能や知識は,すでに腐女子となっていた人びとの二次創作作品によって,暗黙のう

ちに新たな腐女子に与えられ,その腐女子が二次創作作品を創造することで,また新たな腐女子を生

み出していくのである.こうして,一つのカップリングをめぐる解釈や知識は,様々な腐女子によって

肉づけられ,多層で多様な解釈へと形作られていく. 
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3.2 解釈の共有と評価 

 腐女子は二次創作作品をくり返し読み,「攻め」「受け」からなる関係性(カップリング)への変換

方法を身体化させていく.そして,自身と同じ原作を好み,さらに自身と同じキャラクター2 名を選び,

自身と同じ「攻め」「受け」観を持つ,別の腐女子たちとコミュニティを形成していく.このコミュニ

ティでは,各々の腐女子が持っている,対象カップリングに対する解釈を,二次創作という形で表現す

る.そして,その解釈はコミュニティを形成している他の腐女子によって評価を受ける.解釈が高く評

価された場合,その提示された解釈に沿った別の二次創作作品が,他の腐女子によって描かれる.つま

り,高く評価されたカップリング解釈はコミュニティ内で共有化され,「二次創作の二次創作」とも言

える作品群が増えていく.そして,それら生み出された「二次創作の二次創作」「解釈の解釈」は,コ

ミュニティ内に再び提示され,共有化されるというプロセスをくり返す. 

 また,二次創作作品は同人誌という形をとって同人誌市場に投入される.しかしながら同人誌市場

は,二次創作を行っている腐女子にとって,利益追求の場ではない.確かに,人気のある同人誌作家の

作品は高値で売買され,何百部,何千部といった大量の部数が売買されるが,彼女たちにとって,利益

追求は二の次である.利益追求を目的とする市場から見れば,同人市場は奇妙に見えるかもしれない

が,この市場は研究者集団のそれとよく似ている構造をしている.例えば直木賞作家の三浦しをんと

漫画家のよしながふみは,対談の中で,同人誌について以下のような会話を交わしている(4). 

 
よしなが  好きなものって,自分の心の深いところにあるものだったりするから,

それについて話せるというのは,余計に喜びに繋がるんでしょうね.オタ
クな人は分析好きなので,好きなものについて分析した誰かとしゃべりた
いネタはたくさんあると思うんですよ.でも,仲間が近くにいないと,発表
のあてのない論文みたいなものを日々たくさん抱える羽目になるわけで
すね.マンガが描けると,「この二人がアヤシい」ってことだけでも作品が
描けて論文発表できるんだけど(笑). 

三浦  同人誌はまさに論文発表の場ですね(笑). 
 
よしながや三浦が同人誌を論文発表と称しているように,同人誌は単なる媒体であると同時に原作

に関する自身の解釈や意見,思いを示したものでもある.つまり,二次創作コミュニティにおいては,
自身の研究成果である同人誌という論文がコミュニティ内で流通している.彼女たちの研究成果であ
る作品は,コミュニティ内に発表されることで評価を受けることになる.そして高い評価を受けたも
のは様々なアマチュア作家に引用されるのである. 
二次創作を行う腐女子コミュニティでは,同人誌市場において金銭が流通し,一見一般市場と同じ

市場原理によって動いているかのように見えるが,そうではない。くり返しになるが,彼女たちにとっ
て金銭的な利益はさほど重要なものではない。彼女たちがコミュニティ内で作品を流通させることで
得ている報酬は「地位」であり(金田 2007a:183),コミュニティの中で多くの人びとの人気を集めて
いるという「誇り」である。彼らは自身の解釈に下される評価をなによりも貴いものとして認識する
のである。 
中島が述べた同質な者たちで寄り集まってか弱いアイデンティティを守ろうとするコミュニティ

の内部では,実際は人気のある二次創作サークルiを「大手」や「神サークル」と呼ぶような生々しい
ヒエラルキーが形成され,下部に属するものは「人気」や「技術」と言った点でつねに劣等感に駆ら
れているのが現状である。そして,「大手」という地位は他のサークルから上位にあるもの,憧れの対
象として語られる(5)。 

 
「大手は目標であり憧れであって,ああなりたいなぁっていう夢だよね･･･」 
「大手って,壁にあって(配置されていて),発行部数が多くって,行列になっているし, 
 わかりやすいよね」                     

 
「大手」を頂点とするヒエラルキーは,腐女子同士が集まる場においては暗黙のうちに隠される傾

向にある。売り上げや金銭の話は,彼女らの中ではほぼタブーとなっている。何故なら,同人誌市場自
体が反商業主義を根本として発展してきたからに他ならない。彼女たちは原作への愛の表れとして作
品を作っているのであり,決して利益のために作品を作っているのではないのだ。 
金銭の話題がタブー視されているもう一つの理由としては,金銭の話題を出し,売り上げが明らか

になることで,「仲間」の中でその場のヒエラルキーが可視化されてしまうからである。売り上げは
それぞれ異なっており,多く売れたものもいれば,あまり売れなかったものもいる。彼女たちの中には,
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同じ趣味をもった「平等なファン」という意識が根付いており,彼女たちの均質な関係が壊れること
を,彼女たちは嫌っているのである。また,原作品のファンという意味においてはみなが「ファンの一
人」なのであり,そういった意味において「同じ仲間」なのである。 

 

4. まとめ 
以上,はじめにで提示した疑問に答えようと試みた. 

腐女子の二次創作において核となっているものは,既存の男性キャラクター2 名(時に複数名)を同

性愛関係にあると変換すること,カップリングすることの出来る「腐女子フィルター」という技能・

知識の獲得である.腐女子によって新たに生み出されるキャラクター同士の関係の再構築という知識

は,二次創作作品の形をとり,腐女子のファン・コミュニティー内部で共有化され,評価される.コミュ

ニティで高く評価されたカップリングに対する解釈は,多くの同一嗜好の腐女子たちによって,同じ

解釈を持つ二次創作が作られ,それらの作品に表現される解釈はそれぞれ同人作家の知識となって,

ひとつのカップリングに関する知識や背景が蓄積されていく.そして,その知識に基づいて,また新た

な解釈が作られていく.このように,新しいカップリング,つまり,原作には書かれていない新しい人

間関係(カップリング)という解釈を創造し,コミュニティ内でその解釈に肉付けを行っていくことは,

一つの知識の創造と共創といえるのではないだろうか. 

奥野が今の日本を「モノ語りづくり大国」と示すように(奥野 2004:26),日本産業においては「物

語を作る」という行為が今後ますます重要となってくると考えられる.二次創作は原作の設定を借り

ることで成立し,創造されている作品である.多くの二次創作を行う人びとは,二次創作を単なる趣味

の一つとして捉えている.しかしながら,この二次創作コミュニティからは,CLAMP や高河ゆんなど,二

次創作のコミュニティ内で技術や知識を学び,プロへと転向する例も少なくない.この点を考えると,

二次創作という行為は,今後国内のコンテンツ創造を支える重要なファクターの一つとなるのではな

いだろうか. 

 

 

5. 注と参考文献 

注 
(1) 腐女子と一言で言っても,年齢やどれだけディープな腐女子であるのかによって,意識差がある。 
(2) カップリングは「攻め×受け」で表記される。また,同じ 2 名のキャラクターを使用していても,A×B と B×A では,
全く別のカップリングであると認識されている。 
(3) 『となりの 801ちゃん』とは,小島アジコによる 4コマ漫画である。現在宙出版から 5刊まで刊行中。 
(4) よしながふみ(2007)『あのひととここだけのおしゃべり』太田出版,pp.166. 
(5) 2010年 8月 15日インタビューより. 
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サービス・アートへの接近：ホスピタリティ人材の知識創造  

Toward Service Art: Hospitality Personnel's Knowledge Creation 

高	 雅娉 1)，井本	 正太 1) ，白肌	 邦生 1) 
GAO Yaping1), IMOTO Shota1), SHIRAHADA Kunio1) 

 
1) 北陸先端科学技術大学院大学 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology 
 
 

【要約】本稿はサービス・アート研究推進に向けたシーズ型研究として，ホスピタリティ人材の知識

創造に注目する．日本における伝統的旅館の客室係およびホテルコンシェルジュへの調査から，即興

性の高い知識創造の特徴を見いだし，今後の研究推進に向けた課題を提案する．	 

 
【キーワード】客室係	 コンシェルジュ	 おもてなし	 ホスピタリティ	 知識創造 

 

 
1.	 はじめに	 

	 サービス経済化が叫ばれて久しい．この間に生まれたサービス関連研究は主に，サービスを科学の

対象として考え，可視化や最適化の手法を用いた新しいサービス提供・品質評価の在り方について積

極的に議論してきた．これは，サービス提供側が自らのビジネスを再考し，改善・革新を志向する契

機を与えたという点で重要な意義を持っている． 
	 この一方でサービス受容者としての顧客の立場に立つと，彼（女）らがサービスに最も心を奪われ

る瞬間は，サービスを提供する人材によるその人材でしか出せないサービス提供である．これはサー

ビス・アート（Fisk et al., 2007）という概念で，関連する研究がサービスサイエンス研究と共に現在大
きな注目を集めている． 
	 アートは技能という概念と関わりが深いが，より一歩進めたものとして Fisk and Grove（2010）は
Wilson(2001)による transitoryと fixedの 2つのアート概念を用いたサービス・アート分類をしている．
それによると，Transitory Artは人間の印象や刺激における瞬間瞬間の変化に関するものであり，それ
らはパフォーミングアートとして知られている側面でもある．一方，Fixed Artは一度作り手の手から
離れた有形・無形の産物を示す．これはビジュアルのアートや文学として知られている側面である．

これらは本質的に科学の対象としてとらえられない部分に位置する新たな探求の領域であり，サービ

ス提供の卓越性（Service Excellence）を高める上でも継続的な議論をする必要がある． 
	 アートとしてのサービスが重要な業種としてホスピタリティサービスがある．中でも宿泊業では，

日本独特の文化を経験しようという外国人旅行者の割合増加に伴い，我が国の重要な成長資源として

注目が集まっている．宿泊サービスにおいて従業員人材の役割は大きく，日本旅館には女将・客室係，

ホテルにはコンシェルジュ，と顧客満足やサービス品質を決定する鍵となるホスピタリティ人材が存

在する．両者は置かれた環境は違えど，共に顧客と接点を持ちホスピタリティ・おもてなし，という

価値観のもと「お客様の要望に対して，決して NO とは言わない」ことを重要視する職業である．近
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代化されたホテル，旅館にあっては，バックステージでは IT化が進んでいるものの，フロントステー
ジでは個の従業員による思い思いの工夫に基づくアートとしてのサービス提供がなされている． 
	 本稿はサービス・アート研究を進める第１歩として，宿泊業における客室係とコンシェルジュの知

識創造に注目する．具体的には，コンシェルジュが顧客の個別のニーズ・気持ちにいかに即興的に対

応しているのかを含めた，アートとしての知識創造について考察する．石川県にある旅館の客室係お

よび代表的かつ国際的資格を有するコンシェルジュに半構造化インタビューを実施し，客室係の知識

創造の特徴と合わせて，サービス・アートとしての知識創造について考察する．  
 
 

2．調査方法	 

本研究で用いる調査方法は半構造化インタビューである．客室係とコンシェルジュに対し，顧客満足

に向けたアプローチに関して質問を行った． 
	 旅館客室係のインタビュー対象者は 2名である．両者ともにベテランで，客室係はどういう仕事な
のかを詳しく知る人物である．1人は現在，客室係の教育や日常の勤務管理を統括する立場にあり（A
氏とする），20 年以上経験がある．A 氏は誰よりも管理，教育について詳しいので，客室係の教育と
人材育成について尋ねる．もう 1人は現場の接客という観点から，客室係を 10年間続けて，今も第一
線に立って日々おもてなしの接客をしている方（B 氏とする）である．その方には，顧客満足と仕事
プロセスに関してインタビューを行った． 
	 コンシェルジュのインタビューの対象は B ホテルのチーフコンシェルジュである．現在，「レ・ク
レドール」という世界 37 カ国約 3,500 名のコンシェルジュの組織の中で，「ゴールデンキー」を両襟
につけることを許された日本では 13名しかいない正会員のなかの一人である．今まで 16年間にコン
シェルジュという職業に勤めて，コンシェルジュに関して詳しい人物である．調査対象者は少ないも

のの，いずれもインタビュー対象として極めて接触の困難な人材であることを付言しておきたい． 
 
 
3．調査結果	 

3.1	 客室係のサービス知識創造	 

客室係は，家のような雰囲気を作り顧客との距離感を把握しながら，適切なサービスと話を加え，信

頼感を作ることを目指す．このために，単に温泉や食事等のサービスを提供するだけではなく，時間

を掛けお客様と一体感を築くために「サービスを提供する過程」に心を配って顧客満足のための知識

創造をしていることが分かった．以下に，詳細を記述する． 
 
Q：サービス対象者は宿泊のお客様ですか？ 
A：宿泊の方もいれば，他館からＡ旅館を身にいらっしゃる方もいるし，売店だけ利用した	 いとか，お風呂だけ入りにいらっしゃ
る方もいるし，奥の割烹でお食事だけ召し上がって帰られる方とかいらっしゃいますから，そういう方たちにもきちんとした対

応． 
Q：高品質のサービス提供のために心がけていること 
B：私の基本的な理念は普通のことなんです．当たり前のことを当たり前にしてあげる．目配り・気配り・心配り，とかね，それぞ
れやって．これをしてほしいから，プレゼントしたからお客さんが喜んでいるんじゃないと思うんですね．例えば，お祝いの目

的がきたとか，プレゼントしてもらって嬉しい，と言ってお帰りになるんですけど，物をもらって嬉しいというわけじゃなくて，

そういう所まで至るプロセスの過程をみなさん喜んでくださっている訳で，他に行った時とか家に帰ったときに，思い出したら

あの旅行は楽しかったわね，とか，他の所に行ったときに同じことを話したりしてても，あのお姉さんはこんな風に受け止めて

くれたり，サービスしてくれたのね，どっか違うよね，と思っていただけるようなサービスをしたい，と思っているんですね．

まあ，曖昧なんですけどね，私の中でも．これでもか・あれでもか，とサービスを押し付けているんじゃなくて，やっぱりお家

にいるようにとか，普通に自分がお客様が言ってくださるような空気を持ってさりげなくサービスをするのがサービスなんで，

これどうですか，あれどうですかと言って押し付けるのはサービスではなくて，お客様が言った一言でサッと何か出してあげる

とか，一人の時間を作ってあげるとかもサービスなので． 
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Q：どういった時にそういうのを感じますか？	 今日はだめだった点などを 
B：大体躓くときは出足で躓きますよね．例えば，挨拶をした時とか，お出迎えの時とか，やっぱり，その時お茶出しをしながら，
お食事をしながら，お客様との距離感を図っていくのですけど，どうもお客様とそれが掴めないまま終わってしまったりとか，

夜はよかったんだけど，朝はまたお邪魔した時にあらずもがなとかいう時もあるですしね．やっぱり最初は大事だと思います．

バスから降りてきてらして，お出迎えして，お部屋までご案内する過程とか，ここでお待たせしてる場合とかですね，スムーズ

に行った時とか色んなパターンがあるし． 
 
3.2	 コンシェルジュのサービス知識創造	 

コンシェルジュは顧客に向けたアプローチについてバックシステムと信頼関係を築き，情報の柔軟な

扱いにより，短時間で正しい情報を提供していることが伺える． 
 
Q：普段はお客様からの要望はどんなのが多いですか？ 
C：やっぱりお食事処とか観光の案内が多い．今日の海外のお客様は，京都のレストランの予約をキャンセルしてっていうこととか，
後は飛行機とか JRのチケット交換など色んな手配事が多いですね． 

Q：一人だけでこういう風に考えて，もし忙しい時凄く頭を動く・・・ 
C：やっぱりお見かけしたらお声かけして，メイクシュアしないと，このタイプのお客様にはどうだったのかな，と次のステップに
するためにね． 

----- 
Q：バックシステムに関して一番大事なのは？ 
C：信頼関係．業者さん，お魚屋さんであっても，レストランであっても，デパートであっても，この人のお客様だったら安心して
お迎えできるということを積み重ねなので，もしお客様が行けないことがあったらお詫び状を書いたり，次のお客様のためにで

きる限りのことをする．目に見えないお客様，潜在的な．一体になってお客様をお迎えする． 
Q：この中で一番難しいことも？ 
C：そうね，ここ，店との繋がり．キツク言うのでなく，下手にでてご協力お願いします，という感じ． 
----- 
Q：お客様が情報をもらって外に行って，満足するかどうかホテルの方は把握するのは難しいですよね．その前に確認できる手段は
ありますか？ 

C：まずは自分の足で行くというのがすごく大事だけど，中々全部行けないでしょ．だから，ご案内したら必ず（全部できてるとい
うかというとそうではないんだけど），方針としては，行った方に「どうでした？」って感想を聞くようにして，このお客様には

この感じのお店がいいんだとか，この人には良かったけどこのタイプの人には，同じ Aとお店でもダメなんだという風に自分の
中で情報を蓄積していくのというのが． 

Q：凄く難しいですよね？ 
C：そう難しい．やっぱりね，このお店凄くいいから，と一般的に言われていてもこのタイプの人にはどうかな？というのはあるの
で，それはなんとなくお客様がいらっしゃった時の雰囲気とか，ご様子とか，でピッタリフィットするとこをご案内するという

のが醍醐味でもあり難しいとこでもあるかな． 
Q：服とか話とかお客様の心理を見るのは大変 
C：昨日ご案内したお客様も，最初はね，「鍋を食べたい」と言って，（なんか有名店の名前）ってのがあるのね，そこ聞いたらイッ
パイだったのね．じゃあ他にどうかな，と思って鍋じゃなくてどんな処でもいいと言ったから，お鍋の専門店じゃないけど，和

食のところで色々融通の聞いてもらえるお店があったからそこに予約をしたんだけれど，そしたら外出からお戻りになったら，

「あまりにも寒かったから，もう外に出たくないからキャンセルしてくれ」って言ったの．でキャンセルしたんだけども，そう

するとまた後から（電話が）かかってきて，「お部屋でちょっと寛いだらやっぱり外に出たくなったからもう 1回とって」と仰っ
て，もう 1 回とったの．で，今朝お会いしたから，「どうでした昨日」と聞いたら，「美味しかったですよ」と言っているけど，
凄く満足したお客様は絶対自分から「美味しかったです」っていらっしゃるはずなのね，今までの経験上．だから，口では美味

しかったと言っているけど，もしかしたら凄く満足なさったというわけではないかな，ってちょっと今残念に思ってる．難しい

よね． 
 
	 コンシェルジュの別名は俗に“何でもやるサン”であるといわれている．普段の仕事は雑で多く，

飛行機，JR等の交通機関に関する，時間を把握することが重要である．しかも，忙しい時に，短い時
間で相手の心を掴んで，瞬間で頭のなかである正しい情報を整理し，知識を出すことこそがコンシェ

ルジュが顧客満足させるポイントであることが示唆された． 
	 また，コンシェルジュは客室係と違う．コンシェルジュは顧客と一体になるより，むしろバックシ

ステムの業者さんと一体になる．仕事業務の特性により，仕事のポイント（対応の迅速と情報の正し

さ）を実現するために，バックシステムと信頼関係と築き，そこからの連携を通じて知識創造をし，

お客様の満足情報を共有することが分かった． 
	 さらに，コンシェルジュは情報を提供する前に，まずそこに行って，確認することを重視している．

お客様は十人十色であるから，同じ情報をすべてのお客様に適用しないことが分かった．個別の顧客
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への知識創造の確実性を高めるために，仕事の結果を把握するために事後質問も行い，様子・表情な

どの見える部分を確認，さらに見えない部分まで掘りだしていることも明らかになった． 
 
 
4．考察とシーズ課題	 

	 本稿はサービス・アート研究を進める第 1段階として，ホスピタリティ人材の顧客満足のための知
識創造に注目した． 
	 旅館の客室係およびホテルのコンシェルジュという，いずれもおもてなしをメイン業務とする人材

にインタビュー調査を行った結果，客室係，コンシェルジュといずれもホスピタリティを主軸としな

がらも異なった業務に従事しているために，それぞれのサービス知識創造のあり方が異なったことが

浮き彫りになった．これはサービスのアートという側面から考えると，おもてなしの提供という目的

に対し，その手段が多様であることを物語っている．そして，両者ともに，顧客に寄り添うことでの

一種の即興性のあるパフォーマンスアートの側面を重視していることが改めて浮き彫りになった． 
	 旅館の客室係が顧客と接するときに最も重視する事は，サービス全体のプロセスである．核心は顧

客の記憶に残るように家のような雰囲気としてのサービスプロセスを目指すということにある．具体

的には，顧客が家族といるときのような感覚との差を意識して，お客様との距離感を把握しながらも，

家のような雰囲気を作りだすことを顧客満足にむけた知識創造として志向している． 
	 ホテルのコンシェルジュがお客様と接するときに最も重要視することは，短い時間内でお客様の要

望に応じて正しい情報を提供し，問題解決策を目指すということである．具体的には，コンシェルジ

ュの業務範囲は決められているが，サービスプロセスはすべて決まっていない．顧客は自分の考え・

経験・気持ちに応じて，要望も異なる．それぞれの要望を実現するために，バックシステム及びそれ

らとの信頼関係を構築することを重要視している．情報を自ら収集し正しさを把握した上で，相手の

状況に合わせて自分でプランを出している．特に，コンシェルジュはサービスのプロセスが全て明確

に決まっている訳ではないため，バックシステムとの信頼関係を強固にした上で顧客の状況に照らし

サービスを実践していることがわかった．顧客の抽象的あるいは潜在的ニーズに対する質の高い課題

解決の知識を提供する行動の分析は，宿泊業だけでなくグローバルビジネスの拡大に伴って変化する

観光産業・サービス業に対し，サービス価値の向上手法を示唆することに貢献すると考えられる． 
	 このように，顧客のニーズに迅速に即興性を持って対応するパフォーミングアートの側面を重視し

ていることが伺えた．これらから得られるシーズ課題として，次を提示したい．それは，fixと transitory
の，サービス提供における関係性はどのようなものか，またそれらを分ける境界は何か，である．

Transitory art は魅力的でありながらも比較的経験の豊富なスタッフでなければ現状では十分に行えな
い．教育という観点からいかに即興部分を支える fix されたアートがあるべきかを検討していくこと
を含め，境界や関係性を分析することはサービスアート研究を進める上で極めて重要であろう． 
	 また，Art の本質についても継続的な議論が必要である．サイエンスの側面では，サービスデザイ
ン手法等が形式化されているが，アートのデザインについては十分ではない．これはアートがアート

たるゆえんにも関係してくるが，芸に「型」があるように，サービス・アートとして満足が最も高い

サービスの型を探索することも有益であろう．本稿では例えば，コンシェルジュが顧客の雰囲気や外

見の様子を見て，それに合わせたサービス知識創造をしていることを明らかにした．どのような状況

でどのような型を基に知識創造してそれをパフォーマンスのかたちで顧客に示しているのかを研究す

ることは，満足度を向上させる高品質のサービス提供に欠かせない．本研究はこうしたシーズ課題を

提示することで，当日の議論においてホスピタリティに関する他の業種のサービス提供の知見も得な
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がら更なる研究の方向性を見出したい． 
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