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招待講演 



社会における，実験とリスク－未来をめぐる二つのベクトル 
福島真人（東京大学） 

 

 

 

科学技術のダイナミズムに関する近年の社会的研究によって，パラダイム論に代表され

る伝統的な科学哲学が造り出したイメージ，すなわち，科学の進歩は理論的革新によるも

のであり，実験は理論に従属するという暗黙の考え方自体が大きな修正を余儀なくされて

いる．科学的実践において，実験がもつ創造的な役割の重要性が，様々な形で認識されつ

つあり，それに従って，従来の科学イメージも大きく変化している． 

 実験は新たな価値，事実を創造する重要な契機であるが，それは様々な制約によってし

ばられている．実験にまつわる様々なコストや法的規制といった制約は，実験室という隔

離された空間で可能な実験的行為が，より社会の広い範囲でどれだけの可能性をもつかと

いう問いについての試金石となる． 

 他方ある種の社会的な学習理論は，我々の日常実践の周辺にこうした実験を許容する社

会空間があることを指摘してきた．しかし現実には，そうした空間が具体的な社会的文脈

の中で，どのように可能なのかは難しい問題である．たとえば，新しい国家政策の実行は，

それ自体が広い意味での社会的実験と見なすことができるが，場合によっては，それはお

びただしい被害をもたらしかねない．そうした実験の負の側面は，多くの政策実践を，漸

進主義的なものに変形させ，実験的な試みへのブレーキになる． 

また，視点を現実の職場にむけてみても，様々な現実的な制約が，そうしたささやかな

実験を不可能にする場合も少なくない．言い換えれば，そうした文脈において，実験を通

じての学習がいかに可能かは，今だに大きな問題である．実験的行為の負の側面，リスク

を逓減し，いかに可能性の領域を広げるかが，社会的な実験空間の課題となる． 

I 1-1



 

 

 

 

 

テーマセッション 



知識共創第 3 号 (2013)   

 

展示制作のための多職種ミーティングにおける問題提起の分析 
An Analysis of Problem Presentation in Multidisciplinary Meetings  

for Exhibition Construction 
 

高梨 克也 1) 2) 

TAKANASHI Katsuya1) 2) 

 
1) 科学技術振興機構さきがけ，2) 京都大学学術情報メディアセンター 

1) PRESTO, Japan Science and Technology Agency,  
2) Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University 

 

【要約】 
展示制作のための多職種チームのミーティングにおいて，発言者が発見した問題を提起する際には，

懸念導入表現「気になる/気にする」が頻繁に用いられる．これは，こうした問題の発見と提起が単な

る客観的な「知識」にではなく，その背後の「関心」や「懸念」によって駆動されていることを示し

ている．こうした「懸念」によって導かれた問題の発見と提起は，職能や関心の異なる多職種チーム

が互いの相違に配慮しつつ協働で共通の目標を達成しようとする「社会的実験」を通じて，創造的な

組織活動を可能にするための出発点となっている． 
【キーワード】多職種ミーティング，問題提起，関心，懸念導入表現，日常的実験 
 
1. はじめに 

科学館における革新的な展示の制作は社会における「新しい価値の創造」の 1 つであるが，当該の「革

新的な展示」は完成するまでは世の中に「まだ存在していない」ものであるため，「起こってしまった

問題に対処する」ための「問題解決」よりもむしろ，「起こりうる問題を未然に発見し予防する」ため

の「問題発見・提起」が重要になる．そこで，本稿では，展示制作のためのグループミーティングにお

いて，異なる職能，経験，関心を持った多職種のメンバーが，自分が気づいた制作上の問題をミーティ

ングの中で提起する際の方法と，提起された問題が共有され，解決策が協働で模索される過程に見られ

る組織論的特徴を，「日常的実験」（福島 2010）という観点から分析する． 
 
2. フィールドの概要と特徴 

発表者は日本科学未来館の常設展示「アナグラのうた～消えた博士と残された装置(1)」の制作過程で

の一連のミーティング活動を対象としたフィールド調査を行ってきた（高梨 2011）．この展示は 150 平

方メートルの空間内に「空間情報科学」（さまざまな事物の位置・領域とその性質に関する情報を管理，

分析し，応用する学問領域）をモチーフとしたいくつかのインタラクティブな端末を配置し，入場者が

それらを自由に体験できるようになっている革新的な展示であり，その狙いの一つは，こうした情報技

術をゲーム制作の思想と技術を用いて実装することによって，これが日常生活内に浸透しつつあるとい

う点を入場者が分かりやすく体感できるようにする点にある．その意味で，この展示は「ゲーミフィケ

ーション」（井上 2012）の一種であるといえる． 
入場者は入口の端末で ID を割り振られると，「ミー」と呼ばれるアバターが足下に映像として投影

されるようになり，「ミー」は入場者が展示空間内を移動するのに伴って一緒に移動する．ただし，入

場者同士が接近しすぎると空間センサによる識別ができなくなり，足下の「ミー」が表示されなくなる

か誤表示される「ロスト」や「ハイジャック」という問題が生じる． 
この展示は， 初の基本計画の素案作りが開始された 2008 年 8 月上旬から，一般公開が開始された

2011 年 8 月下旬までの間の 3 年以上にわたり，基本計画フェーズ，基本設計フェーズ，実施設計フェー

ズ，制作フェーズという複数の段階を経て制作された．このうち，本稿で対象とする「制作フェーズ」

は 2011 年 1 月の入札による受注業者決定から展示完成までの間の 後の約 7 ヶ月間である． 
 
連絡先 
住所：〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学学術情報メディアセンター 
名前：高梨克也 
E-mail：takanasi@ar.media.kyoto-u.ac.jp 
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制作はセンサ，コンテンツ制作，空間デザインという職能の異なる 3 つのサブグループの協働で行わ

れ，受注業者も，大型商業施設などの空間設計・施工を行う企業を中心として，これに建築インテリア

デザイン事務所，展示内の映像・音響コンテンツを手掛けるコンピュータゲーム開発などの IT 関連企

業，展示空間内での人物追跡を行う空間センサを担当する情報エンジニアリング企業などが加わった企

業連合体であった．そのため，受注業者決定後すぐに，「キックオフミーティング」が開催され，制作

の携わるこれらの全企業の主要メンバーと未来館の担当スタッフなどが一堂に会して，展示の趣旨の説

明や今後の制作工程の進め方などが話し合われた． 
センサ，コンテンツ制作，空間デザインの 3 つのサブグループは基本的に分業で作業しているが，中

には独立並行的に進められない点も多い．例えば，コンピュータ端末や他の装置（以下「造作物」）の

空間内での配置は来館者の動線に影響するだけでなく，これらの造作物はセンサシステムによる捕捉や

床と壁面への視覚的コンテンツの投影の際の障害物にもなりうる（第 4 節の⑤参照）．そこで，こうし

た問題に関する調整を行う目的で，｢ラウンドテーブル RT｣と呼ばれるミーティングが制作フェーズの

約 7 か月間の間毎週開催された（計 29 回）．未来館担当者と各サブグループの中心人物などの計 10 名

程度が基本的にほぼ毎回出席し，その週の進捗報告やスケジュール調整，そして，必要な時には協議が

行われた．所要時間は平均約 2 時間程度であった． 
 
3. 問題意識 
 
3.1 限定された状況下での問題解決と多職種チーム 

一般に，博物館展示の制作や新規ベンチャー企業の創設といった未来の活動を計画したり事物をデザ

インするチームのメンバーにとって， も重要な課題の一つは，異なる知識や専門技能，経験，関心を

持った多職種のメンバーが「まだ存在していない」対象物についてのイメージをどのように擦り合わせ

ていくかである（Takanashi&Hiramoto, 2012）．さらに，この展示は世の中に類似するものを見出すこと

が困難な極めて新規性の高いものであるため(2)，「限定合理性」が極めて高い状況であるといえる． 
Simon (1945/1997)によれば，実際の行動は次の三つの点において客観的合理性に及ばないため（邦訳

p.145），「経営理論」は「意図されているが同時に限定されている合理性に固有の理論」「 大化でき

るような理性をもたないために，満足化をはかる人間の行動についての理論」（p.184）となる． 
 
(1) 合理性は，各選択に続いて起こる諸結果についての完全な知識と予測を必要とする．実際には，結
果の知識は常に断片的なものである． 

(2) これらの諸結果は将来のことであるため，それらの諸結果と価値を結び付ける際に想像によって経
験的な感覚の不足を補わなければならない．しかし，価値は不完全にしか予測できない． 

(3) 合理性は，起こりうる代替的行動の全てのなかから選択することを要求する．実際の行動では，こ
れらの可能な代替的行動のうちのほんの二，三の行動のみしか心に浮かばない．  

 
この中で本稿にとって特に重要なのは，(2)の「将来」に関する不確定性である．当該の展示がまだ存

在していない以上，そこで必要になる問題解決は「起こってしまった問題に対処する」形のものではな
く，むしろ，完成後の展示や展示空間内での入場者の行動を予測しながら「起こりうる望ましくない問
題を未然に発見し予防する」というリスク管理型のものとなる．この点に関連して，Simon(1945/1997)
は，「合理性の限界は，注意の範囲の限界の結果である」（p.157）（上記(3)に対応）という考えに基
づき，新しい決定の機会が生じたときはいつでも「アジェンダ形成」すなわち「注意の焦点化」によっ
て「決定すべき問題の表現が発見されなければならない」ため，「問題を定式化することそれ自体が問
題解決のタスクである」（p.193-195）と指摘している．実際，RT においても，問題発見・提起→検証
→解決からなる典型的な問題解決サイクルが頻繁に見られるが，本稿でも，このサイクルの前半部分の
問題の「発見」と「共有化」を特に重視した分析を行う（第 4 節）． 
加えて，イメージを共有しなければならないメンバーは互いに職能の異なる者同士である．ただし，

逆に言えば，職能の異なるメンバーは互いに異なる予測能力とリスク意識を持っているはずであるため，

この点はチームとしてのリスク管理の際の利点となりうる．リスク管理の分野で有名な「スイスチーズ

モデル」（福島 2010）の喩えを用いるならば，多職種チームには「防御壁の穴の位置が揃いにくい」と

いう長所がある（高梨 2012）．ただし，多職種連携はいわば異文化コミュニケーションであり，必ずし

も常に容易に達成できるものではない以上，多職種性によって防護壁の穴が揃いにくくなるためには，

あるメンバーによって察知されたリスクが表明，共有され，他の職種のメンバーとの協働による解決へ

とつながることを促進するための組織論的な環境づくりが重要になる． 
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3.2 知識創造理論との関係 
 
比較 1：知識創造のためのドライビング・フォース 
 野中・竹内(1996)（=Nonaka&Takeuchi(1995)，以下同じ）の知識創造理論では，共同化（個人の暗黙

知からグループの暗黙知を創造），表出化（暗黙知から形式知を創造），連結化（個別の形式力体系的

な形式知を創造），内面化（形式知から暗黙知を創造）という 4 つの「知識変換モード」からなる知識

創造のサイクルが示されており，この知識スパイラルを促進する要件としては，「意図」，「自律性」，

「ゆらぎと創造的カオス」，「冗長性」，「 小有効多様性」の 5 つが挙げられている．これらの要件

のうち，「自律性」と「 小有効多様性」については，本稿が対象としている多職種チームにも極めて

よくあてはまる（「冗長性」については第 4 節参照）．一方，「目標への思い」であるとされる「意図」

については，これが知識創造サイクルを回していくための原動力として唯一明示されている要因のよう

に見えるにもかかわらず，具体的な記述は比較的乏しい(3)．  
そこで，本稿では，Harbarmas(1968)の「認識を指導する関心」という概念を参照し，「知識」とこれ

を用いた組織活動との間が「関心」を媒介として接続されると考える．Harbarmas(1968)は，「無前提の

自律性の中でまず現実が理論的に把握され，しかるのちに，その認識が認識とは異質な関心に役立てら

れるという考え方はこの水準ではつねに幻想である」と指摘した上で，「認識を指導する関心」を，「学

習過程で外部の生活条件に順応し，教養課程で社会的生活世界の人間関係になれしたしみ，衝動的な欲

求や社会的強制の中で同一性をうちたてるところの，自我の諸機能と密接に関連している」ものであり，

これが「労働，言語，支配という媒体のうちで形成される」と特徴づけている．本稿では，この「関心」

概念を，具体的に観察可能な現象と対応づけることによって分析に生かしていく方法を示したい． 
 
比較 2：対象としている組織活動のプロジェクト過程内での位置づけ 
野中・竹内(1996)や藤本・クラーク(2009)（=Clark&Fujimoto(1991)，以下同じ）では，「創造」はプロ

ジェクト冒頭のコンセプト形成の段階の問題として位置づけられる傾向が強い．野中・竹内(1996)では，

4 つの知識変換モードのうち，暗黙知から新しい明確なコンセプトを作り出す「表出化」が知識創造の

鍵を握っているとされており，藤本・クラーク(2009)でも，対象となる自動車産業でのコンセプト創出

→製品プランニング→製品エンジニアリング→工程エンジニアリング→生産という製品開発過程のう

ちで，「創造」が主に必要になるのは 初の「コンセプト創出」の段階だと見なされている面が大きい． 
これに対して，本稿が扱う RT は一連の企画・制作過程の 後の「制作フェーズ」に対応するもので

あり（第 2 節），コンセプトに基づく基本的な設計は済んでいる(4)．さらに，公的組織による入札に基

づく発注-受注関係という制度的な制約のため，RT のメンバーのうち，未来館のスタッフ以外の受注業

者側の制作メンバーが制作フェーズ以前の議論に「前倒し」で加わることも困難であった．そのため，

RT における調整は藤本・クラーク(2009)のいう「フロント・ローディング」とは異なる(5)． 
このように，プロジェクト終盤の制作フェーズでは，製品開発における「コンセプト」に相当する展

示趣旨や基本イメージの大枠は確定しており，これによる制約が大きいため，ポジティブな意味での「関

心」に基づく「創造」というのはイメージしにくいかもしれない．しかし，制作フェーズでも，かなり

多くの未決定の詳細事項があり，本質的なレベルでの仕様変更も生じうるため，知識創造が無関係であ

るわけではない．ただし，第 4 節で詳しく見るように，この段階での知識創造は，ポジティブなものと

しの「関心」というイメージよりも，むしろメンバーによる「懸念」という，どちらかと言えば「ネガ

ティブな関心」によって駆動されていることが特徴的である． 
 
比較 3：問題提起の文脈依存性の問題 
懸念はいつでもどこでも表明・共有できるわけではなく，これを行いやすくするための場がコンスタ

ントに確保されていることが重要である．ポジティブな意味での「意図」（野中・竹内 1996）がアクテ

ィブに目指されるものと理解されやすいのとは対照的に，「懸念」の場合には，既定の制約の中での問

題の予防や回避というネガティブな側面が強いため，問題がリアクティブに発見されることが多くなら

ざるを得ない．第 4 節で分析するように，ミーティングにおいてさまざまな話題についての議論が進行

している会話状態は，こうしたリアクティブな発見に極めて適した環境である． 
このように，懸念の表明には文脈依存性が大きいため，調査手法に関しても工夫が必要である．従来

のように，インタビューなどを中心とした手法では，グループ活動の実際の文脈において懸念が発動す

る瞬間を捉えるのが難しい．これに対して，本研究では，ミーティングのビデオ収録と書き起こしが揃

っているため，これが実際に生起した局所的な文脈を把握することが可能であり，懸念導入の会話文脈
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への依存性をより詳細かつ正確に分析できる．そこで，第 4 節では，一連の RT を対象に，出席者がど

のような内容の問題提起を，どのような表現を用いて，どのような会話文脈の中で，どのような職能上

の知識や関心に基づいて，行っているかを分析する(6)． 
 
4. 「懸念」の生起する会話文脈の分析 
 
本節では，全 29回のRTのビデオと書き起こしデータの分析から得られた下記①～⑤の知見について，

書き起こしデータやエスノグラフィー的知識を適宜交えながらまとめる． 
 
① ミーティングでの「懸念」の表明の際の典型的な形式は懸念導入表現「気になる/するのは」である． 

高梨(2013)では，全 29 回の RT の中で見られた「気になる/する」という表現について，統語論や意味

論，構文論といった言語学的観点からだけでなく，談話分析や会話分析，社会言語学などの観点も含め

た多角的な分析を行った(7)．これらのデータの中では，「気になる/気にする」が 242 回観察されたが，

どのメンバーも「気になる/する」という表現を概ね発言量に比例する形で対等に使用していた．また，

「気になる/する」の主体（経験主）を，明示化されていない場合も含めて特定し，人称ごとに整理する

と，1 人称が 187 例と，2 人称（18 例）や 3 人称（37 例）に比べて圧倒的に多く，この表現の多くは発

言者自身にとっての懸念事項を述べるものとして用いられているといえる． 
この表現の用例のうちで際立って特徴的なものは，「気になるのは X だ」「気にしているのは X だ」

のような疑似分裂文の形式（72 例）であり，これは文末形（63 例）よりも多かった．これらの「気に

なる/するのは」は発言者の「懸念事項」をグループ（の少なくとも一部のメンバー）にとって「議論す

べき課題」として会話の場に導入する役割を果たすことが多いため，「懸念導入表現」と呼ぶことがで

きる（高梨 2013）．こうした「懸念」の表明は，野中・竹内(1996)の知識創造サイクル（3.2 節）にお

ける「共有化」や「表出化」に対応すると考えることもできそうだが，「共有化」や「表出化」という

観点からは，「懸念」が単に表明されるだけでは不十分であり，表明された懸念が他のメンバーによっ

て配慮され，共通の問題として定式化されることが必要であると考えられる（下記③）． 
 
② 懸念はメンバーごとに異なる職能やこれに伴う責任に基づいて発動する． 
次例では，懸念事項として，展示完成後に生じるかもしれない望ましくない事態が想像に基づいて述

べられている（Takanashi & Hiramoto, 2012; 平本・高梨 2012）． 
 
（１）赤木：あの，ちょっと気になるのは，迷子センターの，ここにこう後ろに人が並ぶようになっちゃうのかなって， 

ちょっと思ってまして，そうすると，なんか，ここの，この入り口のあたり付近，こう， 
なんかここにやたら人が固まりやすいのかなって，ちょっとこれは見えてしまうんですけど． 

 
 赤木はセンサ担当の中心人物であり，センサに関する知識や運用経験に基づいて，現実にはまだ生じ

ていない「将来ありうべき問題」を予測している．「ロスト」状態（第 2 節）になった入場者は，入口

付近に設置された「迷子センター」を操作して自分の「ミー」を再表示させることができるが，一度に

大勢の来場者が「ロスト」になり，「迷子センター」周辺に人が殺到すると，本来は「ロスト」に対応

するために設置された「迷子センター」の周辺でさらなる「ロスト」が生じてしまうという悪循環が予

想される．実際，完成した展示でもこの問題は観察されており，この「悪い予感」は的中することにな

るわけだが，この発言は制作フェーズ初期の時期のものであり，他のメンバーはセンサの仕組みや挙動

上の特徴を把握できていないため，この懸念を表明できるのは赤木ら当該企業のメンバーに限られる． 
 このような問題提起のために「気になる/する」という表現を多く用いられるのは，これが「客観的」

判断ではなく，あくまで「個人の主観」を述べたものと受け取られるようにするであると考えられる(8)．

さらに，特に主要メンバーの一人である赤木による「気にしている」の用例を見ると，その主語は明示

されているすべての例で，単数形の「私」ではなく「われわれ」や「うち」のような複数形であった．

この事象の背後にあるのは，各発言者が単なる「個人」としてではなく，所属企業などの組織に属する

者として発言しているという事実である．つまり，「気になる/する」という表現は，客観的な言明が「で

きない」からやむを得ず用いられているのではなく，むしろ，これによって，発言者が自身の職能上の

立場を他のメンバーから積極的に差別化し，立場ごとの利害関心の対比を顕在化させるために用いられ

ているのではないかと考えられる．従って，懸念導入表現「気になる/するのは」は，「懸念事項」を単

に「議論すべき課題」として導入するというだけでなく，この問題に対する関係者間の利害関心の調整

を「働きかける」役割も果たしているのではないかと考えることができる（次項③参照）． 
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③ 「懸念」は「要望」や「質問」を明示的あるいは非明示的に伴っているため，懸念が表明されると

他の参与者からの応答などによって「配慮」が示される． 
懸念導入表現が用いられている発話には，当該の懸念事項の解決に向けた「質問」や「依頼・要望」

などが明示的ないし非明示的に伴っていることが多い．「質問」は「回答」と，「依頼」は「受諾/拒否」

と，それぞれ隣接ペアを形成するため（Schegloff&Sacks, 1973），これらの発言に対しては，他の参与

者からの応答が義務的に生起するようになる．ただし，ここで聞き手に求められる応答は「質問」への

単なる「回答」であるというより，表明された懸念事項への「配慮」と「対処」である．次例では，笹

島が導入した懸念事項に対して，これを解消するために必要な情報をその場で入手しに行くという積極

的な対応が見られる．このように，ミーティングにおける懸念導入表現「気になる/する」は他のメンバ

ーからの「配慮」を引き出す契機となる(9)(10)． 
 
（２）→笹島：で，ちょっと一つこの上で気にな，なっているのが，あの，夏の対応，計画停電じゃないや，ああっと， 

電気容量を下げる抑制の，ええっと，未来館さん 25 パーセントでしたか． 
山田：15 です． 
笹島：15 パーセントの分で，ええっと，こう１週間のうち，どれぐらい立ち入り禁止になるかっていうのは， 

まだはっきりこう，めどは立ってないんですかね． 
田口：まだ決まってないですね． 
笹島：これが逆に，1 週間に 3 回は入れませんてなっちゃうと，ちょっとうちの方もコンテンツにしても， 

こっちで開発することが多くな，ま，ほとんどここで開発しなきゃいけないので， 
ちょっとその辺が心配かなっていうところなんですよ，うちとしても． 

山田：田口さん，その辺のじょ，状況ってなんか，情報持ってます？ 
田口：あんまり持ってないんだけど，ちょっと偵察して来ます．((館内の関係者から情報を得るために退席する)) 

  
④ 懸念導入表現の中には，会話文脈に依存した「リアクション」として表明されるものも多い． 
 懸念導入表現「気になる/するのは」が生起しやすい会話連鎖上の位置は次のような位置であった． 
 
(a) RT 冒頭での前回議事録確認や当日のアジェンダの読み上げ，RT 途中でのメンバーによる資料を使

った報告の 中など 
(b) 話題が一旦終結しかけた位置で，この話題に関連して想起された若干異なる議題を開始するもの 
(c) 直前の他の参与者の発言に対する異議や疑念などを表明する必要性が生じた場合 
 

(a)の場合の懸念は，当該の RT での出現箇所以前の段階で予め気づかれ準備されていたものであり，

特に「前回議事録確認」中のものは既に解決済か解決策が決定済のものであることが多い．これに対し

て，(b)や(c)のように，必ずしも予め気づかれ用意されていたとは言えないが，会話の流れの中で連想さ

れたり，他者の発言に応答するために持ち出されたりするものも多い． 
次例は(c)の例である．センサ担当企業の作成したセンサシミュレーション結果の図の作り方について

他のメンバーが質問している場面であり，この箇所では，直前の話題に関連させる形で，センサ担当者

の有山（赤木の同僚）が 30 人が展示空間内に同時に入るケースについて確認するためのやりとりを開

始していた．懸念導入表現（→）はターン冒頭に置かれ，直前に山田から示された回答に対する懸念を

示すものとなっている．しかし，山田がこのターンを途中で遮る形で示した回答によって，有沢のイメ

ージがずれていたことが判明し，この懸念は払拭される． 
 
（３） 山田：で，その，30 人のときのイメージなんですけど，ええと，ロストばっかの， 

「ばっか」の程度によると思うんです． 
楽しめないけれども，あの，一応機能してるというのは，ええと，まあ， 
ロストしたらリカバリーできる． 
もう，10 秒起きにロストが発生してるとかっていうことには，まあならない． 

→有沢：気になってるのが，その，20 分ぐらいで，ほんとはこう，退出していただいてローテーションという 
世界なんですけど，ロストしたりとか，いろいろすると，誰にどう指示を出すか非常に難しくなるので， 
それがまた 20 分が 25 分，どんどん悪い方向に， 

山田：あ，ただ，その，30 人って言ってるのは，うん，運転してる状態で 30 人というよりは，あの， 
そのときだけちょっと，特別に 5 人連れのゲストが来ちゃったとか，コントロールしてる状態なんで． 

有沢：あ，そういう，じゃあ，基本的には 20 人． 
山田：うん，そうです，そうです．はい． 

 
(b)や(c)はそれまで顕在化していなかった問題が会話の文脈に依存して発見されるというものであり，

この会話の文脈に立ち会わなければ表明されたり共有されたりしなかった可能性もあるものである．そ

の意味で，ミーティングという会話状況自体が問題の発見のための重要な「場」を提供しているといえ

る． 
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⑤ 解決策の提案には，懸念の解消という消極面だけでなく，「思いがけない提案」を積極的に提示し

合うという創造的活動としての側面もある． 
7 月 1 日の RT では，展示空間内に配置される造作物の一時撤収のスケジュール案が施工責任者の笹

島から示されたが，多くの参与者から疑問や驚きが示され，議論が紛糾した．第 2 節で述べたように，

これらの造作物は人物追跡センサや映像コンテンツの壁面や床面への投影のための障害物となるため，

センサチームとコンテンツチームでは，各造作物の位置と形状を正確に計測しておく必要がある．その

ため，これらの造作物はこれまでの一定期間は空間内に仮配置されていたが，7 月 20 日には外部からの

来館者を入れた試行実験を行うことが決定しており， 後の塗装や仕上げなどのために一旦撤収し工場

作業をする 終期限が迫っていた．しかし，コンテンツチームの計測・調整作業はまだ終わっていない． 
コンテンツチームにとって，造作の撤収によって生じる大きな問題は次の(A)～(C)の 3 点であり，RT

での議論の結果として，それぞれ次のように対処することが決まった． 
 
(A) 影取り：映像コンテンツを壁や床に投影するためには，造作物の影が壁や床のどこに落ちるかを事

前に計測しておく必要があるが，この作業には各造作物の位置と形状が必要である． 
→【解決策】スケジュールを前倒しすることによって，造作物の撤収が始まる前に終える． 

(B) センサデータ：センサ系統のコンピュータとコンテンツ系統のコンピュータを接続することによっ

て，「ミー」をはじめとした映像を投影しながらコンテンツ開発を行えるようになるが， 
1. 「ワカラヌ」をはじめとする一部の造作物の中にはセンサが埋め込まれているため，造作物と一緒

にセンサも撤収されてしまうと，そもそもセンシングもコンテンツ開発もできなくなる． 
→【解決策】造作物を撤収する期間も，センサ（が入っている下台）はすべて残していく． 
2. センサは既に造作物の位置と形状を計算に入れた上で作動しているため，センサは残っても造作物

がなくなると，センサが誤検出する．加えて，センサ業者は 7/3 からの 3 日間が休業日で，その間

にコンテンツチームがセンサ関連の機器を自力で操作することには不安がある． 
→【解決策】造作物と同じ形状とサイズの段ボール模型を同じ位置に設置する． 

(C) 音響：「ワカラヌ」の中には重要なスピーカーも埋め込まれているため，ワカラヌが撤収されてし

まうと，音コンテンツの開発がすべてストップしてしまう． 
→【解決策】「ワカラヌ」は A が終わり次第，真っ先に引き上げと工場作業を進め，超特急で再納品

し，再設置以降に本格的に作業できるようにするとともに，撤収期間中もスピーカーは残していく． 
 
 これらの一連の問題は， 終的な解決策をまとめるだけでもこのように複雑なのだが，これを協議す

る過程はさらに複雑であった．それは，議論が始まった時点では，そもそもどのサブグループにとって

どのような問題があるかという点が誰も見通せておらず，問題解決にとっての限定性（3.1 節）が極め

て高いことによる．そのため，議論の特に前半では，あるメンバーがある懸念事項を表明すると別のメ

ンバーからの解決策の提案がなされるが，この解決策自体が今度は別のメンバーにとっての別の懸念事

項の発見と表明を生じさせる，ということがしばらくの間繰り返されていた． 
しかし，その過程で興味深いのは．あるメンバーから表明された懸念に対する解決策をメンバーが検

討する際，かなり「思いがけない」案も多く提案される点である．次例では，未来館の展示制作担当者

の山田が特にコンテンツチームの利害の代弁する形で，「什器」（造作物のこと）が撤収される際には，

単にセンサが残っているだけでなく，これが誤検出をせずに正常に作動している状態を維持することが

必要だ（上記(B)2）と要求したのに対して，笹島が以前に作成した「段ボール」の模型を設置するとい

う案を提案している． 
 
（４） 山田：えっと，僕の気持ちとしては，えっと，その什器がない期間，えっと， 

少なくとも，センサーは機能するような状態で置いておく． 
どういう意味かっていうと，えっと，センサーが一応正しい位置に置かれていて，それから， 
センサーが照射してる範囲に関しては，仮にものが，あのう，引き下げられた後だったとしても， 
何らか，その影をつくるような，あの，だん，段ボールの壁だったりとか，な，何かが置かれていて， 
少なくとも，センサーから見たときには，通常の状態と同じように見えるっていうかたちになってると， 
ありがたいな． 
場合によっては，何か，そのう，上場がないことによって，向こう側の何かものが、 
センサーが検出してしまうっていうようなことも考えられるかもしれないし． 

笹島：段ボールに関しては，前つくった段ボールを，そのまま利用できるかなと思ってます． 
で，そこに切れ目入れて，センサー，中に入れればいいのかなっていうのを，ちょっと思ってます． 

 
この他にも，「造作物を一括ではなく複数のグループに分けて時期をずらして撤収・再納品する」，
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「造作物を撤収する際にセンサが埋め込まれた下台は残していく」（上記(B)1），「造作物を撤収する

際に中に埋め込まれたスピーカーも撤収されてしまうものについては代用のスピーカーとアンプを別

途調達する」といったさまざまな提案は，直面している問題に対処するために考え出された極めて創造

的な解決策であるということができる． 
 
⑥ たとえ逼迫した状況の中であっても，創造的問題解決は楽しむことができる． 
次例も，⑤と同じエピソードの中で見られた「思いがけない」提案を含む例である．造作物の一つで

ある「ワカラヌ」に埋め込まれたスピーカーは音コンテンツの制作において特に重要なので，「ワカラ

ヌ」を撤収する際にもスピーカーだけを現場に残していくこと（上記(C)）が決まった直後のやり取りで

あり，笹島はさらなる提案として，この残されたスピーカーを段ボール模型内の正しい位置に据え付け

ることを提案している（→）． 
 
（５）→笹島：で，ええっと，その段ボールに，強引にスピーカー付けるかです． 

向井：いや，えっ，違います． 
スピーカーは，そんなの付かないでしょ．あのう，あんなでかいもの付かないでしょ． 

笹島：あっ，いや，穴空けてこう． 
向井：いや，いい． 
田口：重いですよ． 
向井：おお，いや，無理でしょう． 
田口：落っこちるかもしれない． 
？？：倒れたりしたらさあ． 
向井：事故に，事故りますよ，たぶん． 

地面に，あのう，センサーに引っ掛かんないように置いてもらうのが． 
笹島：じゃあ，段ボールと，せ，ええっと，じゃあ． 

で，梨元くん，何日かかるか． 
梨元：はい． 

 
ただし，この提案は単に「思いがけない」ものであるだけでなく，次のような意味で，非常に奇異な

ものでもある．まず，この提案を行ったのは，本来ならばこうした危険のある工程を も嫌う立場にあ

るはずの施工業者の責任者の笹島であり，この提案は開発期間が限られてきているコンテンツチームの

作業のやりやすさに配慮してのものであると思われる．逆に，本来時間がない中で作業のやり易さを

優先したいはずの向井をはじめとする他のメンバーの方がこの提案は危険なので無理だろうと否定し

ており，結果として，互いに相手の懸念点に配慮することによって，半ば立場が逆転しているように見

えるのである．このように，制作フェーズの終盤になると，各メンバーは「他職種の担当者が何が困る

か」をある程度予測し， 大限これに配慮する形で自分たちの行動を調整できるようになる．このよう

に，組織活動において有効になる冗長性（3.2 節）は単に創造的な組織活動の「前提」であるのではな

く，継続的な活動を通じて，メンバー自身によって徐々に高められていくものでもある． 
また，この例（５）については，笹島の提案を否定する一連の流れの中で，多くのメンバーが極めて

楽しそうに笑い合っている点も重要である．これは単に笹島の提案が無謀なものだったからというだけ

ではなく，他の「思いがけない」提案の多くにも共通して観察された特徴である．次例は，開発期間が

どんどん限られていく苦境を訴える向井の発話の 中に，田口がこの状況を端的に表す情報をユーモラ

スなものとして紹介して，参加者の多くが笑う，という場面である． 
 
（６） 向井：分かんないっていうところに，何か決めてくださいみたいな，あのう，ことだと，えっと，よう，もう， 

この時期になると，まあ，どうしたもんかなあというか，もう， 
○○さん((センサ業者名))として，あ，○○さんと，××さん((施工業者名))としては， 
もう持って帰らざるを得ないんだよって言われるなら，持って帰らざるを得ないと思うし． 

→田口：ちなみに．あっち((隣のコンテンツチームの作業室の壁にスケジュールが貼られている)) 
のスケジュール見ると，3，4，5 って，「什器持って行かれる期間」って書いてあるんですけど． 

一同：((笑い)) 
 
このような期限の迫ってきたぎりぎりの状況で観察された複数チーム間での工程期間の重複化は，い

わば分業が「したくてもできない」状況でのものであり，リードタイムを短縮させたり，開発工数の増

加と製品信頼性の低下を避けるための戦略としての「開発作業段階の重複化」（藤本・クラーク 2009）
とは一見似ているものの大きく異なるものであると考えられる(11)． しかし，こうしたいわば「極限状

態」においても，他者の懸念への配慮や思いがけない解決策の発見や笑いといった，創造性に伴うポジ

ティブな特徴と類似のものが見られたことは極めて興味深い． 
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5. 議論：「懸念に基づく問題解決」における会話構造と組織活動 

3.2 節で述べたように，本稿では「知識」は「関心」を媒介とすることによってはじめて主体の活動

と関わることができるようになると考えている．この立場から，第 4節では，「関心」の一形態として

の「懸念」がミーティングという場の中でどのように生起しているかについて，実際に行われたミーテ

ィングの会話データの詳細な分析を通じて明らかにしてきた．これらの知見のうち，（１）懸念は会話

の文脈に依存して，これに対するリアクションとして表明されることが多い（第 4節の知見④），（２）

懸念の表明は他のメンバーからの配慮を引き出す（同③）という二つの側面については，会話における

評価連鎖（高梨 2008;2010）とも共通した構造であると考えられる（図 1）． 
 

 
図 1 「懸念に基づく問題解決」と評価連鎖の類似性 

 

評価連鎖とは，ある会話参与者が直前の会話の中に「評価対象 assessable」（図 1 左の 1A）を見出し，

これを「第一評価」（2B）として表明することによって，その直後に同意/不同意を表す「第二評価」

（3A）が生起するとともに，評価の一致を志向した「協議」が生じるという会話パターンである．ここ

に含まれる関係のうち，「評価対象」と「第一評価」の間には，後者の発話者によって前者の中に評価

を表明すべき点が発見されるという意味での「遡及的」な関係があるのに対して，「第一評価」と「第

二評価」の間には，「質問-回答」や「依頼-受諾/拒否」の隣接ペア（第 4 節③）と同様の関係がある． 
こうした評価連鎖の二面性の観点から本稿での知見をまとめなおすならば，まず，上記（１）につい

ては，評価連鎖の第一部分に情動的側面が含まれていることは，関心や懸念が「驚き」（Simon, 1945/1997）
や「恐れ」（戸田 2007）といった情動の一種なのではないかと見なせることと符合する(12)．Simon 
(1945/1997)は，「われわれは注意を特定のタスクに配分すると同時に，あるタスクがリアルタイムな緊

急性をもって現れた（レンガがこちらに向かって飛んできている）ときに，注意を迅速に切り替えるこ

とを可能とするようなメカニズムをもたなければならない．モチベーションと感情はこうした注意の配

分を担うメカニズムである」（p.140），「人間の注意を重要な問題に集中させるメカニズムの一つは驚

きである」（p.192）と指摘している． 
ただし，第 4 節の知見②でも述べたように，グループミーティングにおける懸念の表明は単なる一個

人としての情動的反応としてではなく，いわば「組織に裏打ちされた公式の情動」であると考えなけれ

ばならない．多職種チームのメンバーがそれぞれの職能と責任に応じて互いに異なる「関心」や「懸念」

を持つという点は組織における「分散認知」の一種であるといえるが，第 2 節でも述べたように，この

特徴が効果的に発動されるための組織論的な条件に目を向けることが重要になる（福島 2010）． 
次に，（２）の「懸念の表明が他の参与者からの「配慮」を引き出す」という点についていえば，こ

の「配慮」は「同情 sympathy」ではなく「共感 empathy」であると見るべきである．平田(2012)によれ

ば，「共感」とはコミュニケーションする両者の間の「同一性」ではなく，相違を前提とした「共有性」

を指すものであり，完全には「『わかりあえないこと』を前提に，わかりあえる部分を探っていく営み」

である．こうした点は，本稿が対象とした多職種チームで観察された「配慮」によく適合する． 
多職種チームには相互無理解や利害対立などの危険性もある反面，各メンバーが複雑な課題を相補的

にカバーし合えるため，リスク管理面での大きなメリットがある．こうした多職種チームの長所が生か

されるためには，メンバーが潜在的な問題を積極的に発見し提起する機会が組織的に保証されていなけ

ればならない．多職種ミーティングはこうした問題の発見と共有のための効果的な方法の一つであるが，

これを持続的に開催するための組織的環境づくりによって，「懸念に配慮できるチーム」が形成される

ことが重要になる．これは「工学的なリスクおよびリスク管理の概念によってあまり『飼い馴らされて

いない』」ものとしての「野生のリスク管理」（福島 2010）の重要な一形態であるといえる． 
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6. まとめ：懸念に駆動された実験，あるいはゲーミフィケーション 

福島(2010)は，「日常的実践」という概念がどちらかというとルーティン的な側面を強調しやすい傾

向にあると指摘した上で，そのより探索的．試行錯誤的な色彩を強調するために，「日常的実験」とい

う概念を提唱しているが，同時に，この概念は「定常状態」における活動と「問題状況」におけるそれ

との間の二分法を相対化する狙いも持っている．同様に，本稿でも，ポジティブなものとしての「創造」

とネガティブなものと捉えられやすい「問題解決」との間の安易な二分法を避けるために，「問題解決」

を「創造」的なもの捉える方向性を追求してきた． 
第 3 節で指摘したように，本稿が調査対象とした展示制作過程はプロジェクト全体の 後の工程であ

るが，第 4 節で分析したように，そのさらに 終盤においても，提起された懸念事項に対する解決策の

提案には，起こりうる問題への予防策を決めることによって懸念を解消するという消極面だけでなく，

「思いもかけない提案」が頻出するという意味での創造的側面があり，またこうした逼迫した状況の中

であっても，ミーティングの参与者による笑いも多く観察された．このように，問題が解決されるとい

うことは，単にこの問題が霧消するということであるだけでなく，何らかの創造的な意思決定が一つ行

われたことをも意味しているが，他方では，これらの創造的意思決定の出発点があるメンバーによる「懸

念」の表明にあったということも確かである．その意味で，「ゼロからプラスを生む」ものとしての「創

造」と「マイナスをゼロに戻す」ものとしての「問題解決」を二分法的に捉えるのは正しくない． 
こうしたことを考慮するならば，本稿で対象とした展示制作過程は，「懸念に駆動された実験」と表

現することができそうである．すなわち，「懸念」というネガティブな出発点が，メンバーによる「社

会的実験」を経由することによって，「創造」というポジティブな到達点に至るための源泉となりうる，

ということである．あるいは，第 2 節で指摘したように，この展示には「ゲーミフィケーション」（井

上 2012）の特徴が見られるが，その制作のための過程自体もまた，制作メンバーが自ら障害を見出し，

ぎりぎりの状況の中でもこれを楽しみながら，さまざまな解決策を「実験」的に繰り出していくもので

あるという意味では，「ゲーミフィケーション」の一種であったということもできる． 
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注 
(1) http://www.miraikan.jst.go.jp/sp/exhibition/anagura.html 
(2) 制作物が世の中に一つしか存在せず，類似の存在物もほとんどないという事態は，藤本・クラーク(2009)が対象とし

た自動車産業などの大量生産において工程管理が重要になることとは極めて対照的である．さらに，この「1 つしかな

い存在物」としての展示が完成した時点でこの多職種チームは解散することになり，また，この展示の特殊性のゆえに，

このチームが今後同じメンバーで仕事をすることも想定されていないという点では，本調査対象の組織活動は「一度き

り」という特徴も持つ．この点は組織としての形式知の蓄積や継承（知識創造サイクルにおける「連結化」と「内面化」）

を重視する従来の知識創造理論などとは異なっている． 
(3) 同様に，野中・竹内(1996)では，「知識」を「正当化された真なる信念」と定義した上で，「個人の信念が人間によ

って“真実”へと正当化されるダイナミックなプロセス」が強調されており，「知識」をこれを用いた主体の活動から

独立した静的なもとを見なすことへの危惧も感じられるが，この「ダイナミックなプロセス」が何によって持続的に展

開可能になるのかは必ずしも明らかではない． 
(4) 実施設計フェーズまでの段階の議論に参加していたのは，未来館の展示企画担当者と制作担当者，幹部，展示の学術

面を監修する総合監修者，展示の表現面を担当する演出家のみであり，これらのうち，RT にも継続して定期的に加わ

ったのは未来館の制作担当者のみである．計画の立ち上げ段階から 後の制作フェーズまで中心的に関与し続けたこの

制作担当者（山田：仮名）が藤本・クラーク(2009)のいう「重量級プロダクト・マネージャー」に相当すると見なせる． 
(5) 「フロント・ローディング」とは「開発の初期（フロント）に問題解決の「前倒し」（ローディング）を集中させる

ことにより，開発後半の問題解決負荷を大幅に減らし，全体の工数軽減や期間短縮につなげる」開発手法である． 
(6) また，すべての回の RT が開始から終了まで完全に収録されているため，表明された懸念の背景や，これが当該のミ

ーティング内で解決されない場合にも，どのようにして継続的な活動の中で解決されていったかについて，長期的かつ

網羅的な分析することも可能である．もちろん，ミーティング以外のメール等のやり取りなどをすべて網羅的に調査す

ることは極めて困難であるが，こうしたミーティング外でのやり取りのうちの重要な部分はミーティングで報告される

ため，ミーティング調査は「定点観測」的な組織活動の調査手法として非常に有効である． 
(7) 高梨(2013)でも本稿でも，分析には，長期的なミーティング活動の映像・書き起こしデータの俯瞰的・微視的分析を

支援するために，著者らが開発中のルーツ「再生くん」（高他 2012）を使用した． 
(8) 実は，問題提起のための表現として「問題」という語が用いられることはかなり少なく，「問題」という表現はむし
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ろ「問題ない」のような否定形で生起することの方が多い（高梨 2013）． 
(9) 合意形成会話などに見られるこうしたやり取りについては，片桐ら(2013)でも「配慮要因の提示と擦り合わせ」とい

う観点から分析されている．ただし，こうした点が見られるのは彼らが「チーム」だからである．チームの場合，たと

え異職種間で「過程における利害関心」には対立などが生じるとしても，結果については共同責任が担われているため，

「他者の懸念」は間接的には「自分の懸念」でもある．この点は，一般社会における合意形成論で議論されているよう

な，ある事態によってもたらされる「結果利害」についてのステークホルダー間での対立とは区別される． 
(10) ただし，提起された問題に対する他の参与者からの応答が直後に義務的に生起するからといって，この問題がその

場ですぐに解消されるとは限らない．Takanashi&Hiramoto(2012)では，あるミーティングで提起された問題がミーティ

ングの中で徐々に明確化され，解決策の案は合意されるに至るが，解決自体は後日の工事現場での検証によって図られ

るというエピソードについて，同じ事態を表現するためのさまざまな「表象の変換」という観点から分析している． 
(11) 問題解決サイクルの連携調整については，藤本・クラーク(2009)でも中心的に分析されており，「開発作業段階の重

複化」の重要性が指摘されているが，その論点は，これによって製品開発におけるリードタイムの短縮や，開発工数の

増加と製品信頼性の低下の回避が可能になるという肯定的な側面にある．本研究で対象とした展示制作でも「開発作業

段階の重複化」と類似の事態が生じる場合もあるが，このエピソードのように，これは納期が迫ってくる中で， 3 つ

のサブグループがいずれも将来展示物が設置される同じ空間を使った作業をしなければならないことによって，やむを

得ず生じている面が大きい． 
(12) Simon に限らず，探索過程の 初の段階に「疑念」や「驚き」といった情動の存在を見るのは，Peirce や Dewey など

の「探究」概念に共通するプラグマティズムの基本的な考え方である（魚津 2006）．また，戸田(2007)は，「感情は野

生環境の特徴に適合した適応行動選択システム」としての「野生合理性」をもつものであるという考えに基づき，「認

知された外部状況に応じて適応的な行動を選択して実行する」ものとしての「アージ urge・システム」を提案している．

戸田(2007)は「野生合理性」は文明環境では「部分的に不適合」になると指摘しているが，本稿では，福島(2010)に倣

い，「野生合理性」が文明環境においても少なくとも部分的には重要性をもっていることを強調した． 
 
参考文献 
Clark, K. B. & Fujimoto, T. (1991) Product Development Performance: Strategy, Organization, and Management in the World Auto 

Industry. Harvard Business School Press. （藤本隆宏・キム B. クラーク, K. B. 『増補版 製品開発力―自動車産業の「組

織能力」と「競争力」の研究』田村明比古訳，ダイヤモンド社，2009） 
福島真人(2010)『学習の生態学』東京大学出版会  
Harbarmas, J. (1968) Technik und Wissenschaft als >Ideologie<. Suhrkamp Verlag. （長谷川宏訳『イデオロギーとしての科学

と技術』平凡社，2000） 
平本毅・高梨克也(2012)「説明の分節化を通じたイメージの共有：科学館新規展示物制作の打ち合わせ場面を事例に」『社

会言語科学会第 30 回大会発表論文集』pp.68-71 
平田オリザ(2012)『わかりあえないことから─コミュニケーション能力とは何か』講談社 
井上明人(2012)『ゲーミフィケーション－＜ゲーム＞がビジネスを変える』NHK 出版 
片桐恭弘・石崎雅人・伝康晴・高梨克也・榎本美香(2013)「保健指導会話における相互信頼感構築の分析とモデル」人工

知能学会研究会資料 SIG-SLUD-B203, pp.43-48 
高悠史・平本毅・高梨克也(2012)「継続的なミーティング活動記録の分析を支援するアノテーション・可視化環境の構築」

人工知能学会研究会資料 SIG-SLUD-B201, pp.7-12 
Nonaka，I. & Takeuchi,H. (1995) The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. 

Oxford University Press.（野中郁次郎・竹内弘高『知識創造企業』，梅本勝博訳，東洋経済新報社，1996） 
Schegloff, E. A. & Sacks, H. (1973) Opening up closings. Semiotica, 8: 289-327.（北澤裕・西阪仰訳「会話はどのように終了さ

れるのか」『日常性の解剖学－知と会話』マルジュ社，pp.175-241，1995） 
Simon, H. A. (1945/1997) Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations (4th ed.). 

Free Press. （サイモン, H. A.『新版 経営行動―経営組織における意思決定過程の研究』，桑田耕太郎・西脇暢子・高

柳美香・高尾義明・二村敏子訳，ダイヤモンド社，新版，2009） 
高梨克也(2008)「社会的参照現象の時間的展開としての評価連鎖」電子情報通信学会技術報告 HCS2008-34, pp.21-26 
高梨克也(2010)「インタラクションにおける偶有性と接続」『インタラクションの境界と接続』木村大治・中村美知夫・

高梨克也編著，昭和堂，pp.39-68 
高梨克也(2011)「実社会で自然に生起する継続的なミーティング活動のフィールド調査の狙いと工夫」人工知能学会研究

会資料 SIG-SLUD-B101, pp.55-62 
高梨克也(2012)「コラム：多職種連携カンファレンス：気になることが揃っていないこと」『看護ポケットマニュアル・

精神科』山川百合子・栗原加代編，医学出版社，pp.116-117 
Takanashi, K & Hiramoto, T. (2012) Designing a future space in real spaces: Transformation of heterogeneous representations of 

a“not yet existing” object. In Okumura, M. et al. (eds.), New Frontiers in Artificial Intelligence: JSAI-isAI 2011 Workshops, 
LENLS, JURISIN, ALSIP, MiMI, Takamatsu, Japan, December 1-2, 2011. Revised Selected Papers. pp.277-290, Springer Verlag 

高梨克也(2013)「多職種ミーティングにおける懸念導入表現「気になる/するのは」の多角的分析」『言語処理学会第 19
回年次大会発表論文集』（3 月刊行予定） 

戸田正直(2007)『感情：人を動かしている適応プログラム』東京大学出版会，新装版 
魚津郁夫(2006)『プラグマティズムの思想』筑摩書房 

II 1-10



知識共創第 3 号 (2013)   

 

 

実践での設計意図共有を通じた糖尿病患者ウェブコミュニティの漸進的設計 

Incremental Design of Web community for Diabetics through Practice 

大澤 郁恵1)，池田 満1)，鍋田 智広1),
 米田 隆2)，武田 仁勇2)，仲井 培雄3)

 臼倉 幹哉3)，阿部 究3)
 

OSAWA Ikue
1)

,IKEDA Mitsuru
1)

, NABETA Tomohiro
1)

, YONEDA Takashi
2)

, TAKEDA Yoshiyu
2)

, 

 NAKAI Masuo
3)

, USUKURA Mikiya
3)

, ABE Kiwamu
3),

 

1) 北陸先端科学技術大学院大学, 2) 金沢大学, 3) 芳珠記念病院 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology, 2) Kanazawa University, 3) Houju Memorial Hospital 

 

【要約】糖尿病患者ウェブコミュニティに期待される医療サービス上の機能は，患者間交流により，望

ましい患者心理変化を起こすことにある．また，患者の語りを中心にした医療サービスを実現するうえ

で，重要な機能を提供することも期待されている．そのような機能の設計と実装においては，医療現場

の実情・患者の特性に適応させることに様々な困難が伴う．特に，機能の設計意図が，関係者（医療者・

患者・ファシリテータ等）の間で共有されず，適応化のための建設的な議論が設計・実装・運営のプロ

セスに起こりにくいことが深刻な問題である．本稿では，行為・原理・心理変化といったコミュニティ

機能に関連する概念をオントロジーとして明確にし，コミュニティ機能の設計意図を表現する枠組みを

示した．この枠組みにより，コミュニティ関係者が，設計意図の合理性を失うことなく，コミュニティ

機能を自ら洗練し，共創する，コミュニティ設計・実装の漸進的プロセスの実現を目指す． 

【キーワード】医療サービス オントロジー工学 

 

1. はじめに 

医療サービスが適切に受容されるためには，患者の適切な価値観の涵養や心理面支援が求められる．サ

ービスは，一般的に受容者の価値観に合ったサービスを提供し，受容者の心理面を豊かにするものである．

糖尿病医療では，食事制限や運動療法等の患者による自己管理を生涯求めるため，患者の心理的問題を引き

起こすことがある．例えば，診断直後の患者であれば「何で私が･･･と悔しくて辛くて，涙を出して泣きまし

た」という悲嘆感情や，糖尿病歴が長い患者では「治療が必要なことは理屈でわかっているが，気持ちがつ

いていかない」という燃え尽き(石井,2010)などがある．糖尿病患者が，治療に関する適切な価値観をもち，

心理的問題に直面に対応できるように支援することで，より効果的な医療サービスを実現できる． 

糖尿病患者の心理面を支えるものとして代表的な 2 つのアプローチがある．ひとつは，客観的指標に基づ

い た 医 療 (EBM: Evidence-Based-Medicine) と 患 者 の 個 別 的 状 況 の 語 り に 基 づ く 医 療 （ NBM: 

Narrative-Based-Medicine）の融合である．歴史的に初期の医療では，医師は患者が語ったことに基づき医療を

実践していたが，医学技術の発展に伴い，医師は，患者の語りに依存せず，客観的根拠に基づいて患者を診

るようになり，医学的に質保証された医療サービスが実現された．最近になって，患者の病気を客観的指標

に基づいて診る医療に加えて，患者の人生や置かれている状況をも含めて病を捉えることで，患者にとって

価値ある医療が実現されるという見方が主張されるようになり，EBM と NBM を融合した医療の必要性が唱

えられている(Trisha and Hurwitz, 2001)．特に糖尿病のように日常生活での患者

の自己管理が病気の症状を左右する慢性病では，患者の語りから患者を理解し，

その理解に基づく医学実践がより重要であると認識されている． 

もう一つのアプローチは，糖尿病患者コミュニティの運営である．医療現場

では糖尿病患者コミュニティが患者の心理面を補助的に支えている．病院で運

営される患者コミュニティ(患者会)は,同じ病気を抱える患者が集まり悩みや経

験を語り合う場であり,この同じ境遇の患者同士の語りが彼らの心理面を徐々

に改善し,病気に対し前向きに取り組めるようになるのを促すといわれている

(大木ら, 2010; 谷本, 2004)． 

しかし，実践の場では，望ましい支援を実現するうえでの様々な障壁がある．

本研究では，これまで石川県能美市の芳珠記念病院と，そこで運営されている

糖尿病患者会を対象として，糖尿病治療の現状について分析してきた．その結

果の概要 を図 1 に，詳細記述の一部を表 1 に示している． 
図 1 医療現場の問題 
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本研究に関連が深い事項を抜粋する

と以下のようになる．  

・ 患者会の老齢化の進行． 

・ 患者からのナラティブ情報不足． 

・ 糖尿病治療における，受容者視点での
サービス改善が困難． 

・ 医療機関がネット患者会に消極的 

・ 患者会運営が経営的・人材的に困難 

・ 患者 SNS に関する医療的責任を負え
ないため医療機関として消極的 

このように，患者ウェブコミュニティを構築するうえでの実践上の課題が山積しているのが現状である．

本研究では，実践現場で糖尿病患者の心理面を支えるウェブコミュニティの機能を実践現場の医療者と共に

構築する方法を明らかにすることを目指している．患者の語り情報の医療者への提供と若い世代の参加を促

し，患者の心理面支援や価値観の涵養に貢献する病患者糖尿病患者ウェブコミュニティをいかに構築するか

という問題を，芳珠記念病院を現場として実践的に取り組み，その構築方法を探る． 

 

2. 先行研究と現場ニーズの調査 

本研究では，糖尿病患者ウェブコミュニティに，「病気によって生じる様々な心理的問題を語り，共有し，

その問題を克服するためにメンバーが相互に助けあい，心理面を改善する」機能を持たせたいと考えている．

患者コミュニティ(患者会,セルフ・ヘルプグループ)に関する研究では,「情緒的サポート」「エンパワーメン

ト」「他者援助を通した自分の理解や自尊感情の回復」「自己開示の機会」「ヘルパーセラピー原則(援助す

ることが自分の援助になること)」等の意義や機能が述べられてきている(大木ら, 2010;谷本, 2004;久保, 1998)．

以下では，本研究の目指す機能の事例として，パラリンピック(障害者競技)，アルコール依存症,統合失調症

の３つのコミュニティをとりあげ，その機能について考察したうえで，芳珠記念病院における現状に関する

関係者との議論から明らかになったニーズと，その対応の指針を述べる． 

 

2.1コミュニティの事例 

パラリンピックの参加者は,健常者と同等のレベルで競うことはできないが,障害を持つ人としてではなく,オ
リンピック参加者と同じスポーツ選手として競い合い,勝利者が表彰される．尾崎によれば，この競技のプロ
セスにおいて他者を承認し,自身も承認されることで「障害に対する否定的なとらえ方から,障害を受容し,積
極的に意味転換を図り,尊厳を回復し再起していく」ことを促しているという(尾崎, 2001)．このことから，パ
ラリンピックは，障害者に「競いあう」という一種のコミュニケーションの場を提供することによって，障
害を克服するうえで有益な心理的な変容を参加者に発現させる機能を持つと考えることができる． 

アルコール依存症コミュニティ(アルコホーリク・アノニマス)の主な機能は自己の語りを通してアイデンティ
ティと,過去と未来の行為の意味を再構築することにある(レイヴら, 1993)といわれている．このときの語りは
飲酒が引き起こした数々の失敗やコミュニティに参加してからいかに回復したかが含まれている．同じ境遇
の聞き手にとっては共感や親しみ,励みを得られる価値ある語りとなり，語り手にとっては他者を助けること
で情緒的に得るものがある語りとなる(葛西, 2009; Alcoholics Anonymous, 2002)．このとき聞き手にも語り手に
も,孤独感の低減や,自尊心の向上といった心理面の改善を達成し,それがアイデンティティを再構築につなが
っていると考えられる．また，このコミュニティが掲げる理想のメンバーの像や，コミュニティの思想の理
解を助けるテキストがある．テキストには，先輩方のコミュニティを通した回復経験談とその経験を抽象的
にまとめられた十二のステップが収録されている(葛西, 2009)． 

統合失調症患者が集まるコミュニティ(べてるの家)では,妄想・幻想大会が開かれるなどして,病気によっても
たらされたユニークな経験を発表する機会が与えられる．病院では妄想が著しく重症であり一番の問題児と
されていた患者が,その妄想を生かして大会で受賞し，コミュニティではスーパースターとして扱われるとい
う文化がある(浦河, 2002)．この文化があることで，病気を持つ患者は自尊感情を回復できるようになってい
る．また，コミュニティの長年の歩みの中の経験から得られた理念やキャッチフレーズがまとめられている
(浦河, 2002)． 

これら３つのコミュニティは，いずれも，病気や障害を受容し，前向きな心理状態へ変化することに有益

なコミュニケーションの場をメンバーに提供している．そのような患者間コミュニケーションにより心理的

変容を促す機能を備えたコミュニティの構築を目指す． 

現場での問題 問題の原因・理由 問題がもたらす影響

患者会の老齢化が進

んでいる。

患者会サービスがライフス

タイルに適合していない。

患者会が患者指導・情報交換の

機能を失う。

医療機関がネット患

者会に消極的

患者の自由な語りに医学的

に責任を持てない。患者の

交流を関与している時間が

十分にとれない。

不適切な情報が患者の間で流れ

る。医療関係者がそれを検知で

きない。患者会が一人歩きし，

サービスの妥当性が損なわれる。

患者会において，糖

尿病自己管理指導に

関する人材が不足

常に少人数が指導に関わり，

後進を育成する体制が整っ

ていない。

患者会の機能が低下し，医療

サービスの質が低下する。結果

として，患者会が消滅する。

表 1 医療現場の問題分析 (一部抜粋) 
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2.2芳珠記念病院での問題とニーズ 
芳珠記念病院において，糖尿病患者ウェブコミュニティ運営を実践するにあたって，次のような医療現場

特有，かつ地域特有，患者層特有の問題があげられた． 

現場医療者の抱える不安：医療者・看護師，職員から，医療者の眼の届かないところでの誹謗中傷や医学
的妥当性のない情報が蔓延する可能性に対する不安が示された． 

芳珠記念病院の患者特性：金沢大学病院と芳珠記念病院で糖尿病患者を診ている糖尿病指導医によれば，
両病院にくる患者特性には職業や年齢，情報携帯端末への態度などに明らかに違いがあり，その特性を理
解した上でウェブコミュニティ機能を設計する必要がある．  

現場関係者との議論の結果，これらの問題に対して以下の対応をとることになった． 

・予め糖尿病患者リーダーを育成する．リーダーが医療者と患者の橋渡し役をつとめる． 

・ウェブコミュニティ参加が効果的であると医療者により判断した患者のみ参加できる． 

・オフラインで患者の患者会と患者教室の参加と，メンバー同士の直接対面を前提とする． 

 

3. オントロジーを基礎にした漸進的設計アプローチ 

糖尿病患者コミュニティにおいて，いつどのようなコミュニケーションが患者の心理変化を引き起こすか

は，患者の性別や職業，ライフスタイル等の患者属性や各病院の患者の特徴に応じて多様であり，時代によ

っても変化する．例えば，食文化や糖質食品に関する技術の発達も，患者コミュニケーションの内容に大き

な変化をもたらしている． 

糖尿病患者属性に適応した糖尿病患者コミュニティ機能の提供が求められている(東海林ら, 2009;松田，

2005)との指摘があるが，患者属性と機能の関係は研究者間で矛盾する結果が報告されており，その原因とし

て支援機能の概念が明確でないことが指摘されている(東海林ら, 2009)．  

芳珠記念病院の医療者からも，地域性の変化が考慮すべき点の一つとして語られている．能美市のコミュ

ニティの特性が変化するとともに，糖尿病患者の特性も変化してきているという．最近の 15 年間で，企業の

能美市へ移転が増え，都市部から能美市への転入が増え，患者の職業分布も一次産業から二次・三次産業へ

の移行が目立っている．それに伴い，患者が持つ問題も，企業で働くことと患者として生きることの折り合

いをつけるうえでの問題など，企業人独特の問題が増え，また，企業人としての生活スタイルから定年退職

後の生活スタイルへ移行した患者層が増えている．このような変化が，地域の糖尿病に対する知識水準の向

上をもたらし，患者の取り組みが全体的によくなったという．このような地域特性の変化に適応していくこ

とが求められると考えられる． 

本研究の最終的な目的は，原理的知識に基づいて設計された機能を，実践を通じた現場関係者との共創に

より，現場に適応していく方法論をつくることにある．ここでは，その出発点として，糖尿病患者コミュニ

ティの機能を漸進的に洗練するための要件を整理する．  

 

3.1漸進的設計アプローチ 

糖尿病患者ウェブコミュニティ機能の構築では，理論を活かし，病院

患者層の特性や地域性などの多様性・変化性に合った機能を実現する方

法論を確立していくことが重要である．病院特性や各病院の患者に応じ

た機能に関しては，現場の医療者や患者の知識が不可欠であり，医療者

と患者を知識共創プロセスに巻き込むことでより患者や病院に合った

コミュニティの機能に近づくと考える．本研究では，芳珠記念病院の患

者会を実践の場として，患者会メンバーと医療者，金沢大学医学部の糖

尿病研究者と研究体制を構築し（図２)，糖尿病患者コミュニティの機

能の共創を目指す．糖尿病患者コミュニティ設計における検討の対象と

して，以下の 3 つの事柄が重要であると考えている． 

機能の設計意図：どのような患者間コミュニケーションにより，どの
ような患者心理変化（機能）を発現させるかを表す． 

ＳＮＳ：設計意図を具体化する設計成果物． 

現象：ＳＮＳにより生じる患者間コミュニケーションと心理変容の実際の現象 

図２ 実践研究の協力体制 
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設計と実装を実施するうえで，上記の 3 つの対象（下線）に関して，次の 4 要件を設定する． 

ＳＮＳで生じた現象，つまり患者間コミュニケーションと患者の心理変化が，設計意図の世界で想定され
たこととの一致性を議論できること． 

一致していなければ，設計意図とＳＮＳとしての実装のどちらに，どのような問題があり，どのように解決す
るかを，関係者と共に検討できること 

設計意図とその実装であるＳＮＳの対応を失わないこと（ＳＮＳに修正を加える時は必ず設計意図を修正
すること）． 

設計意図間の一貫性を保つこと（新しい設計意図は，既存の他の設計意図と矛盾するものであってはいけ
ない．設計意図が自然消滅することがあってはいけない）． 

この要件を満たすうえでは，東海林ら(東海林ら，2009)による「コミュニティの機能の概念が不明確である」

という問題を克服することが不可欠である．そのために，本研究では， 

オントロジーを基礎にした知識共創による漸進的設計アプローチ：オントロジーを基盤とし，設計物

の機能設計の意図を明示し，それを関係者で共有しながら設計物を協調的に実装し，観測された現象

に基づいて，機能設計・実装設計の改良を繰り返すアプローチ 

をとり，そのアプローチの実践プロセスの記録を研究の成果物とし，他のコミュニティ設計に応用できる方

法論に昇華させることも目指したいと考えている．研究の初期段階では経験知の集積を主な目標とし，集積

が進んだ段階で，応用可能な設計上の知見として汎化することを目指す．例えば，以下のような状況を的確

に記録することができれば，コミュニティ設計の一般の知見として蓄積したり，設計意図を現場特性・患者

特性に適応させるノウハウ（経験知）として蓄積することができる． 

 

意図された機能の実装にあたって，患者と医療者が不安や抵抗感を感じずに受け入れられる導入レベルの
初期機能から提供をはじめ，患者と医療者の成長に応じて徐々に意図したレベルの機能の実装へと進める
（段階的実装のための経験知の蓄積）． 

意図した現象と矛盾する現象が生じた場合，その原因の分析・解決法を患者や医療者と議論し，その結果
を設計に反省させる（設計意図実装上の障壁と解決法に関する経験知の蓄積） 

患者・医療者（現場関係者）による新しい気づきやアイディアを，設計意図として明示化して追加する（現
場関係者との共創によるアイデアの蓄積） 

 

3.2オントロジーの役割 

知識共創による漸進的アプローチを実現するためには，設計意図の明示化による共有が不可欠であるが，

容易ではない．設計意図の共有が難しい理由のひとつに，患者コミュニティの機能の捉え方が，厳密には人

によって違うことがあげられる．例えば，2.であげた糖尿病患者コミュニティの機能には，「自己開示の機

会」「情緒的サポート」「自己信頼」があげられている．「自己開示の機会」は，人の行動を機能として捉

えている．「情緒的サポート」は，行為によって生じる心理面の変化を，「自己信頼」は人の心理面のある

状態を機能と捉えている．つまり，どれも同じ機能というラベルを使っているが，そのラベルが意味する概

念が異なっている．また，「自尊心の回復」も「心理変化」も同じ心理変化を機能と捉えられるが，一般化

度合が異なっている． 

設計意図を共有するためには，患者コミュニティの機能の捉え方を定義し，一貫性をもった記述と一般性

の整理を可能にする枠組みが不可欠である．本研究では，患者コミュニティに関する諸概念をオントロジー

として定義し，それを基礎にして設計意図の表現の枠組みを構築する．電気回路の設計からのアナロジーで

説明すると，オントロジーは回路素子や回路理論の体系的な定義にあたり，表現の枠組みは回路図の表記法

に相当する．オントロジーを基礎として，患者ウェブコミュニティ機能の設計意図を明確に表現することで，

ウェブコミュニティシステムの前提の設計意図の共有と改善点の議論をより精密なものとし，患者や病院の

特性に応じた機能のより合理的な洗練を可能にする． 
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4. 患者コミュニティ機能のオントロジー 

患者コミュニティの機能の設計では，人のコミュニケーション行為とそれによっておこる心理変化の関係

が設計者により意図されている．但し，その関係性は，暗黙性が高いことにより，直感的に意図されること

が多い．以下では，患者のコミュニケーションとコミュニケーションにより生じる心理変化を定義したオン

トロジーを紹介する． 

 

4.1 患者コミュニティ機能のオントロジー 

機能の概念化に関して，來村ら(2002)は，製品機能を「装置が対象物に与える状態変化を，ある特定の目的

のもとで解釈したもの」と定義している．また，住田ら(2012)は製品機能の捉え方をサービスの機能に拡張し，

「特定の目的のもとで，作用実行主体が発揮する作用によって，作用対象の状態が変化すること」(住田ら, 

2012)を機能として捉えている．いずれの定義においても，機能における行為と，その対象，それにより生じ

る変化を明確に定義されている．2.の冒頭で述べたように，先行研究におけるコミュニティ機能の説明では，

患者同士のコミュニケーション行為，行為の対象である心理状態，それにより生じる心理変化は，全て患者

コミュニティの機能と捉えられていた．ここでは，来村ら・住田らの定義に準じて患者コミュニティ機能を，

機能における行為・対象・変化を構成概念として定義することにする．  

本研究においては，糖尿病患者コミュニティの機能を以下のように定義する． 

糖尿病患者ウェブコミュニティ機能の定義：糖尿病に伴う心的問題に対し，それを患者自ら克服する

目的のもとで，患者がコミュニケーション行為を行い，その行為によって，自分と他の患者の心理状

態に変化を生じさせること 

図３は，この定義を直感的に理解し

やすいように示した模式図である．機

能概念(A)を構成する主要な概念はB, C, 

L, D, E の箱で表記しており，役割は，

それぞれ，主体・行為・原理・対象・

作用である． 主体(B)による行為(C)に

よる作用(I)が，どういう原理(L)に基づ

いて，対象(D)に対する作用(E)をもたら

すかを表している．ここに現れる二つ

の作用は，作用(I)が患者コミュニケー

ション行為による情報の状態変化を，

作用(E)が情報の変化に伴う患者心理の

変化を表している．患者コミュニケー

ション行為と心理状態変化の間に想定

された関係性を表現するのが原理(L)で

ある．この原理の明示化が，先行研究

において暗黙性が高く合意度の低い部

分であり，その明示化が本研究の特長

の一つである．  

図４は失敗談を語り他者を支援する

ことで自己効力感を高める機能(A)の

定義を例示している．患者(B)が失敗談

を語る行為(C)によって，情報開示の状

態(H)を秘匿から開示へと変化させる

ことが，自己効力感が低い状態から高

い状態へと心理変化の作用を産み出す

ことを示している．この開示状態の変

化(I)と心理状態の変化(E)の間を説明す

るのが原理である．本研究で扱う原理

を次の節で詳しく説明する． 

図３ 患者コミュニティ機能の概念定義 

図４ 患者コミュニティ機能の定義例 
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4.2患者コミュニティ機能の原理 

患者コミュニティ機能における原理を概念化する目的は，設計者が想定した患者行為とその患者自身の心

理変化が生じるまでの関係を明示し，意図した機能の有効性をより評価・議論しやすくすることである．患

者コミュニティで意図した機能の評価では，患者間コミュニケーションにより双方の患者によい心理変化が

生じているかが重要であり，一方の患者のみによい心理変化生じている場合は，機能に問題があると見なさ

れる．患者コミュニティ機能モデルの原理の概念化で求められるのは，一方の患者の行為によりその患者自

身の心理変化がどのように生じるかに関する原理だけでなく，同時にコミュニケーション相手の患者の行為

によりその相手の患者にどのように心理変化が生じるかという原理とセットで記述する枠組みを構成するこ

とである．本研究では，基本機能モデルに示される各原理と関連する原理を対にして表現できるように原理

を定義した．本項では，具体的に設計した各原理の内容を説明し，その原理がいかにセットで設計意図とし

て表現されるかを具体例で示す． 

 

患者心理変容モデル 

患者コミュニティの基本機能モデルの行為と心理変化をつなぐ原理に記述する設計意図として心理変容モ

デルを構成した(図５)．糖尿病患者間コミュニケーションと医療的に望ましい糖尿病患者の心理状態の変化の

関係を，糖尿病患者の心理変容に関する研究(Prochaska1et al., 1992; 榎本, 1997; 心理学辞典; 今林, 1993; 村上, 

2004; Mark and Roy, 2000; 中村, 1999)のサーベイにより，心理変容モデルとして定義した．患者が糖尿病の告

知・受容・前向きな態度になるまでの望ましい心理変容プロセスを用いてモデル化したものを図式化し図５

に示している． 

モデルの意図は,患者がいつ・どのように関わり,どのような心理面の変化を促すようにすれば,糖尿病の前

向きな取り組みを促進しうるかを明らかにすることである．横軸は時間軸であり,多理論統合理論という糖尿

病患者が自己管理を継続できるようになるまでの行動変容段階の理論(Prochaska, 1992)に基づく 5段階を示し

ている．モデルの主な構成概念は,前向きな取り組みを促すときに重要となる複数の心理的要因(自尊感情や他

者からの受容等)と患者のコミュニケーション行為であり,縦軸には前向きな取り組みを促す時に優先的に改

善したらよいと考えられる心理的要因を下から配置している．心理的要因が機能の対象に記述され，行為が

機能の行為に記述される．複数の心理的要因間,もしくは心理的要因と患者のコミュニケーション行為には因

果関係があり,それらの因果連鎖により各要素が改善され,徐々に患者が前向きになるプロセスを示している． 

 

 図５ 心理変容モデル 
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図６に，4.1.でとりあげた例（図４）の「他者に

対する支援が自己効力感を高めると」いう原理に

相当する心理変容モデルの一部を取り出している． 

書き下すと，自己管理ができるようになってきた

行動期の糖尿病患者が,他者に対する支援行為を

行うと，その作用により，自分の自己効力感が向

上する．他者支援と自己効力感は，図４の模式図

の，行為(C)と対象(D)に対応する． 

 

患者コミュニケーションの原理の表現 

心理変容モデルで定義した原理は，ひとりの患者の行為とその患者自身に生じる心理変化の関係である．

患者コミュニティの機能としては，患者ペアのコミュニケーション行為による，ある患者とその交流相手と

なる患者の双方に生じる心理変化を表現することが望ましい．実際に設計者によって想定されるのは，心理

変容モデルで定義された各原理が 2 つセットになったものであり，患者コミュニティの機能の洗練において

は，双方の患者にとってよい心理変化が生じているかを評価することが求められる．そこで，患者ペア間の

コミュニケーションの原理を表現する方法を示す． 

図７は，患者コミュニケーションの原理の例をオ

ントロジー記述言語「法造」(大阪大学溝口研究室、

(http://www.hozo.jp/hozo/))を用いてインスタンスと

して表現したモデルであり，図８はそのイメージを

描いている．一方の患者が他者支援の語り，他方の

患者が傾聴をする患者間コミュニケーションにお

ける原理を定義している． 

コミュニケーションの原理本体である(ア)「患者

交流の心理変容(他者支援の語り-傾聴)」は，(イ)～

(キ)の部分概念で表現されている．(イ)～(キ)の長方

形の上の赤文字は，原理概念で各部分が担う役割

名である．法造の表記ルールにより複雑な記述になっているが，重要な

部分を黒字でオーバラップして表記している． 

主な意味は，他者支援(語り)により自己効力感が向上する変化(イ)と，

傾聴により自己開示欲求が向上する変化(オ)を成立していることである．

設計者は，この二つの変化が同時に起こることを意図していることを表

している．失敗談を語る行為により生じる変化(ウ)は，語り量の増加と

いう before 変化(ウ)とそれにより派生的に生じる自己効力感が向上する

after 変化（エ)と，傾聴行為により生じる変化(エ)は，傾聴量の増加とい

う before 変化(カ)とそれにより派生的に生じる自己開示欲求向上という

after 変化から構成されている．ここで，図７中の p/o は，part of の略で

あり，線で接続されている 2 つの概念の関係性が全体―部分の関係であ

ることを示している． 

このモデルで意図されている患者間コミュニケーションは，患者

コミュニティの熟達患者が失敗談を語り，患者コミュニティの新人

患者がその失敗談の語りを傾聴するという，患者ペアのコミュニケ

ーションである．その設計意図が図７により，熟達患者は，失敗談を語ること(ウ)で，自己効力感を高める(エ)

という原理(イ)と，人患者はそれを傾聴（カ)することで失敗談の自己開示欲求を高める(キ)という原理(オ)の

ペアとして表現されている．  
意図した患者コミュニティの機能が実践的に，例えば老齢化の進んだ芳珠記念病院の糖尿病患者の前向き

な自己管理を促すのに合理的なのか，高齢者の家族構成によって機能発現に違いがあるのか，などは，実践

を通して患者や医療者と話し合う中で初めてわかることである．関係者と話し合うときに，設計意図が明確

にしてあることで，何か問題が生じたときに，機能が適切か，それとも機能を実現する手段であるシステム

に問題があるのか，高齢者の家族構成によって違う設計意図を追加したほうがいいのか，をより明示的に議

論することが，このようなオントロジーを基礎にした明示的な記述により促されると考えている． 

図６ 心理変容モデル（一部を拡大） 

図７ 患者コミュニケーション原理の例 

図８ 患者コミュニケーション原理の 

イメージ 
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5. 糖尿病患者ウェブコミュニティシステムの実装設計 

本研究は，前節までに示したアプローチでコミュニティの機能の初期モデルを構築し，実装を進めている段

階にある．ＳＮＳ実装設計の詳細は，本稿の主題ではないため割愛する．実装設計においては，医療者・プ

ログラマ・機能設計者（著者）の間で，オントロジーを基礎に議論を進めてきた．ここでは，これまでの実

装設計を示した上で，実装設計の議論の一例を示す．また，オントロジーを基礎にした機能設計の漸進的プ

ロセスの想定シナリオを紹介する． 

5.1 患者コミュニティ機能の実装設計の例 

図９に，これまで例として取り上げてきたウェブコミュニティ機能に関する，実装設計の結果をオントロ

ジーと対応づけて示している．以下では，この実装設計を，理想的な利用シナリオを示しながら説明する． 

への参加は，芳珠記念病院の医療者により，ウェブコミュニティの参加が患者の自己管理遂行において適

切であると判断されたときに促進される． 

医療者による糖尿病患者 A の参加促進と失敗談の語り： 糖尿病患者 A は，糖尿病診察において自己管理が習

慣として身に付き始めている．しかし，ある診察時に，少し挫折しそうになっていることが観察される[1]．

担当医師が，糖尿病患者コミュニティの心理変容モデルの行動期から維持期への心理変容を支える機能「患

者支援による自己効力感の向上」[2]を意図して，糖尿病患者ウェブコミュニティに参加して語ることを促進

する．管理者が代筆する形で，ウェブコミュニティに投稿する[3]． 

医療者に参加促進による糖尿病患者 B の参加促進と傾聴： 糖尿病患者 B は，糖尿病を診断されたばかりで，

血糖コントロールがうまくいっていない．「頑張ります」とはいう以外は，あまり患者 B についてあまり語

ろうとはしない[4]．担当医師が，糖尿病患者コミュニティの心理変容モデルの初期段階である前熟考期にお

ける心理変容を支える機能「傾聴による自己開示欲求向上」[5]を意図して，糖尿病患者ウェブコミュニティ

への参加を促す．糖尿病患者 B は，糖尿病患者 A の失敗談を読む[6]． 

糖尿病患者 A と糖尿病患者 Bの交流 と心理変容： 糖尿病患者 A の失敗の語りを傾聴した糖尿病患者 B が

「失敗するのは私だけではないことがわかりほっとしました．私も頑張ろうと思います」とコメントを残す

[7]．一方，糖尿病患者 A

は，糖尿病患者 B のコメ

ントをみて人の役に立

ったことを知り，自己効

力感を高め[8]，自己管理

を継続できるようにな

る．糖尿病患者 B は，自

分の失敗も語ろうと思

うようになる[9]． 

このように，医療者が

心理変容モデルを理解

し，糖尿病患者ウェブコ

ミュニティへ患者を導

き，そこで患者は，他の

患者と交流することで

心理変容を高め自己管

理改善やナラティブ情

報を発信することを促

進する．糖尿病患者が語

るようになることで，患

者の自己管理を支える

だけではなく，医療者の

ナラティブ情報獲得を

支えること[10]を目指

している． 

図９ ウェブコミュニティ機能の実装設計の想定シナリオによる説明 
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5.2 患者コミュニティ実装上の工夫 

芳珠記念病院のように，ウェブコミュニティになじみのな

い患者層が多いと想定される場合は，設計意図の中から患

者にとってなじみやすい機能を部分的に提供し，徐々に意

図した患者コミュニケーション機能へと近づける工夫が必

要という提案がプログラマからあり，そのための工夫を相

談し，実装設計に加えた．例えば，図１０は，4.2 で説明し

た熟達患者が失敗談を語ることにより自己効力感を高め，

新米患者が傾聴することで自己開示欲求を高める患者コミ

ュニケーションの意図の，ＳＮＳ実装設計の一例を示して

いる．システム導入初期段階では，コミュニティでの活動

に慣れた患者がいないため，患者自身が失敗談を適切に語

ることは難しいことが容易に想像できる．この実装上の障

壁を克服するために，糖尿病患者の代わりに管理者が語り

を代筆（もしくは文献を基に失敗談を記述）し，情報発信

する記事表示機能を設計・実装した．患者の失敗談を管理

者が代筆した場合，その患者の自己効力感を高めるために

は，傾聴者からのフィードバックが必要である．そのフィ

ードバックをすることも，導入初期では抵抗感があると推

測できる．そのため，フィードバックを与える感覚を気楽

に経験させるために，画面に星マークが表示されるいいね

ボタン①を設定した．慣れてきたら，一言でも簡単なコメ

ントを記述できるように，コメント欄も用意した．また，

大沼ら(2012)によると，ウェブコミュニティでの発言は，

対面時の発現より否定的に捉えられる傾向がある．その対

策として，コメントの最後の一文字の後には自動的にランダムで絵文字が追加されるようにし，できるだけ

肯定的に解釈されるような工夫②も施している．また，失敗談の主体である患者の自己効力感を促すために，

コメント文字が投稿された記事上に左から右へ流れる③ようにしている． 

このような現場との議論の記録が，3.1 で述べた「機能の設計意図を意図された機能の実装にあたって，患

者と医療者が不安や抵抗感を感じずに受け入れられる導入レベルの初期機能から提供をはじめ，患者と医療

者の成長に応じて徐々に意図したレベルの機能の実装へと進める（段階的実装のための経験知の蓄積）」の

設計プロセスの記録の一例である． 

 

5.3 糖尿病患者ウェブコミュニティ機能の検証と漸進的洗練の例 

5.1 で示した例は，設計意図通りに糖尿病患者ウェブコミュニティが機能した状況である．しかし，患者の

状況やライフスタイルの違いによって，ウェブコミュニティが適切に機能しないことがあると考えられる．

本研究で目指しているのは，設計意図通りにコミュニティを機能させることよりも，設計意図通りに機能し

ない場合に，医療者や患者と機能が適切に動くよう共創できるようにしていくことである． 

例えば，糖尿病歴の長い高齢患者がウェブコミュニティで「これまで不摂生で失敗ばかりしてきたけど，

たいした問題じゃなかったから，がんばることない」と発言し，これまで自己管理を頑張ってきた若い世代

の意欲が低下してしまうという問題が生じた場合，ライフサイクル別の心理変容モデルを構築した方がいい

のか，高齢者と若い世代の交流をなくした方がいいのか，医療者の補助的助言をするのがいいのかなど，生

じた問題への対応を患者コミュニティ参加者や医療者で議論する．この議論時に当初の設計意図を明示して

おくことで，コミュニティの機能の共有と明示的な変更が可能になる．このように，患者の多様性や現場に

応じて糖尿病患者ウェブコミュニティの機能が発現するよう実践を通じて機能を洗練させていく方法を探究

していく予定である． 

図１０ 実装設計時の工夫の例 
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3. まとめ 

糖尿病患者ウェブコミュニティに期待される医療サービス上の機能は，患者間交流により，望ましい患者

心理変化を起こすことにある．また，患者の語りを中心にした医療サービスを実現するうえで，重要な機能

を提供することも期待されている．そのような機能の設計と実装においては，医療現場の実情・患者の特性

に適応させることに様々な困難が伴う．特に，機能の設計意図が，関係者（医療者・患者・ファシリテータ

等）の間で共有されず，適応化のための建設的な議論が設計・実装・運営のプロセスに起こりにくいことが

深刻な問題である．本稿では，行為・原理・心理変化といったコミュニティ機能に関連する概念をオントロ

ジーとして明確にし，コミュニティ機能の設計意図を表現する枠組みを示した．この枠組みにより，コミュ

ニティ関係者が，設計意図の合理性を失うことなく，コミュニティ機能を自ら洗練し，共創する，コミュニ

ティ設計・実装の漸進的プロセスの実現を目指している． 

本稿は，医療関係者と１年半前から交流を始め，機能オントロジー構築を１年間，最近半年間にわたって

実装設計を進めてきたことの成果をまとめたものである．その過程で，実践現場の医療者と共に設計・実装・

実装する合理性の高い方法を明らかにすることを目指してはいるが，プロセスの明示化と記録の方法につい

ても試行錯誤的に模索している段階にある．今後は，実装・実証を重点的に進め漸進的共創プロセスの経過

を詳細に記録し，そこで集積した経験知と，他に応用可能なように汎化した設計上の知見とともに，オント

ロジーが果たす役割と効果等を，まとめていきたいと考えている． 

学術報告として研究の完結性が整っていない段階だがが，テーマセッションの議論の話題の一つとしてと

りあげていただき，我々が考えているアプローチの意義・問題点・改善策について共創できれば幸いである． 
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医療サービス意図の顕在化にもとづく価値観の育成支援法の検討  
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Based on Medical Service Intention Modeling 
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1) 北陸先端科学技術大学院大学, 2)宮崎大学医学部附属病院 
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【要約】高品質の医療サービスは，多様な医療専門職がそれぞれの専門性を越えて，価値観を共有する

ことで実現される．そのために医療者は他者の価値観を理解し自らの価値観を相対化する能力が求めら

れる．本稿では，医療行為を改良するために職種横断的に行われるミーティング（パス改良ミーティン

グ）に着目し，そこで語られる医療行為の意図を情報システム上でモデリングする手法を基礎にして，

さらに意図の背後にある専門知識，スキル，信念を，コンピテンシとして体系化するタスクを設定する

ことで，価値観を相対化する能力を涵養する手法について構想を述べる． 
 

【キーワード】サービスモデリング，クリニカルパス，設計意図，コンピテンシ，職場教育  
 
1. はじめに 
医療サービスの質は，提供者の自由裁量の努力に負うところが高く，その源泉はサービス提供者の価

値観であり，高品質なサービスの提供のための大胆な権限の委譲は，組織全体での価値観の共有が必要

であると言われている(ベリー&セルトマン, 2009)． 
この価値観の共有に対して，情報システムによる支援の可能性を探究することが本研究の目的である．

そのためには，価値観の共有がいかに行われるのかという，価値観の生態系についての考察をふまえて，

その共有を支える機能のあり方を探求することが求められる． 
本稿では，価値観の生態系について考えるにあたり，医療現場がかかえる，専門職による分業と，そ

れをチーム医療により統合するという，相反する要求に着目する．それらを実現するには，専門職教育

を通じた価値観の育成だけでは不十分であり，他の専門職や患者の多様な価値観を理解して相対化する

ことができる価値観（これを便宜的に超価値観を呼ぶことする）の涵養が必要と考えられるが，容易で

はない．質の高い医療には，チーム医療が欠かせないと言われているが，そこでは多くの信念対立が生

じていることの報告や，それを解消するための方法論の研究（京極, 2011）がなされているが，人間系
を含む複雑で解決が困難な課題である．  
本稿では，超価値観を涵養することに，医療情報システムはどのような役割を果たせるかについての

構想を述べる．筆者はこれまでに，医療行為を目的･制約指向でモデリングすることで，医療行為の設

計意図を表現する手法について研究を進めてきた．このモデリングは，医療行為の意図を，電子カルテ

上に残すことで医療サービスを徐々に改良することを支える．このモデリングに基づくサービス改良は，

専門職横断のミーティングで行われている．このミーティングは，専門職や診療科の違いからくる，医

療サービスにおけるプライオリティの違いを相互に理解する機会となっている．このような機会を，サ

ービスの改良のためだけのものと捉えるのではなく，参加する医療者ごとの価値観の違いを相互理解し，

超価値観を涵養する機会と見なすのが，本構想の基本的な考え方である． 
超価値観の涵養をうながすためには，医療行為の改良のミーティングにおいて，多職種参加型のコン

ピテンシ特定タスクを実践することが１つの解ではないかと考えている．従来のミーティングでも，医

療行為の改良という目的において，職種の違いからくる価値観の違いは知ることはできる．しかし，そ

こからさらに，自らと異なる価値観が存在するという事態に目を向けさせることや，異なった価値観の

存在理由について考えるといった，価値観の違いの詳細に立ち入ることは，あくまで参加者ごとの裁量

に任されるに留まっている．価値観の詳細に立ち入って考えることを誘導すること，そこから得られる

知を有益なものとすることに，コンピテンシの同定と体系化を，医療行為の改良と並行して行うことが
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解の１つになるのではないかと筆者は考えている． 
以上の構想を述べるにあたり，まず２節で，専門職として形成される価値観形成が，チーム医療を難

しくする可能性と，その困難を低減するために，自らの価値観を相対化した超価値観の必要性について

論じる．３節では，医療行為の設計意図を表現することが，どのように超価値観の涵養をうながすこと

に接続可能なのかを論じる．４節では，超価値観の涵養をうながす契機としての，多職種参加型のコン

ピテンシ同定ワークショップについて構想を述べる． 
 

2. 自らの価値観の把握は，信念対立の克服に向かわせるメタ能力形成の基礎？ 
2.1. 専門知識･スキルおよび信念の総体としての価値観 
専門家の育成とは，必要な知識，スキルを教育し，実践での経験を積ませることである．そこでは，

知識，スキルを内面化･体化するだけでなく，信念が形成される．この信念形成は，学びや，自らの仕

事の価値づけに影響をあたえ，専門家としての成長プロセスに少なからず影響を与えることが指摘され

ている（松尾, 2006）． 
この事実からは，専門家が自らの仕事の価値･意味づけと，彼らが成長に過程で身につけた知識，ス

キルが，相互に影響しあっていることが推察される．そこで，筆者は，価値観とは，専門家が身につけ

た専門知識，スキル，職務経験やそこで得られた信念の総体であると考える．  
価値観とは変容が困難であると一般に考えられている．その一因としては，知識やスキルは内面化･

体化しているため，この価値観は専門性に対する価値づけにとどまらず，その保持者（専門家）自身の

自己評価･自己イメージでもある．そのため，専門家としての経験を積めばつむほど，そこから形成さ

れる価値観は強固となり，価値観の変容を難しくなることが推察される． 
 
2.2. 専門性からくる価値観を原因としたチーム医療の困難姓 
上述のように，専門職教育が価値観の形成によりドライブされることは，専門家としての成長という

意味では，歓迎されるべきことであるが，医療においては１つの難問を形成している．それは，医療が

専門性による分業と，専門性を横断した統合を求められることに起因する． 
医療サービスには膨大な知識が必要であることや，患者ごとに提供する必要性，つまり労働集約的な

性質があるため，かかえる専門職は多様である．それらの専門職ごとのサービスが高度に調和すること

で始めて高品質な医療サービスが実現する．そのさいに，現代の医療は極めて複雑化しており，サービ

スの調和を医師だけに任せることには，無理がある．専門職が自律的にサービスを提供しつつ，専門職

横断的に調和がはかられることが理想であり，それがチーム医療の重要性が唱えられる理由の１つであ

る． 
しかし，専門職横断的にサービスが調和させることは，極めて難しい．多くの意見の対立が生じるが，

それらはサービスの質が高まる方向に収束するのではなく，不毛な対立に終わることが数多く観察され

ている．この原因として，専門職ごとでの信念の違いとそれらの対立が指摘されている（京極, 2011）
（注 1）．  
この専門職横断で議論をするさいの信念対立は，専門職による分業の宿命的な帰結であるとも言える．

専門性によりサービスを分割することは，それぞれの部分を起点として患者を捉えること，つまり専門

性ごとにパースペクティブ持つことを意味する．それぞれのパースペクティブは提供できる価値は限定

され，あるパースペクティブに立つことは，自らが提供できる価値に重きをおくことや，そのパースペ

クティブから見えない価値を無視する，軽んじるといった事態が想定できる．医療サービスの価値の軽

重は，患者視点でなされるのが本来であるが，すでに述べたように，専門性における価値観は，専門家

自身の自己評価･イメージまで根ざしている可能性があり，強いバイアスが働くこと，またそのバイア

スそのものに気づくことが難しいことが推察される．このような理由から，医療においては，専門職教

育を通じての価値観の育成だけでは不十分であり，専門性を横断するようなパースペクティブから価値

観を形成する，言い換えると自らの価値観を相対化するための教育が求められる． 
 
2.3. 自らの価値観の相対化（一段上から観察する）スキルを備えた価値観育成 
専門性がそれぞれに要請するパースペクティブにおける価値観の形成にとどまらず，自らの価値観を

相対化することは，どのように行いえるのか，その活動を情報システムはどのように支えることができ

るかが，本研究の関心事である． 

Ⅱ 3-2



知識共創第 3 号	 (2013)	 	 	 
 

 

このような方法を検討するにあたり，まずこの価値観の相対化の能力は，専門性が要請する知識，ス

キルとは，次元が異なることに注目したい．それは，自らに専門家として求められる知識･スキルや，

それらの価値の裏打ちである信念，つまり価値観を，一段上から認識する能力である．このような意味

で，価値観を相対化する能力は，メタレベルの能力（注 2）である．また，このメタ能力は，そのため
の知識･スキルを要請する．さらに，価値観の相対化能力を身につけることも，何らかの信念に裏打ち

されるはずである．これらの総体を，説明の便宜上「超価値観」と呼ぶことにする．本研究の関心は，

この超価値観の涵養を，病院内の活動に埋め込みこと，それを支える情報システムの機能を構成するこ

とにある．それは，専門性に基づく価値観の教育を否定するものではなく，それを包摂することが理想

であるが，本稿では，超価値観の涵養に焦点をあてて検討を進める． 
 
3. クリニカルパスの改良を契機とした超価値観の育成 
自らの価値観を相対化するというメタ能力とその意義理解という超価値観の涵養をおこなう場とし

て，クリニカルパス（標準的な症例についての医療行程）を改良するためのミーティングが契機の１つ

になると筆者は考えている．筆者はこれまでに，パスに定義される医療行為の意図を，パス設計者にプ

ロブレム（後述するが，医療行為で解決すべき問題や，医療行為の副作用として何を避けたいのか）と

して語らせ，電子カルテ上に記録するための基本的な枠組みを開発している．枠組みの試験的な運用か

らは，治療行為を設計するうえで重視するプロブレムが，設計者によって異なることを見える化できる

ことを確認している．これは，パス改良ミーティングにおいて，それにかかわる人々がお互いの価値観

の違いを認識しあうことを支援するものである． 
ここでは，医療行為の意図を見える化するモデリング手法（これは患者ごとの医療行為でも利用可能）

を紹介するとともに，超価値観の育成への応用を考えるうえで，何を拡張する必要があるかを考察する． 
  
3.1. クリニカルパスの斬新的改良とは 
クリニカルパスとは，典型的な症例についての一般的な治療行程を表現した文書である．クリニカル

パスと，疾病ごとの治療ガイドラインの違いは，ガイドラインが疾病の治療手順を定義したものである

のに対し，パスでは医療施設ごとの特徴（設備や人員配置）が盛り込まれていることにある．そこには，

パス設計者の治療における価値観（例えば，早期退院を目指すことか，時間がかかっても苦痛を低減す

ることが患者にとって幸せか）が反映される． 
パス設計者が何を重視して設計したのかを明示化して記録しておくことは，パスを実際に運用したう

えで徐々に改良していくうえで重要な課題であった．この課題に対して，パスを構成する医療行為の意

図を，目的・制約指向で表現するための枠組みを実現している．その特徴は，（１）プロブレムとして

の意図表現，（２）制約としてのプロブレムを設計者に語らせる支援機能である（小川, 2011･2012）．
ここでは，特徴の概要を説明するにとどめる． 

 まず，パス設計者は，医療行為を目的指向でモデリングする．モデリングは，図１に示したビュー
上で，時系列上に医療行為を配置し，それらの医療行為がどのようなプロブレムを解消するためのもの

かを，目的指向で表現する．また，医療行為は，副作用として新たなプロブレムを発生させる．医療行

為はこのようなプロブレムの生滅と，それを医療行為がいかに介入ないし観察しているのかを表現する

ものである． 
このモデリングにおいて，医療行為の目的としてプロブレム（例えば，ガン，発熱，疼痛など）だけ

でなく，目的に対する手段としてどの医療行為を選ぶのかの選択基準「制約」もプロブレム（患者に苦

痛を与える・再発のリスクを背負わせるなどといった患者視点の副作用や，ケアの負担が高すぎるとい

った労務的なもの，薬のコストが許容できないなど経営的なものが，入り交じっている）として語られ

る．しかし，このような制約としてのプロブレムは，設計者も自覚していないことが少なくない．多く

の場合，設計者が医療行為の優劣について意見の対立があったときに，その原因究明という形で顕在化

する．そこで，本モデリングでは，医療行為の目的について設計者が同意したうえで，医療行為につい

て差異のある箇所を抽出したうえで，その差異の原因として医療者が想定している制約を聞きだす機能

（図２）を備えている．この例は，胃がんの切除術の経過観察について，宮崎大学附属病院の１内科・

２内科で，制約としてのプロブレムの想定がどのように異なるかを聞き出す際に用いたものである． 
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図１：プロブレムに基づく目的指向での医療行為の設計 

 

 
図２：医療行為の差異を起点とした制約としてのプロブレムのインタビュー 

 
 

 
3.2. 超価値観の涵養の場としてのパス改良ミーティング 
パス改良ミーティングにおいて，医療行為の改良案や代替案が語られるさいに，そこで想定されている制

約を明示化するのは，改良を合理的に進めるためのものであるが，それは改良案の提案者の価値観を知るた

めの手がかりでもある．手がかりという呼び方をするのは，筆者は前述のように価値観を，その保持者の知

識，スキル，信念の総体と考えているからである．パスは医療行為の文脈（どのような疾病について，どの

時点で求められる治療行為であるか）を規定したうえで，設計者は医療行為を設定するうえで考慮すべき事

柄（制約としてのプロブレム）を語る．この語りは，パスの設計者の価値観を，「そのような文脈で，私は

このような制約を想定する」という形での現れであると考える． 
価値観の涵養とは，知識やスキルを教育したうえで，実践において知識，スキルを駆使するさいに，そこ
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から生じる価値を確認するプロセスを積み上げることで形成されると考えると，価値観の断片が言語化され

るという状況を提供することは，価値観を涵養すること対して，ごく基本的な支援を提供していると考える．

しかし，個別的な状況で何を重視しているのかの語りから，その原因としての価値観を推察することは，語

りの聞き手にすべて任されている． 
超価値観を構成する能力には，この価値観の断片としての語りから価値観を推察するための能力が含まれ

ており，この能力の涵養を目指して，それをどのように規定するのか，そして何を支援できるのかが，支援

機能を構成するうえでの課題となる． 
 

4. コンピテンシ特定タスクへの参画による超価値観の涵養 
前節では，パスの設計意図を語らせることを，語り手の価値観の一部が表出されたものと見なすと，

語りを手がかりに他者の価値観に理解を深めることの支援について可能性が開かれたと述べた．しかし，

他者が事例レベルの医療行為で何を重視しているのかをひたすら積み上げることで，他者の価値観を理

解できるとするのは，あまりに楽観的である．何らかの支援を行いたい．この支援について筆者は，医

療行為において想定される制約が，どこからもたらされたのか，つまり，その制約の見いだしを可能に

した知識やスキルを知ることがアプローチの１つになると考える．別の言い方をすると，ある人が医療

行為において何らかの制約を想定したとして，それがどのような専門性において求められたのかを遡及

することが，価値観を理解することにつながると考える．このようなアプローチは，価値観を理解する

うえでの出発点となる医療行為を，コンピテンシ（ないしはそこにコンピテンシが含まれた行為）と見

なすことが，アプローチを定式化するうえで有益であると筆者は考えている．以下では研究の展望につ

いて述べる． 
 

4.1. コンピテンシとは 
コンピテンシとは，「ある職務または状況に対し，基準に照らして効果的，あるいは卓越した業績を

生む原因として関わっている個人の根元的特性」である（スペンサー, 2011）．これは学問的適正テス
トや知識内容テストが，職務上での業績を予測し得ないことに対し，職務における高業績が個人のどの

ような特性からもたらされるのかを明らかにしたうえで，それにそった雇用，訓練を実施することに応

用される．コンピテンシを構成するのは，「動機」ある個人が行動を起こす際に働く願望の要因，「特

性」身体的特徴，あるいは状況や情報に対する一貫した反応，「自己概念」個人の態度，自己イメージ，

「知識」特定のドメインで個人が保持する情報，「技能（スキル）」身体をとおして発揮される能力，

の５つとされている．ただし，コンピテンシの提唱者であるマクレランドは，コンピテンシを「後発的

に修得できる知識のような表層的な能力ではなく，人格や正確のような人間の深層部分にある能力」（佐

藤, 2003）と捉えていた（つまり，上述の，動機，特性，自己概念を対象にしており，それらが容易に
変化しないことも指摘している）のに対し，その後にコンピテンシを雇用や訓練に応用するために高業

績を計量するなどの要請から，行動主義的な考え方が取り入れられ，高業績者の行動内容を指す概念へ

と変化している．（これ以降は，コンピテンシをこの意味で用いる） 
コンピテンシモデルの開発とは，極めて大まかに説明すると，高業績者へのアンケートやヒアリング

により，どのような仕事をしているか「職務内容の質問」，仕事において高い業績とはどのようなこと

か「高業績の認識」，その高い業績をあげるために，どのような行動をとっているか「行動特性の内容」

を集め，結果をコンピテンシモデルとその評価モデルとしてまとめる，というものである． 
 

4.2. パス設計ミーティングでのコンピテンシ特定 
コンピテンシモデルの構築は，一般的には人事部など社内の限られた人員が中心となって行われるの

が一般的であるが，これをパスの改良ミーティングで，職種横断的に行うことで，超価値観を涵養につ

なげるというのが基本的なアイデアである． 
パス改良ミーティングが，多様な職種の人々がお互いの価値観の違いを知る手がかりとして，医療行

為の設計意図を知りうること，それを情報システムで支える手法が得られていることは既に述べたとお

りであるが，そこから一歩進んで，医療行為の設計意図の違いが何から生じているかを理解するための

知識を体系化することは，コンピテンシを特定することには共通項があると考える． 
まず，パスは既に説明したように，文脈付きの医療行為であり，それはコンピテンシを表現したもの

となりうる．もちろん医療行為のごく一部，高業績につながる，ないしはなんらかのエクセレンスがそ
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こに見いだされる医療行為に限定されるが，パスの改良において語られる医療行為の意図から，優れた

医療行為，コンピテンシの候補を見つけることは可能であると考える． 
さらに，コンピテンシの候補としての医療行為をどうして意図することができたのか，それはどのよ

うな観察や判断に根ざしていたのかをパス作成者に語らせる．これにより，コンピテンシの構成要素で

ある，知識，スキルなど表層的な要素を獲得することが期待できる．動機，特性，自己概念などの深部

の要素を獲得することは，パス作成者本人も無自覚である可能性が高く，困難が予想されるが，部分的

には信念などの語りとして獲得することは可能であると推察する． 
このようなコンピテンシの特定タスクは，超価値観を涵養することに貢献すると考える．なぜなら，

このタスクが，自らの専門性におけるコンピテンシの構成要素（知識，スキル，信念）を内省し体系化

を促すだけでなく，他職種のコンピテンシについても同様の理解を深めることを要請するからである．

自らが理解しがたい医療行為の意図にも，その背後にコンピテンシが潜在することを知っておくことや，

それらを表出するプロセスを理解しておくことは，自らの専門性を相対化するための知識･スキルを（ご

く一部ではあるが）タスクを通じて体験させることを意味しており，超価値観を涵養するための教育プ

ログラムとして構成することに方向性を持たせることが期待できる． 
 
5. むすび 
本稿では，自らの専門性からくる価値観を，他者の専門性に対して相対化することを可能にする超価

値観を涵養するために，情報システムが何を支援しうるのかについて構想を述べた．多様な医療専門職

が参加するパス改良ミーティングにおいて，医療行為の設計意図を情報システム上にモデルとして表現

する．表現された設計意図は，医療者の価値観を理解するための手がかりと見なせるが，現状では設計

意図から価値観を推察･理解することは，ミーティング参加者の裁量に任されている．そこで，設計意

図から価値観を推察･理解することを促す刺激として，コンピテンシ特定というタスクを設定すること

が，設計意図を支えている，専門知識，スキル，信念を設計者に内省させることや，他の参加者がそれ

らを聞き出す技能を修得すること（さらにこのような技能を修得することの意義を理解していることを

超価値観の涵養と呼んでいる）につながるとの構想を述べた． 
 

注	 
(1) 医療者の信念対立を顕在化する方法論を，京極はコミュニケーションスキルの観点から体系化（京極, 2011）して

いる． 
(2) このように自己状態を内省する能力（メタ認知の一種）は，本論が対象とする価値観の相対化だけでなく，知識，

スキルの獲得におけるパフォーマンスにも関わるが，ここでは立ち入らない． 
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地域の知識共創を促進する住民自律型 NPOの分析 
Analysis of the Self-Support NPO Promoting Knowledge Co-Creation between Citizens 
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【要約】地域共同体が弱体化する現代社会において，地域社会の絆を再び取り戻すには情報交換を活性

化する地域経営の実践が重要である．本研究では，地域住民が自律して NPO 法人を設立して地域経営

に取り組む活動に焦点を当てる．能美市泉台町の住民自律型 NPO 法人「えんがわ」を対象に，地域住

民の知識共創を分析単位として参与観察を実施した．記述的分析の結果，住民自律型 NPO が地域住民

の知識共創の促進している要因として，(i)ボランティアへの価格メカニズムの導入，(ii)知識共創の仕掛

けの内包，(iii)人的資源ネットワークの拡大，(iv)ハイブリッド地域経営による公民館来訪機会増加，と

いう４点を明らかにした． 

 

【キーワード】知識共創 住民自律型 NPO ハイブリッド地域経営 

 

1. はじめに 

グローバルな資本主義経済や人口減少・少子高齢化社会の到来などの影響で，地域社会は多くの課題

を抱えている．そのため，地域社会を支える新たなサービスが求められている．かつて日本にあった伝

統的な地域共同体は，20世紀の近代化や都市化の波に飲まれて崩壊した(細内，2010)． 

しかしながら，住民同士の繋がりが薄れていても各個人に注目すれば，現在も地域社会で生活する住

民は多くの地域に根付く有用な情報(すなわち知識)を持て余している．この地域に根付く有用な情報と

は，地域内で明るく健康に生活するために必要な隣人に関する情報や地域内資源を活用するための情報

のことである． 

地域共同体を復活させるためには，地域の中で新たな形の絆を形成し，その繋がりを通して，この地

域に根付く有用な情報を活用することが重要である(山浦，2010；大森・菅原，2001)．そのためには，

地域に根付く有用な情報を活用するための地域経営を実践していく必要がある． 

人と人の情報の受け渡しに関しては，人と人を結び付ける繋がりに健康や生活の質向上を見出す社会

的絆の研究がある．社会的絆研究においては，Putnam(2006)や Lin(2008)があるが，情報の交換による知

識共創に着目した研究は十分にない．また，金(2005)は社会的絆からミクロ－マクロ展開のダイナミッ

クなプロセスに注目しているが，これは情報の伝播に焦点を当てたものであり，情報の交換によって新

たな知識が共創されることに注目したものではなかった．そして，稲葉ら(2011)でも社会的絆の概念が

整理されているが，地域経営に活用することを目的とした社会的絆に関する研究は，まだ不十分である

と言える． 

また，地域社会を支える新たなサービスの形として，住民主導型の組織に注目が集まっている．これ

には，市民と自治体及び自律型社会福祉協議会に注目した石田(2004)の研究やコミュニティ・ビジネス

に関して考察した細内(2010)，NPO のまちづくりへの関わり方を考察した藤原(2003)などの研究がなさ

れており，地域社会を活性化させるためには住民自らが主体となって，行政に先立って活動することが

重要であると示唆される． 

先行研究からは，住民主導の組織を通した地域経営の必要性があるものの，情報の活用による知識共

創が，そのような新しい地域経営の中でどのようにして行われているかを分析したものは十分ではない

ことがわかる．本研究は住民自律型 NPO を対象に，彼らがどのように地域を経営し知識の共創を促進

しているのかを明らかにすることを目的とする． 

具体的な事例として，石川県能美市泉台町を取り上げる．泉台町では，町会長の中田八郎氏が，行政

に頼らずに自分達のことを自分達で守る共助のまちづくりを推進するために作った NPO 法人「えんが

わ」が 2012年 8月に認可を受けている．町内会自らが自律して NPO法人を設立するという事例は全国

的にも類を見ない試みである．本研究はこの「えんがわ」の活動に対して参与観察を実施し，質的研究
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手法で用いられる記述的分析(稲垣・高橋，2011)を展開する． 

 「えんがわ」の活動に対しては，既に 2012 年 8 月から調査を開始しており，更により綿密なデータ

を収集するために「えんがわ」代表理事の中田氏に付き添って，現場観察や利用者に対するヒアリング

を実施した．このヒアリングの期間は，2012年 12月から 2013 年 2月の 3ヶ月間である．この間，「え

んがわ」の賛助会員を募る挨拶回り(中田氏はこれをラウンドと呼んでいた)にも同行し，中田氏の「え

んがわ」や泉台町に対する想いも記録した．そして，児童の見守りや談話室など，特徴的な町内会の活

動に対してもいくつか参与観察を実施している． 

 

 

 

2. 能美市泉台町会内 NPO法人「えんがわ」の成立過程 

2.1 能美市泉台 

 「えんがわ」のある能美市泉台町は，元は何もない山だった．その山を開発し，30年程前に泉台とい

う町が完成した．泉台町住民は，山の麓にあった佐野町からの移住世帯よりも，県外からの居住者が 9

割と圧倒的に多い．その影響もあって，住民同士の繋がりが周りの町より弱く，町内会ではこれに危機

感を覚えている．特に，交通の便も不便で商店も少ないので，多く居住している独り住まいの高齢者ら

が安心して暮らせる町になるために，住民の絆形成が必要とされている(白肌，2012)． 

 1986年から隣町の佐野町から独立した当時は，中年世代が中心となって新たに誕生した町の整備に邁

進した．この時は，市から町の美化を表彰されている．しかし，それからの町内会組織は，当初のシス

テムをずっと踏襲するばかりで，環境の変化に全く対応出来ていなかった．泉台町における最も大きな

変化は，当時の中心世代が高齢化し，高齢者が増えたことである．比率で表すと，泉台町在住の高齢者

は十数パーセントに過ぎないが，絶対数では能美市の六番目に当たる．高齢者対策は，泉台町にとって

は重要な問題となっている． 

 

 

2.2 中田氏の町会長就任 

 そのような背景の中，中田氏が町会長に就任してから，「心豊かな明るい住み良い町」(泉台町公民館

報『いずみだい』，2010)を目指して，町内会組織を再編し町内の縦割り関係を強化するなど積極的に町

内会改革を推進した．それまでは，公民館館長や地域福祉委員会会長が独立していたが，町会長の下に

属する組織として位置付け，各団体や町内を更に 4つに分けた小さな町内会の町会長達を統括する役割

を持つ町幹事長を置いた．更には，児童の登下校時における住民の見守りを正式に町内会の活動にし，

防災のための見守りマップを作成するなど多くの革新を推し進めた． 

 中田氏は，泉台町町会長に就任する前に，泉台町町内会の下部組織である中一町内会町会長を 2年間

務めた．その時に町の高齢化問題に危機感を覚え，町のナースセンター化構想を抱いた．行政にばかり

頼るのでなく，自分達のことを自分達地域住民で守る共助を推進することを志した．そして，泉台町町

会長に正式に就任してすぐに，その想いを行動に移した． 

 だが，当初は中田氏の改革に消極的な町民が大半だった．しかし，就任直後に取った町民アンケート

では，「町内会は必要と思われますか」という問いに対して，「必要と思う」と「やや必要と思う」と

いう回答をした町民が 8 割以上にも上った．それを受けて，中田氏はリーダーシップを大きく発揮し，

力強く改革を実施した．例えば，町内の既存の各活動団体に対しても予算見直しを奨励し，コスト削減

に尽力した．こうした改革が進む内に町民がまちづくりに関心を持ち始め，泉台町に必要なことが見え

てくると協力者も徐々に増えるようになった． 

 

 

2.3 NPO法人「えんがわ」の設立：無償ボランティアから有償ボランティアへ 

 そして，2011年に町内会の有志によるボランティアで，高齢者支援活動の一環である独り住まいの高

齢者を対象にした買い物送迎を始める．この時に，利用者から「庭の草刈りや除雪もお願い出来ないか」

という声があがった．それらを無償ボランティアでやろうとしても続かないので，中田氏は法人化を決

意する．そして，2012 年から NPO 法人「えんがわ」を設立して，市内企業や個人に寄付金を募り，本

格的に持続可能なまちづくりに着手した． 
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 「えんがわ」という名称は，中田氏自身が名付けたものである．町の絆が希薄になったことを受け，

中田氏は「かつて縁側に人々が寄り集まり，団扇を仰ぎながら自然と会話を弾ませていた頃の絆を取り

戻したい」と，NPOの名称を決定した． 

 「えんがわ」が設立された当初に実施していた事業には，助け合い事業として買い物送迎支援，軽作

業として庭の清掃や草刈り，技能作業として除雪，サービス事業として照明器具の交換や火災警報器の

設置があった．この内，助け合い事業は無料で，軽作業は 1坪 300円，技能作業は 1回 500円，サービ

ス事業は 1個 50円という少額で依頼出来るようになっている． 

一方，作業者には県が定める最低賃金だけを払うことになっている．ただし，買い物送迎のドライバ

ーはボランティアの会員が担っている．したがって，これだけでは支出の方が大きいので，元々企業で

長く営業業務を務めてきた中田氏が企業等を回って賛助会員を募っている．賛助会員は，個人が一口

1,000円入会金 2,000円，法人が一口 1,000円入会金 10,000円と設定されており，これが「えんがわ」の

主要な財源となっている． 

 「えんがわ」の設立以来，中田氏は泉台町の公民館である泉台コミュニティセンターを拠点に，泉台

町町会長と NPO法人「えんがわ」の代表理事という二足の草鞋を履くようになった．「えんがわ」は，

泉台町のまちづくりに関して，町内会や行政では手の届かない部分を主に支援する共助の役割を担って

いる． 

元々，泉台コミュニティセンターを拠点とした町内会の定期的な活動として，毎週火曜日午後 1時か

らの買い物送迎と毎週金曜日午前 10 時から午後 3 時まで泉台コミュニティセンターを開放している談

話室，その後の午後 3 時半から 4 時半までの 1 時間開催している体操教室，そして，毎週日曜日午前 9

時半から 12 時までの囲碁教室がある．しかし，2012 年に買い物送迎は「えんがわ」の事業に移し，体

操教室に関しても 2013 年から「えんがわ」の事業として，時間も月曜日午後 2 時からに変更して，サ

ービスが有料化された． 

 

 

 

3. 地域に関する知識共創の分析 

3.1 「えんがわ」設立以前 

 中田氏が町会長に就任してから「えんがわ」が設立されるまでの間にあった地域に関する知識共創に

寄与する活動としては，児童登校の見守りのルール化と談話室開設と囲碁教室がある．児童登校の見守

りとは，児童の登下校時の朝と夕方にそれぞれ，町内会の団体員やボランティア員，そして児童の保護

者が，定められた 3つのポイントに 1時間立って，児童達が信号無視などをしないで安全に登下校して

いるのかを見守る活動である．このような活動は既に泉台町に存在していたが，中田氏が町会長に就任

してから，毎日の当番をしっかりと持ち回り制で実施することが決定された． 

 

(1) 児童登校見守り 

 この活動では，大人達が通り過ぎる児童達に「おかえり」と声を掛け，それに対して児童達が「ただ

いま」と返してから会話が始まる．児童達は友人や近況について，一言二言報告してから帰って行くケ

ースが多い．時には，見守りをしている大人達の方から「昨日は居なかったけど，風邪でも引いたのか？」

という風に質問をすることもある．面と向かい合うことによって，児童達の健康状態などが窺い知れる

のである． 

児童達にしても，たくさん大人達と顔を合わせることによって，町内にはどういった大人達が居るの

かを把握出来，安心して登下校出来るようになっている．事実，観察者が中田氏の見守りの回に同行し

た際には，児童の方から「あ，新しい人だ！」と声を掛けられた．このことから，子供達は見守りをし

ている大人の顔を把握していることが窺える．この活動では児童側と大人側両方の会話が発生し，そこ

で地域に関する新たな知識が共創されている．  

 

(2) 談話室 

談話室とは，毎週金曜日の午前 10 時から午後の 3 時まで泉台コミュニティセンターの和室を開放し

て，高齢者を中心に 20 人近くの利用者が昼食持参で手芸をしながら談話を楽しむ空間である．時々，

中年世代の利用者が参加することもあるが，高齢者同士で結束の強い繋がりが既に形成されている．「あ
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なた達に会えるのが 1週間ずっと待ち遠しかった」と入って来た時に話した利用者もいた． 

談話室では，手芸を教え合いながら，お互いの近況について報告し合う．談話室の後に体操教室もあ

る影響で，特に健康面に関する話題が多い．手芸に関する会話以上に，テレビで観た健康法に関する情

報交換が盛んであったことが観察された．彼らは，互いの生活状況を十分に把握しており，この談話室

を通して逐一その情報を更新している．このことから，談話室は同世代間での知識共創を促進している

場であると言える． 

 

(3) 囲碁教室 

 囲碁教室とは，日曜日の 9時半から泉台コミュニティセンターに囲碁と将棋の先生を招き，それを訪

れた参加者と遊びながら楽しむ催しである．囲碁と将棋の先生は，町内放送を利用し，有段者を募集し

た．この教室には，高齢者だけでなく，子供達も数人定期的に参加している．囲碁や将棋を学びに来る

のでなく，公民館に置いてある漫画や本を読みに来る子供も居る．子供達は，この囲碁教室を通して高

齢者達と雑談を重ねることで，地域の知識を共創していっている． 

また，休日にも公民館を開放することにより，町民が公民館に来やすい風土が形成された．それまで

は全く町民が寄り付かなかったのが，今ではトイレを利用するついでに公民館職員に家族の相談をする

町民も居る程である．これらの活動は現在町内会の活動と位置付けられているが，中田氏は将来的に「え

んがわ」の活動に移行する考えである． 

 

表 1. 泉台町町内会の活動による知識共創 

提供

主体 
活動内容 活動成果 

子供世代の 

知識共創 

親世代の 

知識共創 

祖父母世代の 

知識共創 

町会 

登下校 

見守り 

自分の町にどのような大人や

子供が住んでいるのかを実際

に毎日面と向かって目にする

ことで，自然と挨拶が出来る

ようになっている． 

○ ○ ○ 

談話室 

皆が定期的に集まる場所があ

ることで，互いの生活に関す

る情報を定期的に更新出来

る． 

× △ ○ 

囲碁教室 

子供が遊びを通して町の高齢

者と接することで，町の情報

について知るようになる． 

◯ × ○ 

 

 

3.2 「えんがわ」設立後 

 表 2 は「えんがわ」の活動を示している．泉台町の公民館報『いずみだい』(2010 年 12 月)でも中田

氏が感じ取っているように，泉台町の課題の一つとして，世代間の繋がりが薄いことが挙げられる．し

たがって，本論文では「えんがわ」の各活動がどの世代同士の知識共創を促しているのかを分析軸の 1

つとしている． 

 

表 2. 「えんがわ」の活動 

活動内容 活動時間 主な対象者 

(1)   買い物送迎支援 毎週火曜日午後 独り住まいの高齢者 

(2)   庭掃除や草刈り 連絡を受けた時 高齢者 

(2)’  照明交換や警報機設置 連絡を受けた時 高齢者 

(3)   除雪 連絡を受けた時 独り住まいの高齢者 

(4)   体操教室 毎週月曜日午後 高齢者 

(5)   学習教室 毎週水曜日と金曜日午後 児童 
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(1) 買い物送迎支援 

 最初に，「えんがわ」設立の契機となった買い物送迎支援について分析する．買い物送迎支援は，毎

週火曜日の午後 1時に利用者とドライバーが泉台コミュニティセンターに集まり，そこから利用者の希

望を聞いて近辺の大型スーパーやホームセンターへと送迎する．大体は，利用者が約 5~7 名集まり，車

2台程で送迎する．泉台コミュニティセンターから片道 20分のホームセンターPLANT3 が，食材だけで

なく日用品も充実しており，目的地として人気である．帰りは荷物があるため，各々の家の前まで送迎

する． 

この活動では，行きと帰りの車の中で，ドライバーと利用者同士が会話を通じて地域に関する知識を

共創している．この時の会話は，天候の話から始まり利用者がどのような物を買い，健康状況がどうで

あるかといった話題にまで及んでいる．利用者の方から，ドライバーのプライベートに関する話題など

を振ることもある．この時の会話で，草刈りなどもやって欲しいという声があり，無償ボランティアで

それらをやるには無理があるので，NPO法人「えんがわ」の設立が決断された．「えんがわ」が設立さ

れてからは，この買い物送迎支援が「えんがわ」のメインの活動と位置付けられている． 

 

(2) 庭掃除や草刈り 

軽作業やサービス事業による知識共創に対する役割に相違はない．これらの活動では，作業をしなが

ら「えんがわ」スタッフである作業者が利用者に対して，生活状況に関する会話をしている．また，清

掃や器具設置に関する知識のやり取りも行われている． 

本来，これらの作業をボランティアとして頼むには，相当に心の許せる相手でなければなかなか難し

い．そのため，泉台町には照明が切れても誰にも頼めないような高齢者が居た．しかし，「えんがわ」

の活動と位置付けて少額のお金を支払う形にすることによって，気軽に利用出来るようになった．更に，

町内の見知った顔が助けに来てくれるので，自身に関する他の身の回りのことも話しやすい．このこと

が知識の共創を促進する契機になっている．  

 

(3) 除雪 

 「えんがわ」では，会員になっている独り住まいの高齢者を対象に，要請を受けて除雪を実施してい

る．範囲は，玄関から表の道路までである．除雪がなされなければ，高齢者は外出が出来ず，生活に大

きく支障を来たす．除雪は連絡があれば，作業を翌日に伸ばすというようなことが出来ず，当日対処し

なければならないので，スタッフを増やすことが難しい． 

 しかし，冬場は足場が悪く，生活に障害が生じても独り住まいの高齢者には対処出来ない．それゆえ

に，決まったメンバーが出動することが増えて，利用者との関係性が密になるのである．したがって，

除雪に行った時に除雪以外にも，様々な作業を頼まれることが多い．この時の作業を通じて，地域に関

する知識が共創される会話がなされているのである． 

 

(4) 体操教室 

元々は，町内会の活動であったが 2013 年から「えんがわ」の活動に置き換えられたのが体操教室で

ある．これは，フィットネスの先生を呼んで，週に 1 時間体操やストレッチを教えている活動である．

町内会の活動の内は，金曜日の午後 3時半から 4時半まで無料で実施していたが，「えんがわ」として

事業化するにあたり，買い物時間と重なる 3時を避けて月曜日の午後 2時からに変更して，月 200円を

利用料として徴収するようになった．金銭や時間を理由に来なくなった利用者も若干名居たが，有料化

してから 1 ヶ月で 10 名近く利用者が増えている．無料だと気持ちの上で参加しづらいという声があっ

たが，事業化されたことでそれが解決された． 

 また，体操教室では 3ヶ月に 1回定期的に利用者達の体力を測定している．自分の健康状態が数値化

されることによって，帰宅してからも利用者は体操に励むようになった．体操教室内で誰々がどのくら

い体力があるかという会話だけでなく，体操教室外の談話室などにも波及して会話が促進されている．

地域住民の健康促進に関する知識共創が「えんがわ」の活動によって推進されている． 

 

(5) 学習教室：『泉台わくわくの森』 

 2013年 2月から，北陸先端科学技術大学院大学と連携して学習教室『泉台わくわくの森』が開かれた．

この学習教室の講師は，北陸先端科学技術大学院大学の教職員や学生，そして，能美市の語り部や博物
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館の職員などが務める．学習教室では，泉台町や周辺の小学生をメインターゲットに，学校では教えな

い能美市の歴史や身近な心理学などについて教える．この活動には，小学生を通してその親世代に町の

活動により関心を持ってもらうという狙いがある． 

 現状では，小学生の参加に比べて高齢者の参加の割合が多い．しかし，教室時間中には高齢者が小学

生のアイデア出しを励まし褒める光景が頻繁に見られている．この活動が継続されることにより，高齢

者と若年層の知識共創促進の可能性が高まることが期待される． 

 

   

表 3. 「えんがわ」の活動による知識共創 

提供

主体 
活動内容 活動成果 

子供世代の 

知識共創 

親世代の 

知識共創 

祖父母世代の 

知識共創 

NPO 

買い物送迎 

ドライバーが独り住まいの高

齢者の健康や生活状況を引き

出して共有する． 

× × ○ 

軽作業・サー
ビス事業等 

作業を通して，利用者の生活

状況に関する情報を把握す

る． 

× × ○ 

体操教室 

体力を数値化することで，健

康に関する話題がしやすくな

った． 

× × ○ 

学習教室 

小学生を対象にした基礎教育

で保護者の注目を集めて，町

の活動に興味を持ってもら

う． 

○ △ ○ 

 
 
 

4. 考察：地域の知識共創における住民自律型 NPOの役割 

 泉台町は町内会自らが主体となって NPO 法人を設立することで地域経営活動の範囲を広げ，町内会

の活動のみでは対応出来ない町の課題解決に寄与する活動をしている．このハイブリッドな形の地域経

営は全国的にも非常に新しいが，地域に関する知識共創を促進することで，地域共同体の絆形成に対す

る解を与える可能性を秘めている． 

 
 

4.1 活動への価格メカニズムの導入による市民参加機会の増加 

 この泉台町の事例では，中田氏のリーダーシップと長年培って来た営業力が大いに役立った．坂田

(2003)でも，地域活性化にはリーダーシップが不可欠であると述べられている．中田氏は特に財政面で

大きくリーダーシップを発揮していることが特徴である．町内会組織では，予算制約の問題が常に活動

を縛る傾向にある．実際，中田氏も予算を工面するために町内の街灯を全部 LED に変更するなど，経

費削減に尽力している．また NPO 法人化することによって，企業や町外住民からも寄付金を募ること

が出来るようになり，予算の自由度が拡大した．住民が自律して NPO 法人を設立することで，人の厚

意だけでなく，金銭を介在させることによって，お互いの立場が明確になったことが大きい． 

 予算拡大を実現するには，ラウンドによって支援者の拡大を図る必要があるが，中田氏は能美市内の

企業を 110 社以上回り，約 70 社に賛助会員になってもらうことに成功している．地域住民組織による

共助のための NPO というコンセプトが，高齢の経営者層から多くの共感を得ている．予算が出来たこ

とで，作業者に報酬を支払う有償ボランティアのシステムが構築され，共助が持続可能と成り得るので

ある． 

 また，地域住民の立場からも，(あまり負担にならない範囲での)支払いが発生することによって，支

援を頼むことに対する障壁が低くなっている．実際，多くの高齢者は自分の生活の助けを誰かに頼むこ

とが恥ずかしいという思いを強く持っている．それが，NPO 法人の活動として，作業に対する報酬を支
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払うシステムになった効果で，困ったことを素直に表明出来るようになった． 

 無償ボランティアというのは，頼む方にとっても遠慮しがちになってしまうものである．武田(2003)

でも，「少しくらいならお金を払った方が，気が楽だ」と考えている有償ボランティア利用者がいるこ

とが報告されている．また，後山(2006)は有償ボランティアによってサービスの供給者と利用者の間に

対等な関係が築かれる効果を指摘し，辻ら(2009)はボランティアに対する報酬として地域通貨が払われ

ることによって，ボランティアのモチベーションが高まり参加意欲が高まることを明らかにした．ボラ

ンティアが地域通貨によって評価されることで参加意欲が高まることは，坂田(2003)でも報告されてい

る．「えんがわ」は金銭の新たな流れを作ることで，利用者がサービスを利用する障壁が低くし，地域

住民による共助のハードルを下げているのである．そして同時に，スタッフの側も少額でも金銭的報酬

が出ると継続して参加出来るようになり，この両者の意識の変化が市民の参加機会を増加させ地域の知

識共創を促進していると考えられる． 

 

 

4.2 知識共創に向けた仕掛けの内包 
 地域経営活動の中に，地域に関する知識の共創を促進するような仕組みが内包されていることも，「え

んがわ」が果たす知識共創促進の要因の一つである．この仕組みに関しては，「会話の促進」と「当事

者意識の保有促進」が重要な要素となっている．ただ作業をするのではなく，作業プロセスの中にこの

2つの要素を盛り込むことによって，地域住民による知識共創が促進されていると考えられる． 

 第 1要素である「会話の促進」には，体操教室の体力数値化などによる話題提供と，買い物送迎にお

ける車内や談話室における和室のような知識共創を自然と促す閉空間とが影響している．同じ空間に定

期的に集まる相手との間に共通の話題があると，お互いにとっての会話障壁が下がるからである．倉林

ら(2002)でも，共通の話題があれば会話が始まり易いことが述べられている．そして，関心の類似性が

高い程，その参加者が有用な情報を持っている可能性が高く，情報の有用性が発話の促進と高い相関に

あることが明らかにされている．  

 「えんがわ」では，その会話が同じ地域に住む同士の者の間でなされるため，共通の知識を前提にし

て会話が進むことが多い．共通の知識を持ちながら共通の話題，特に地域内での生活環境に関する話題

について会話をすることによって，誰かの情報がまるで自分に関する情報であるかのように認識するよ

うになる．つまり，当事者意識を持つようになるのである． 

 自分に関係ある知識だと認識すると，知識共有がされ易い(西田，2003)．それはつまり，知識を深化

させるために会話への参加意欲が高まるということを意味している．このようにして，「会話の促進」

と「当事者意識の保有促進」が揃うことによって，その 2つの要素が相互に機能することで参加意欲が

高まって，知識共創が促進されていくと考えられる． 

 

 

4.3 人的資源ネットワークの拡大 

 NPO法人の活動にすることによって，町内会ではやりにくい町外の人々を巻き込むという行動が選択

しやすくなったことも，知識共創の促進に寄与していると言える．この場合の人的資源には，体操教室

や学習教室の講師だけでなく，町外の賛助会員も含めることが出来る． 

 人的資源ネットワークを拡げることで，「えんがわ」におけるコンテンツの充実が実現出来た．コン

テンツの充実により，地域住民の参加インセンティブを高めることが可能となったのである．事実，町

内会の活動という位置付けでは，町外に住む大学院生や博物館職員等を講師に呼んで学習教室を開催す

ることは困難であるが，「えんがわ」の活動とすることによって，講師らに交通費を支払うことも可能

となった． 

 能美市の歴史や心と身体を元気にするための知識などは，これまでの町内会活動では身に付けること

が出来なかった．「えんがわ」は，それまで町にはなかった知識を持つ人的資源を結び付けるハブの役

割をしていると言える．「えんがわ」が豊富な人的資源を結合させることにより，サービスの提供する

価値が高まって，それが知識共創を促進する役割を果たしている(例えば，Vargo & Lusch，2007；Vargo，

2008；Vargo & Lusch & Tanniru，2010)． 
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4.4 ハイブリッド地域経営による公民館への来館機会増加  

 泉台町の事例では，町内会と NPO 法人を併せたハイブリッドな地域経営を実践することで，地域住

民の泉台コミュニティセンターへの来館機会が増加した．これにより自然と知識を共創する機会が増加

した．「えんがわ」の活動がある前までは，町民が泉台コミュニティセンターを訪れる機会は町内会総

会などの限られた機会であったが，NPOの公民館を拠点とする活動で公民館を開放するようになると町

民の新たな絆を創出することに繋がると言える． 

 活動拠点の確保に苦労している NPO法人が多くある中で，町内会が設立した NPO法人であるために

公民館を拠点として使えることは大きな利点である．拠点が明確に存在していることで，地域住民はそ

こに寄り集まりやすくなる．泉台町の事例では，この「えんがわ」の活動拠点が町内公民館であるため，

町内会の活動と「えんがわ」としての活動の両側面から，地域住民の公民館来館機会を増加させること

が出来る．それによって，町内の主要なイベントに関する情報から各町民の細かな生活環境に関する情

報まで，地域に関する情報を幅広く収集することが出来るようになり，それが地域の知識共創を促進す

る際に大いに役立っている． 

 公民館という場は本来公共財であり，誰もが自由にアクセスでき使用できるものである．しかし，使

用者の公民館イメージやサービス品質が，気軽な使用意欲を減退させ（例えば，長峯(1998)，篠原(2009)），

それが知識の創造や共創に影響しうることは，学術的な議論が十分にはない．非排除性の高い公民館を

本来の知識共創の拠点とすることが，地域経営に有効な公共財の利用方法となると考えられる．本研究

における観察は，知識共創手段と公共財という関係について議論する重要性を示している． 

 

 以上，町内会に加えて NPO 法人「えんがわ」が設立されたことによって，上記の 4 つの項目が生み

出され，地域住民に周りの人々と関わり合う機会が与えられたことで，地域に関する知識共創が促進さ

れたと考えられる．ハイブリッド地域経営によって地域住民の知識共創オプションが拡大されたのであ

る． 

 

 

 

5． 結論 

 社会環境の変化に伴い多くの課題が噴出している地域社会では，行政に頼らずに住民主導型の組織が

まちづくりを実施していくことが求められている．住民にとって有効な地域に関する知識を共創するこ

とを促進する地域経営を実施していくことが，これからの地域社会を支えるためには重要である．本研

究では，石川県能美市泉台町の町内会が設立した NPO 法人「えんがわ」を対象に参与観察を実施し，

記述的分析を実施した． 

 泉台町は，6 代目町会長に中田八郎氏が就任したことを契機に徐々に改革を推し進めていった．そし

て，町内会の新たな取り組みの中から，持続的な共助のサービス・システムを構築する必要性を感じ，

2012 年に NPO 法人「えんがわ」を設立している．それから，市内の企業や個人から寄付金を募り，そ

の資金を元に共助の活動の幅を広げていった．本研究は，この泉台町町内会と「えんがわ」の活動を組

み合わせたハイブリッドな地域経営によって，地域に関する知識の共創が促進されているメカニズムを

分析結果から明らかにした． 

世代間の地域に関する知識共創が促進されれば，地域住民は自分達の地域社会の現状について正しい

認識を持ち，それが互いを助け合う意欲を喚起することに繋がる．「えんがわ」の事例は，町内会活動

を支援しながら，こうした地域住民の自助の精神を活性化させる役割を果たしていることを示している．

住民自律型 NPOは地域の知識共創を促進する経営の新しい方法論と言える． 
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省察的実践を促すチーム医療の形成に向けて	 
Towards constructing the interprofessional work through reflective practicums 

	 

山口宏美，伊藤泰信 

YAMAGUCHI Hiromi，ITO Yasunobu 

 
北陸先端科学技術大学院大学	 

 Japan Advanced Institute of Science and Technology,  
	 

【要約】チーム医療とは，医療に従事する複数の専門家がその専門性をいかし，患者中心に，分担では

なく互いに協働して提供することを目的とした医療である．病院では，医師が頂点に立つヒエラルキー

の組織と各職種が異なる系列に位置する組織というふたつの組織認識や，厳密な役割分担のために，現

実にはチーム医療は十分に機能しているとはいいがたい．本研究は，チーム医療におけるこれらの認識

と現状を踏まえ，地域の中規模病院における糖尿病患者の重症化予防政策に対応する取り組みを事例と

して，新たな診療報酬を算定するための医療情報ツールの導入と省察的実践により，チーム医療がいか

に形成されるかを論考するものである． 
 

【キーワード】チーム医療，省察的実践，医療情報ツール 
 
1. はじめに	 
本発表の目的は，地域の中規模病院における糖尿病患者の重症化予防政策に対応する取り組みを事例

として，医療情報ツールによる媒介に留意しつつ，ショーン（1987[2007]）の言う省察的実践を人工的
に作ることで，チーム医療がいかに形成されるかを検討することにある． 
慢性疾患の増加，高齢社会に備えるための政府の医療費抑制策，および医師・看護師の不足などによ

り，医療現場は近年大きく変化している．そうした中，多職種連携とチーム医療への診療報酬の配分を

大きくして，医療を「医師による診断と治療」から，「多職種協働によるチーム医療」への推進をはか

る政策が進められつつある． 
戦後，上位を占めていた結核や肺炎など感染症による死亡が急激に減少した後に脳血管疾患が増加し，

またその後に悪性新生物や心臓病による死亡が増加したが，これらの疾患は慢性の経過をたどり継続的

な治療が必要となることから，慢性疾患と呼ばれている．医療の現場では，科学技術の進歩により臨床

検査結果に基づいた診断によって，次々と開発される新薬による治療がその主流になった．病院では多

くの慢性患者に対応するために，医師や看護師以外の多くの職種が誕生することとなった（黒田 1999）．
他方，そこでは膨大な経済活動が行われるようになり，「医療における産業」は多岐多様なかたちで患

者の生活にかかわるようになり（栗岡 1999），さらに高齢社会の進展とともに医療費を引き上げるこ
とともなっていった．慢性疾患は医師の指示に従った永続的な生活習慣の自己管理が要求され，1996年
には，それまでの“成人病”の名称にかわって，新たに「生活習慣病」という病名に改称された．すな

わち食生活の改善や運動の実施など生活習慣の改善といった，患者の積極的な自主管理（セルフ・コン

トロール）と服薬などのセルフ・ケアが強調されるようになっていった(1)． 
高齢社会の進展に伴う政府の医療施策は，医療費抑制と社会保障の充実といった相矛盾する命題を掲

げているため（猪飼 2010），一方でその達成のため医療制度の変更を余儀なくされ，また，他方でそ
の現状に一喜一憂するさまざまな医療現場の対応がある．すなわち，各医療機関に支払われる診療報酬

の見直しが 2年毎に行なわれるが，その都度，診療行為に対応する適応要件や保険点数が変更されるた
め，医療機関の経営そのものを揺るがすことにもなるのである． 
政府の医療施策を取り巻く状況は，少子高齢化の進展，医療技術の高度化・複雑化，また地域での医

師不足問題など，国民の関心の高い医療の分野で厳しさが増しているが，医療サービスの質の向上を求

める国民の声も年々強くなっている．患者や家族にとって安全で質の高い医療を効率的に提供するとい

うことを考えると，各医療関係職種がその専門性をより発揮し，チームで医療を行うという体制を整え

ていくことは重要であり，政府はチーム医療の推進を図ることとなった(2)． 
 
2. チーム医療に関する先行研究	 
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チーム医療とは，厚生労働省の「チーム医療の推進に関する研究会報告書（2010）」において，「医療
に従事する多種多様な専門職が，それぞれの高い専門性を前提に，目的・到達目標・手段に関する情報

を共有し，業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い，患者の状況に的確に対応した医療を提供する

こと」と定義されている．細田によれば，チーム医療について，専門性・患者中心・複数の専門職の関

わり・互いに対等な立場での協働，と４つの要素を挙げている．すなわち，チーム医療には，医療の「専

門化」と「合理化」を推し進め，また同時に「専門化」と「合理化」を推し進めてきた近代医療のマイ

ナスを補うものとしての，期待が込められている（細田 2003）． 
チーム医療の目的は，厚生労働省の定義によれば，「医療の質の向上」である．水本は，ここで言う

医療の質には，医療行為としての質（行為の内容，適合性，技術的質，学問的質），主観的質（患者満

足度や医療従事者の満足度），および安全性の担保・安心感としての質などが含まれるという（水本 2011）. 
さらに，村田らによれば，単に医師の指示を受動的に分担し請け負うのではなく，自らの責任にもとづ

いて能動的に自らの業務に関わることが求められている（村田他 2005）．  
フリードソンは医療の専門家の中に階層性があることを指摘している．医師以外の医療従事者は，職

務上の地位だけではなく，常に医師の知識や判断を優先することになるという（フリードソン

1970[1992]）．これに加えて細田は，医師が頂点に立つヒエラルキーの組織と，各職種が異なる系列に
位置する組織というふたつの組織認識そのものがチーム医療を難しくする要因の一つとしている（細田

2000）． 
水本は，「医療チーム」は存在するが「チーム医療」は必ずしも十分に機能してない，というのが実

情ではないかという．病院組織は強い機能型組織の一つで，職員のほとんどが国家資格をもつスペシャ

リストの集団であり，厳密な役割分担があると言う．他部門の業務内容に対する理解・興味は，一般に

希薄であり，各部門の独立・自主性が強い（水本 2011）．坂本は，チーム医療を実現するためには，専
門領域と専門領域のすき間をつなぐ役割が必要としている（坂本 2012）．また細田（2003）の「チーム
医療」の要素には，「仕事は分担ではなく互いに対等な立場での協働」と述べている． 
このようにこれまでの研究を概観すると，チーム医療とは，複数の専門家が分担して治療にあたるの

ではなく，医師も含めて互いの専門領域をオーバーラップさせながら患者の状況に対応する医療となる．

すなわちチーム医療の促進には，少なくとも患者の治療状況の可視化がもとめられているといえる． 
 

３. 研究方法	 
3.1 調査対象	 
調査地であるやわたメディカルセンター（以下 YMC）は，平成 13（2001）年 10 月に新設された石

川県小松市にある 258床の私立病院である．前身は，昭和 43（1968）年創立のリハビリテーション専門
の病院であったが，サテライト機能であった複数の診療科が充実し，独立するなかで新病院が新築され

た（勝木他 2009）．隣接する健康増進施設は，厚生労働省認定の指定運動療法施設第 1 号に認定され
ており，健康増進や生活習慣病予防の拠点として「病気にならないための病院」がめざされた．院内の

医療情報の共有のために，電子カルテが 2008年に導入されている． 
	 

3.2 研究方法	 
新たに設置された診療報酬である糖尿病透析予防指導管理料を算定するために，YMCでは新たに委

員会を立ち上げるとともに，『疾病管理 MAP』という医療情報ツールを導入した．筆者はこの委員会
に発足当初から参加し，管理料算定と糖尿病患者を中心にした生活習慣病の重症化予防に向けた YMC
の取り組みを参与観察した．また，多職種の内省を促進する実践として，外来患者のカンファランスを

試みた．これは，患者の電子情報をもとに多職種のスタッフが約 20 分間自由に意見をのべあい，その
軌跡を電子カルテに残すものである． 
本研究は，『疾病管理 MAP』という医療情報ツールによる媒介に留意しつつ，参加型介入と実践の

活動を自ら参与観察したアクション･リサーチでもある．アクション･リサーチの起源は，クルト･レヴ
ィンによるアメリカでの様々な社会的問題の研究に求められる（クルト･レヴィン 1956[1979]）．開発
援助の実践と人類学について研究している関谷（2010）は，プロジェクトにより遂行した連携体制を学
習し合う組織として捉え，活動によりもたらされた人々の意識改革をアクション・リサーチによる結果
としている（関谷 2010）．本研究では，新たに設定された診療報酬が，従来の医師による治療ではなく
多職種による予防体制に付与されることから，これを算定するための組織での取り組みを医療現場にお
ける意識変革と捉える． 
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3.3 調査の概略	 
3.3.1糖尿病透析予防指導管理料とは	 

2012 年度診療報酬改定で新設された糖尿病透析予防指導管理料（以下「管理料」）の特徴は，医師
が行う重症化した患者の治療にではなく，多職種協働で行う重症化予防に付与される点にある(3)．管理

料の算定要件として，ヘモグロビン A1c が 6.5%（国際標準値）以上または，糖尿病の内服薬やインス
リン製剤を使用している外来患者であって，糖尿病性腎症の病期がⅡ期以上で，かつ透析を受けていな

い患者となっている．具体的な予防指導は，糖尿病指導の経験を有する専任の登録された医師・看護師・

管理栄養士の 3職種が同日に指導した場合に月に 1回算定が可能，という内容である．また，1年後に
算定した人数と指導成果を，改善した割合で報告する義務が課せられている． 

 
3.3.2 医療情報ツールとしての『疾病管理 MAP』について	 
『疾病管理 MAP』は，千葉県立東金病院院長で内分泌内科医でもある平井愛山氏によって考案され

た地域医療連携を円滑にすすめるための医療情報ツールである(4)．『疾病管理 MAP』により，入力され

ているデータを数値ごとに並べ替えて序列化し未検査や未指導状況が可視化され，診療報酬算定後に提

出義務のあるアウトカム評価が可能である．『疾病管理 MAP』の設定項目は，地域医療連携パスで使用

する場合は測定項目を限定して多くの医療機関が参加することにメリットがあるため，ミニマムデータ

セットとして厳選された数項目がセットされている(5)．  
このように，もとは地域医療連携のための医療情報ツールであった『疾病管理 MAP』であったが， 

YMC では，他の疾患管理にも用いることも可能であり，病院医療の質の向上とセーフティネットの構
築に有用であるとして病院単体で用いるために導入した． 

 
3.3.2 調査の内容 
調査は，筆者（山口）が委員会のメンバーとして 2012年 4月の委員会発足から参加し，業務として

委員会メンバーとともに算定に向けての問題を解決していくことを試行錯誤しながら行った．委員会や

全職員向けの勉強会などの日程や内容は表 1のとおりであった．具体的に行った内容は次のとおりであ
る． 

表 1：疾病管理委員会での観察内容 
年月日 項目 内容 対象者および参加者 

2012.04.20 第 1回疾病管理委員会 疾病管理委員会発足 委員会メンバー 
2012.05.25 職員勉強会 千葉県立東金病院長 

平井愛山氏講演会 
全職員 

2012.06.01 第 2回疾病管理委員会 データセットの確認 委員会メンバー 
2012.06.15~
08.17 

第 3~7回疾病管理委員会 
（第 1･3金曜日） 

対象患者の抽出 
患者啓蒙用スライド作成 

委員会メンバー， 
外来担当医師 

2012.09.07 第 8回疾病管理委員会 
会食 

9月算定開始後の状況 
聞き取り 

平井愛山氏，松本洋氏 
委員会メンバー 

2012.09.21 第 9回疾病管理委員会 算定開始後の問題点 委員会メンバー 
2012.10.05 第 10回疾病管理委員会 算定 1 ヶ月間の集計結果

について 
委員会メンバー 

2012.11.02 第 11回疾病管理委員会 慢性腎臓病勉強会 委員会メンバー 
腎臓内科専門医 

2012.11.16 第 12回疾病管理委員会 東金病院での状況や指導

内容の紹介と質疑応答 
委員会メンバー，担当者 
東金病院より，院長・栄

養科長・看護師（糖尿病

認定看護師） 
2012.12.07~
12.21 

第 13~14回疾病管理委員会 算定 3 ヶ月間の集計結果
とその成果 

委員会メンバー 
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(1)委員会への参加と会議資料の一部作成 
(2)医療情報ツールとしての『疾病管理 MAP』の運用管理 
(3)医師の権限を代行しての未検査オーダーや指示オーダーの入力 
(4)指導対象候補者リストの作成と事前配信 
また，メンバーとのインフォーマルな会話や半構造的な聞き取り調査内容もデータとして使用した．さ

らに，管理料の算定を開始した後は，外来での各専門家の指導の様子を行動観察するとともに，患者へ

の指導の現場に立ち会い，実際の指導も観察した． 
疾病管理員会のメンバー12名の構成は次のとおりである． 
委員長：医師（副院長）1名， 
看護師（全員が糖尿病療養指導士を取得）：外来 2名，病棟 1名（後に病棟から 1名追加） 
管理栄養士（糖尿病療養指導士で主任）1名，臨床検査技師（科長）1名，薬剤師 1名， 
診療放射線技師 1名，医事課（課長）1名，システムエンジニア（科長）1名 
事務局（総合職）1名，筆者（臨床検査技師･診療 MAP管理） 

そのほかに，委員会には循環器内科および内科医師や，『疾病管理 MAP』を開発した東金病院院長を
はじめとしたスタッフが随時参加していた． 
委員会発足時（2012.04.20第 1回疾病管理委員会）に委員長である副院長から，糖尿病の増加に対す

る政府の対策として糖尿病透析予防指導管理料が新設されたことの説明と，病院の方針として 9月より
この管理料の算定を開始すること，およびそのために糖尿病疾病管理委員会を発足したことについて話

された．また，このときに明らかにされた問題は次のようなものであった． 
(1) 糖尿病専門医としての常勤医がいないため，当面，常勤の循環器科医師 3 名と内科医師 1 名の受持
患者を対象とし，今後管理料のオーダーの指示をする． 
(2) 糖尿病の病名を持つ患者は合計 1700名あまりで，4名の医師が受け持つ患者は約 880名と算定対象
者は非常に多い． 
(3) 実際に算定可能な対象者であることを確認するために，糖尿病性腎症としての病期判定が必要とな
るが，このための検査（尿中アルブミン定量）の実施率は，全糖尿病患者のわずか 3.1%であること． 
(4) 糖尿病患者の栄養指導の実施状況は 35%であり，危険な合併症としての頸動脈超音波検査の実施状
況は 5.3%であり大変低いこと．  
このように，これまで多くの糖尿病患者が通院していることに加えて，糖尿病診療において合併症検査

をふくめた診療状況は，未検査項目が非常に多いことが明らかにされた． 
YMC では循環器内科医師を中心に糖尿病透析予防指導の指示がなされていくことになった．循環器疾

患にとって，糖尿病は重要な危険因子であり，糖尿病をもつ患者の割合が高いこともあり，糖尿病の重

症化を予防指導する試みは，循環器内科医師にとっても，関心が高いものであった．また，YMC では，

医学的評価，運動処方，冠危険因子の是正，教育およびカウンセリングからなる包括的なプログラムで

ある心臓リハビリテーション（以下「心リハ」）が積極的に行われている．心リハでは入院患者につい

て，多職種でのカンファランスを実施し情報の共有がなされているが，病気の治療に焦点が集まりやす

く，在院日数も短いため，退院後の生活を見据えた支援としての生活指導は退院時の説明として病棟看

護師から行われていた．そこで，外来で継続して心リハを行う患者には，あらためて外来患者のカンフ

ァランスを外来患者に関わる多職種で行い，患者の治療や生活の状況について互いの情報をフィードバ

ックするとともに検査内容や治療方針･処方の見直しをはかっていた．参加者は，医師・看護師・管理

栄養士・理学療法士・臨床検査技師（コーディネータ）の 5 職種で，筆者はコーディネータとして関わ

った．	 

具体的に筆者が行ったことは，カンファランスの対象者を主治医および専従の理学療法士と相談の上

決定し，参加メンバーにその都度院内メールにて開催通知を出して対象者を知らせた．また当日までに

カルテを俯瞰し状況を確認するとともに，可能な限り患者からの聴き取りを行い，前日までに事前情報

として電子カルテのカンファランス記録に記載しておいた．カンファランスは，対象者の経過報告を行

ない，各参加者が運動療法の状況や栄養指導での様子や同席した家族のことなどについて意見をのべた．

医師はカルテに書かれていない情報や診療上での困難なども話し，またその他の参加者も患者の支援を

めぐり知り得た情報を自由に意見交換するといった内容である．さらに，カンファランス時に話し合わ

れた内容は，担当医師または筆者により事前情報のカンファランス記録に追記する形で記録がなされた．

また，追加の検査項目のオーダーや，気づいた点があれば経過記録や指示を残していた．	 
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4.結果と考察	 
4.1 チーム医療の形成	 
筆者が行ったチーム医療に関する聞き取り調査では，医療スタッフはチーム医療について当初は以下

のように話していた． 
 
それはＰＴ（理学療法士）の仕事だから，私かＣさんがやるわ．そっちはナースの仕事だと思うわ．

チーム医療といってもなかなか難しいですね，何をやるのがいいのか．・・・それはナースの仕事だ

し，あまりやるとこちらの仕事と思われてしまうので．（2012.06.18 フィールドノーツより） 
 

線引きが難しい業務について，現場で働くスタッフたちは，それぞれの領分で区切りをつけようとしな

がらも，業務が複数の職種にオーバーラップすることを認識していることがみてとれる． 
YMC では新設された診療報酬制度である管理料を算定するにあたり，あらたに医事課職員やシステムエ
ンジニアを含んだ多職種の委員会を立ち上げている．立ち上げにあたり，委員長である副院長からは，

診療と質の担保とセーフティネットの構築のために多職種協働による活躍の場を与えるから，全国に先

駆ける達成感を味わおうじゃないか，ひいてはこれが外来診療単価の増収となり，他疾患への活用にも

つながる，と委員会メンバーに説明した．さらに「気付きと変革のチャンスであるから意識行動改革を」

とよびかけていた．先例の病院である千葉県立東金病院の取り組みが紹介されていたが，集まったメン

バーは，新たなことを始めようとしているようだが，雲をつかむ話であると認識しているようであった．

先の見通しも立っておらず，2000 名近くの患者から対象者を探していく作業があった．メンバーの中に

は「何でよばれたのかまだよくわからないけど．」「とにかく何かしなくては」と話している者もいた．

その後に副院長は筆者との非構造化インタビューの中で以下のように語っている．	 

 
糖尿病の地域連携の講演会で（『疾病管理 MAP』の話を）初めてきいた瞬間に，「これだ」と思

ったね．これで(必要な検査の)見落としが減って，多職種が活躍できる場がつくれると思い，す

ぐに導入を検討したよ．（2012.08.05	 フィールドノーツより）	 

	 

	 
図１：医療情報ツール『疾病管理 MAP』を院内使用のためにカスタマイズして使用している．

異常値は桃色に，未検査は橙色に色分けしている．	 

	 

このようにして新たな診療報酬制度に対応するために導入された『疾病管理 MAP』という医療情報ツ

ールは，この先どのように業務に生かされるかは，集まったメンバーには筆者も含めて想像できなかっ
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た．導入当初，『疾病管理 MAP』には，ミニマムデータセットとしてわずか数項目がセットされている

のみであった．地域医療連携で使用する場合と異なって，病院単体で使用するため，多くの医療スタッ

フから様々な要望が寄せられ，多くの項目をシステムに追加することになった．カスタマイズされた『疾

病管理 MAP』は電子カルテと連動させたため，フリーな記載（たとえば SOAP(6)による経過記録）を除い

て，どのような項目でも『疾病管理 MAP』に追加することができた．例えば，検査結果の数値ばかりで

はなく次回予約日や担当医名や眼科受診，画像検査や栄養指導の実施状況も追加された（図 1 参照）．	 	 

こういったデータから，例えば翌月に予約されている患者を，主治医別にリストアップすることも可

能となる．実際の現場は，患者の都合などで予約の変更も頻繁にあり，当日の進行具合などで予定の変

更があるにせよ，このような候補者リストは指導を担当する管理栄養士や看護師は事前に仕事の予定を

リスト化することができる(休暇の調整などを含めて)．また，指導担当者は予定患者の過去の指導歴や

問診内容を印刷して準備するなど能動的に関わっていくことができた．	 

松尾は，組織学習において新しい制度や技術を取り入れることは，組織が学習する上で欠かせないが，

先進的な制度・システムをそのまま取り組むのではなく，自組織にあうように粘り強くカスタマイズす

ることが鍵となるという（松尾 2011）．ミスを減らすために導入された『疾病管理 MAP』という情報ツ

ールが，病院という単体の組織で使うには未完成であり，さらに組織横断的な委員会の立ち上げの時に

も，各メンバーの役割分担が明確ではなかった．また，新たに導入された診療報酬は，算定条件が決ま

っているのみで，どのような運用をするかはこれから試行錯誤することになるうえ，医療情報ツール『疾

病管理 MAP』の使い方にも試行錯誤する自由度があった．しかも，実際の算定は 4 ヶ月先の 9 月からで

あり時間的な猶予もあった．さらに，試行のコストについては，当初目論んでいたように循環器内科の

医師を巻き込むことにより，質の高い医療の提供という文脈で新たな検査オーダーの追加がなされてい

った．つまり，循環器疾患を持つ患者の危険因子としての糖尿病合併症の管理のために未検査であった

項目を追加検査することで病期が確定し，ステージの高い指導対象者には重症化予防のために必要な指

導を行うことができるようになったということである．	 

このように，可視化が，循環器内科医師の関心を引くこととなった．糖尿病患者の診療においては，

必要な検査を定期的に実施していくことが重要である．Ceble らは，未検査情報の洗い出しについて，

電子化された医療情報の使用は，そうでない紙ベースの情報と比較してアウトカム評価が高いというこ

とを報告している（Ceble	 2012）.	 	 

 
4.2 チーム医療における患者-医療者関係	 
糖尿病患者の重症化予防のためのチーム医療推進にあたって，実際に患者指導の任を担うのは看護師

と管理栄養士である(7)．チーム医療として行っている指導について，療養指導を担当している看護師は，

初回の指導は糖尿病性腎症についての説明やアンケートを行うので指導しやすいが，2 回目以降の指導
は患者から「またですか」と言われるため，やりにくいと話す．最も多くの指導を担当している糖尿病

療養指導士の資格を持つＡ看護師は次のように話していた． 
 
最初は 350 点も保険点数がついてるから何ができるか，いろいろ考えた．でも，保険点数は委員
会の他の人たちが MAP を管理したりして支えてくれている分も含めていただいてるんだと思う
と，気が楽になりました．検査結果をみてあれこれいうのは簡単だけど，結果について悪くなっ

ている場合はドクターからしっかり話しされているから．何回もいわれるといやだろうから私は

あまりふれない．むしろ，患者さんに自分の生活について話してもらってふりかえるだけでもい

いと思うようになりました．（2013.01.31フィールドノーツより） 
 
A看護師は，患者の医療費の負担が増えることが気になって，自分の指導にそれだけの価値があるか

と自問したこともあるが，委員会の皆が関わっており，自分だけが指導するのではないため，安心した

と言う．また，Ａ看護師の指導現場に立ち会うと，待合室の長椅子で，患者と患者の妻の間に座って家

庭での様子に耳を傾けていた．医師とは異なったやり方で，彼女は糖尿病という慢性の病の経験に対峙

する自分の役割を見いだそうとしていた．別の角度から言えば，チーム全体で患者を支えていることが，

従来の患者‐医療者関係についてのＡ看護師の見方を変化させることにつながっているということで

ある．数値を用いて指導しなければいけないという役割から，患者・患者家族から話をきいていくとい

う専門性である．他者の指導内容と同時に自分自身の指導も相対化して，内省する実践がチーム医療の
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中で生み出されていたといえる． 
細田は，チーム医療には，複数の職種の医療従事者が，形式的に現状の医療者間のヒエラルキーのま

までチームを編成するという以上の意味が込められているという（細田 2000a）．すなわち，患者の持
つ病気や健康上の問題点に，患者に関わるすべての人々が対等な立場で協働するという（従来の医療の

あり方に対して提示された）新たな医療の形としてのチーム医療である．チーム医療の推進は，多職種

の医療者間の関係への見方のみならず，患者‐医療者の関係についての従来の見方への変更をも余儀な

くさせるものである．  
 

4.3 医療情報ツールと内省の場としてのカンファランス	 
『疾病管理 MAP』による診療状況の可視化により，多職種のスタッフが患者の情報を共有し医師に

対してさまざまな働きかけをしていた．薬剤師は薬剤が適切に使用されているかどうかを薬剤添付文書

で確認し，不適切であれば担当医師に薬剤の見直しの指示を電子カルテに残している．また，臨床検査

技師はさらに重篤な合併症としての虚血性心疾患をチェックするための検査が行われていない患者に

対して，医師権限を代行して検査オーダーを起こしておき，医師のオーダーの煩雑さをカバーするとと

もに検査実施の再考を促している．このことは，医師の指示のもとにすべての業務を実施するコメディ

カルが，形式上のヒエラルキーを残しつつも，能動性を発揮している証左といえる．またそのこと自体，

経営上の合理的振る舞いとなっている(8)，とみることも可能である． 
外来カンファランスは，心リハ開始前にあたる朝 9 時から約 20 分間実施することとなった．参加する
医師は，外来に出ない曜日に参加しているが，病棟業務など多忙な中での参加のため，当初参加を忘れ

ることも多かった．この外来カンファランスにおいても，『疾病管理 MAP』を用いて治療状況を確認
している．ここでは，運動指導を行う理学療法士も含めて多職種が知り得た患者情報を話し合うことで，

処方の見直しや必要な検査が追加されていった．また，話し合いの軌跡がカルテに残されることからそ

の場にいない職員へも情報共有される．このカンファランスについて医師は次のように話した． 
 
多職種の目でみるから，自分で気づかないこともわかる．Ｂさんがすぐに椅子に座って歩くこと

をいやがるというから，念のためにカテ（ーテル検査）したら詰まっていたよ．そしてすぐ入院

して治療になったけど，自分だけだったらわからなかったと思うよ．（2012.11フィールドノーツ
より） 

 
多職種による外来カンファランスは，医師にとって，これまでの治療や指導内容について振り返る省

察的実践となっていることが見て取れる．ここでは，参加している各職種がこれまで見落としていたこ

とに気付くとともに新たな処方や指示がだされ指導のアプローチが変更されていくこともあった．回数

を重ねるにつれ，医師は対象患者の選定を自ら指定し，カンファランス記録には話された内容を積極的

に残していくことにもなっていった．インフォーマルな情報も共有されたことで，医師による追加の指

示や指導のオーダーがでることとなり，ひいてはチーム医療が促進されているといえる．見方を変えれ

ば，チーム医療でだされた意見による業務の指示を，医師がオーダーする役割を担ったという言い方も

できよう．ただし，医師からの指示のもとに指示がなされるという形態はかわらない．ヒエラルキーは

保ちつつも，多職種が能動的に医師に働きかけているのである． 
ある例を挙げよう．外来業務が多忙な，ある看護師が，カンファランスで対象となった患者を次にい

つ担当することになるか分からないことを理由に，出席することをためらっていた．そこで，看護師の

上司である師長に多忙な時間での看護師の参加について尋ねると，師長は次のように話した． 
 
カンファランスに参加することで多職種の考え方を学んでほしいのです．外来はたくさんの慢性

患者が定期受診しており，生活の様子や体調の変化を短時間のうちにキャッチしなければならな

い．そのためのトレーニングに外来カンファはいい機会です．ぜひ瞬発力をつけるスキルアップ

してほしいから忙しくても参加してもらいますから，続けてください（2012.09.21 フィールドノ
ーツより）． 

 
看護師は，他の職種の意見を聞くことで，患者についてのインフォーマルな情報共有の場となり外来看

護師として患者を瞬時に多角的にみるというトレーニングにつながっていくという．実際に療養指導を
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開始し継続的な指導を実施していくにあっては，担当看護師はカンファランスで行っているように事前

の情報収集をし，患者を多職種の視点からどのように見ているかがわかったと述べる．それは若手の看

護師にとって上司が望むような多職種の視点を学ぶ場ともなり，他方で，先のＡ看護師の語りにあるよ

うに，他職種でなされていないことを看護師がやっていくという，看護師の役割をかえりみる場，省察

的実践の場ともなっていた． 
 
5. おわりに	 
本稿では，「チーム医療」について，医療の変革にあわせて見られるようになってきた背景とその内

実を，これまでの調査結果から概観した．発見事項は次のとおりである． 
(1) 「糖尿病透析予防指導管理料」というあらたな制度の導入に向けてのチーム医療の構築は，『疾病
管理 MAP』という診療を可視化する医療情報ツールの媒介なくしてはなしえなかったことを示した．
また，(2) ほぼ同時に開始した自由な意見交換の場としての外来患者カンファランス実施による他職種
の視点への内省により，『疾病管理 MAP』への関心が高まったことも具体的な事例から示した．やわ
たメディカルセンター（YMC）におけるチーム医療において看取されたのは，医師を頂点としたヒエラ
ルキーの形式を残しつつも，各職種が能動的に振る舞い，他の職種でなされていない新たな役割をコメ

ディカルが見いだそうとしていたことである． 
本稿における調査データは，管理料の算定を開始し始めたばかりの試行錯誤の中で得られたものであ

り，この制度を継続運用していくプロセスについての調査はいまだ途上にある．また，患者を含めたチ

ーム医療という視点については本稿では直接的には扱っていないため，分析枠組の問い直しも含めた検

討の余地がある．課題としたい． 
 

謝辞：本研究をすすめるにあたり，やわたメディカルセンター副院長勝木達夫氏をはじめ，こころよく

インタビューに応じてくださったセンターのスタッフの方々に，深く感謝申し上げます． 
 

6. 注と参考文献	 
 
注	 
(1) 疾病の要因は，遺伝子の異常や加齢を含めた「遺伝要因」，病原体，有害物質，事故，ストレッサー等の「外部環境
要因」，食習慣，運動習慣をはじめとする「生活習慣要因」等，さまざまな要因が複雑に関連して疾病の発症及び予
後に影響している．発症要因別の対策としては，「遺伝要因」に対しては，ヒトゲノムや加齢の機序の解明を踏まえ
た手法が必要であり，「外部環境要因」に対しては，有害物質の規制や感染症対策などの手法が，「生活習慣要因」
に対しては食習慣の改善や適度な運動，飲酒・喫煙対策などの手法が必要となってくる．また，対策を講ずる主体を
考えた場合，「遺伝要因」や「外部環境要因」に対しては個人で対応することが困難である一方，「生活習慣要因」
は個人での対応が可能である，として「生活習慣病」を用いた（厚生省 1996）． 

(2) 厚生労働省で，2009年に行われた「第 1回チーム医療の推進に関する検討会」においてチーム医療の推進を図ること
になった経緯が議事録に記されている（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/txt/s0828-6.txt）．[2013.02.03] 

(3) 平成 24年度診療報酬改定の概要では，社会保障と税の一体改革で示した 2025のイメージを見据えつつ，あるべき医
療の実現に向けた第一歩としている．勤務医の負担軽減や医療と介護の役割分担などを重点課題に挙げ，医療技術の

進歩の促進の導入をはかり，生活習慣病対策の推進として，「糖尿病透析予防指導の評価」として新たに管理料を設

定している．（http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/gaiyou.pdf）［2012.12.02］ 
(4) 千葉県立東金病院が中核となって構築した「わかしお医療ネットワーク」が ITを活用した地域医療連携の成功事例と
して知られている．（http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/it/casestudy/200805/506335.html）［2013.2.16］ 

(5) 疾病管理 MAP には，ミニマムデータセットとして，身長・体重・血圧・HbA1c・尿中アルブミン定量・尿タンパク
定量・eGFRの 7項目が登録されている． 

(6) 電子カルテの経過記録に記入される SOAP は，S(subject)は患者の主観的訴え，O(object)は客観的な所見やデータ，
A(assessment)は評価であり，Sと Oからの吟味・評価で，P(plan)は SOAを受けて問題解決のための計画となっている． 

(7) 糖尿病透析予防指導管理算定にあたり，YMCでは患者向けに糖尿病の増加や重症化予防に関する啓蒙資料を作成し，
内科外来前，検査室前および放射線部前の待合室に設置したディスプレイに断続的に写しだし患者に情報を提供する

とともに意識を高めている．また，ここで病院の取り組みとして推進していくことも宣言している． 
(8) YMC での外来部門の収支は，2 年前から思わしくなかったが平成 12 年度は改善している，と院長は診療部会で報告
している． 
 
参考文献	 
Cebul, Randall D., Love, Thomas E., Jain. Anil K. et-al. (2012) Electronic Health Records and Quality of Diabetes Care. N Engl J 

Med 365(9): 825-33. 
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【Abstract】The aim of this paper is to show you the procedure about the following four points. First, we explore 
audiences’ needs by using an exploratory method. Second, we build multiple-regression model to explain 
audiences’ ratings by the degrees of matching between audiences’ needs and contents of drama. Third, we 
measure the degrees of matching by an experimental method. Fourth, we detect the points of structure change of 
this model. We propose the following procedure about the above four points. About the first point, we clarify 
audiences’ needs by using the procedure of blog text mining (KIP) shown in Kato and Ishikawa (2011). Second, 
we refer to Rust and Alpert model and build the logistic multiple-regression model to explain audience ratings by 
the degrees of matching. Third, we use experimental methods that subjects answer questionnaire about drama 
after watching its DVD. Fourth, we detect the changing points of regression model by using Stepwise Chow Test 
proposed by Ninomiya (1977). We set forth the research direction to build multiple-regression model that explains 
audience ratings by the degrees of matching between contents and needs, and to detect the structure changing 
points. These are contributions of this research.  
 
 

 
【Keywords】Marketing, Creation of Markets, Audience Ratings 
 
1. Introduction 
  Marketers make much of the matching between providers’ services and customers’ needs. Markets are not 
made from only services of service providers or only customers’ needs. Marketers think the matching between 
these both sides creates markets. 
  In this research, we propose the procedure to detect the points of creation of markets on the basis of matching 
between services of service providers and customers’ needs. We need to gather knowledge in multiple disciplines 
to solve a problem like this. We call this a knowledge co-creation in this paper. From this point of view, the 
problem of this research is an object of knowledge co-creation. 
  Hereafter, we apply our research interests to the television audiences’ ratings and summarize our prospective 
contribution of this research. An audience’s rating is used as an important index for understanding that the TV 
program is supported by latent TV viewers or not. 
  This judgment varies depending on the contents of the TV program. At the same time, audiences’ ratings vary 
depending on the audiences’ needs from viewpoint of the time series. As the result, when we evaluate the 
changing of the audience ratings, we need to take the following two points into considerations. The first point is 
the varying of the contents of TV program (providers’ side) and the other point is the varying of the needs of 
audiences (customers’ side). 
  Especially, in the case of a long term TV program like a drama, we think audiences’ needs change with time. If 
we fail to understand the change of audiences’ needs from the viewpoint of times series, we confuse contents of 
drama with needs of audiences. We need to build an evaluation model which includes producers (contents of TV 
drama) and audiences (needs) sides for using audiences’ ratings as appropriate indexes 
  We propose the following four procedures in this research. First, we clarify customers’ needs from massive 
blog texts. Second, we build a model that includes producers and audiences sides. Third, we collect real data that 
are related to matching between contents of TV program and audiences’ needs by using experimental methods. 
Fourth, we detect the changing points of the model by using Stepwise Chow Test. The main content of this paper 
is to propose the procedure like this. 
 
2. Outline of the procedure 

In this research we propose to clarify customers’ needs from blog texts data by using KIP (KIP: Kato & 
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Ishikawa Procedure) which shown in Kato & Ishikawa (2011). Blog texts are written by customers. This means 
blog texts are raw voices of customers. We explain the audiences’ ratings by the matching between customer 
needs, which we extract from customers’ raw voices, and contents of a drama. We build a multiple regression 
model like this. 

In this procedure, the multiple explanatory variables in a multiple regression model grasp the changing of 
audience ratings. Additionally, we contain audience ratings and the matching (of contents of TV drama and 
audiences’ needs) into one regression model and unify them. Then if we apply Stepwise Chow Test to a multiple 
regression model, we can detect the points of the structure changing of a multiple regression model. The 
explanatory variables of its model are the matching between contents of TV drama and needs of audiences and the 
explained variable of its model is an audience’s rating. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 1: Outline of the Procedure  
 

Figure 1 shows the procedure of this research. STEP 1 of figure 1 is to clarify audiences’ needs of all time 
periods of TV drama by using KIP shown in Kato and Ishikawa (2011). STEP 2 of figure 1 is to build a multiple 
regression model. Explanatory variables of this model are the degrees of matching between needs we clarified and 
contents of TV drama. An explained variable of that model is an audience’s rating. The existing marketing 
researches proposed some models for forecasting the audiences’ ratings. We build our model on the basis of the 
existing models. STEP 3 in figure 1 is to gather data of degrees of matching between needs of audiences and 
contents of TV drama by using an experimental method. We estimate coefficients of a multiple regression model 
by using these data. Lastly, STEP 4 in figure 1 is to detect the structure changing points by using Stepwise Chow 
Test. 
 
3. Procedure  
 
3.1 Outline of KIP (Kato and Ishikawa’s Procedure) 
  In this section, we focus on STEP 1 in figure 1 and explain the procedure to clarify customers’ needs form blog 
texts as the following 6 steps. The outline of the following 6 steps is shown in figure 2 in the next page. We show 
you each step in figure 2. 
  STEP1 in figure 2 is a data collection. We decide one word which expresses the market we would like to 
analyze. This keyword is named as target keyword. We gather all authors who used target keyword in their blogs 
not less than one time. Then we retrieve all blogs of all authors we gathered. Texts of these blogs are divided into 
words (mainly noun) and the frequency of these words is used as fundamental information in the following 
analysis. 
  STEP 2 and STEP 3 in figure 2 are keywords selection. First, we calculate tf・idf values by using the frequency 
as data. The tf・idf values are important indexes which are often used in text mining. A tf means a term frequency 
and an idf means an inverted document frequency. We calculate a tf・idf value to each word. Through these 
calculations, we grasp the relations between words and blog texts by tf・idf values. 

STEP1: Clarifying Audiences’ Needs from Blog Texts 

STEP2: Building a Regression Model from Results of STEP 1 

STEP4: Detecting the Changing Points by Using Stepwise 
Chow Test 

STEP3: Gathering Data of Matching by Using Experimental 
Method and Estimating the Coefficients of Regression Model 
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We choose words as criteria from words we collected in STEP 1 for clustering of blog authors. The standard of 
selection of these words is the degree of similarity with the target keyword beyond threshold level. We call these 
words product keywords. We calculate degrees of similarity by using a cosine measure. Raw data of this 
calculation are tf・idf values.  

Additionally, we choose a second criterion for clustering of blog authors. We select words from all words 
which are gathered in the STEP 1 in figure 2. These selected words characterize blog authors beyond threshold 
level. The degrees of characterization are calculated from tf・idf values. These values show us the relations 
between words and blog authors. We call these words personal keywords. These product and personal keywords 
are two criteria for clustering of authors. 

STEP 4 and STEP 5 in figure 2 are steps of author clustering. We categorize authors by using product keywords 
and personal keywords. We do not need to execute both STEP 4 and STEP 5 in figure 2.  

From viewpoint of marketers, we cluster authors by degrees of customers’ loyalty to the product we would like 
to analyze, because we can easily interpret a practical implication from the result. So in many cases, we execute 
STEP 5 in figure 2.  

We categorize authors by using product keywords. Next, we select loyal authors and longtail authors from the 
clustered authors. We calculate the relative percentages of frequency of product keywords. On the basis of this 
result, we divide all authors into high level loyalty authors (loyal authors) or low level loyalty authors (longtail 
authors). Finally, we segment the selected authors by personal keywords. 
  In STEP 6 in figure 2, we put labels on loyal authors and longtail authors and clarify the customers’ needs. This 
is procedure for clarifying customers’ needs, Kato and Ishikawa (2011) proposed, by using blog texts as data. 
However, labeling is not easy task. So in Kato (2012) and Kato et al. (2013), we put labels on principal axes by 
using principal components analysis (PCA). STEP 6 in figure 2 is a little complicated and we explain this step in 
next section in detail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2: Outline of KIP  
 
3.2 PCA (Principal Component Analysis) and labeling 

In this research, we employ the following procedure. First, we make the loyal authors and words matrix and the 
longtail authors and words matrix. Elements of these matrixes are frequency of words. Second, we calculate 
chi-squared values and its p-values.  

Third, we sort all words by using chi-squared values and p-values which we calculated. These values 
correspond to each word respectively. We sort all words in ascending order on the basis of p-values. And next, we 
sort all words in descending order on the basis of chi-squared values. The first criterion is a p-value and the 
second criterion is a chi-squared value. These words are sorted by degrees of characterizing loyal authors or 
longtail authors. Finally, we decrease all words to 0.1 percentages of all words by using chi-squared values and 

Data Preparation 
STEP 1: Data Collection 

Keywords Selection 
STEP 2: Product Keywords Selection 
STEP 3: Personal Keywords Selection 

Author Clustering 
STEP 4: Nested Analysis 
STEP 5: Author Analysis 

Interpretation 
STEP 6: Labeling 
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p-values. By this reduction, we can get words that are more characteristic than other words for blog authors.  
Though we decrease words to 0.1 percentages of all words, there are still a lot of words. We execute principal 

component analysis for these words, calculate principal axes for four groups of authors, and put labels on these 
axes. We use chi-squared values which correspond to each authors’ cluster as data for principal component 
analysis.  

First step of principal component analysis is to extract principal axes. We extract axes which explain markets 
that consist of four authors’ clusters. The number of principal axes is decided by calculating of cumulative 
coefficients of determination. We employ number of principal axes until 80 percentages of cumulative coefficients 
of determination. 

Second step of principal component analysis is a choice of words which are grounds to put labels on principal 
axes. We choose these words on the basis of eigenvectors. An eigenvector is calculated to each word by principal 
component analysis. These eigenvectors show size of coefficients to each word.  

So we can choose appropriate words to put labels on principal axes by paying attention to the large 
eigenvectors’ words. We employ the top 50 words to put labels on principal axes, because it is difficult to put 
labels on principal axes from very large number of words. As above, we put labels on loyal and longtail authors 
separately.  

 
3.3 Regression model and experimental data 

In this section, we focus on STEP 2 and STEP 3 in figure 1 and we explain a model building and experimental 
methods. We build our regression model on the basis of Rust and Alpert Model. Rust and Alpert (1984) is an 
article that shows the model explaining audience ratings to be called Rust and Alpert Model later. This model 
expresses audience ratings by a relative utility to be provided from a specific program. This utility is explained by 
two factors. They are (1) socio-demographic characteristics and a type of TV program and (2) flow states. 

Shachar and Emerson (2000) revised Rust and Alpert Model from the following three points. The utility of 
audience was revised by (1) matching between performers and audiences’ socio-demographic characteristics, (2) 
matching between performers and (un)observable characters, and (3) switching costs. 
  In this research, we change the next points of these previous articles. First, we change socio-demographic 
characteristics to customers’ needs. In market segmentation, when we cannot get data about customers’ needs, we 
use socio-demographic characteristics. In this research, we clarified customers’ needs before a model building. 
Therefore, we use customers’ needs instead of socio-demographic characteristics.  

Second, we do not include variables in conjunction with the race in consideration of the fact of our country. 
Third, Rust and Alpert (1984) and Shachar and Emerson (2000) are micro models on the basis of a personal utility. 
But we build macro model by using audiences’ ratings. Fourth, we change variables of performers of TV drama to 
variables of characters of TV drama. As the result, the audiences’ ratings about the specific TV program are 
expressed as the next multiple logistic regression model. 

 
                                         ・・・・・・・・・ Eq. (1) 

 
  Within equation (1), R is an audience rating, C is a needs’ matching with characters, P is a needs’ matching 
with contents of a program, and S is a switching cost. 

We can estimate coefficients of equation (1) by real data. We can get real data by an experimental method and 
can get audience ratings from the web site of Video Research Inc. An experimental method is as follows. 
Subjects watch all episodes of DVD of specific drama. After watching each episode, each subject answers a 
questionnaire that is related to audiences’ needs which are clarified by KIP. 

  These answers show us the degrees of matching between contents of drama and needs of audiences. As the 
above, we can get data which show us the degrees of matching. By using data of audience ratings and data of the 
degree of matching, we estimate coefficients of a regression model and execute Stepwise Chow Test. 
 
3.4. Stepwise Chow Test  

In this section, we focus on STEP 4 in figure 1. When the equality of the coefficient of a regression model is 
rejected within all sample period of the given data, it is called the structural change of the model like this with 
change of coefficients. Any existence of structural change means that the performance of a model has deteriorated 
statistically. Generally the officially approval test method about the structural change of a model is based on the 
method of Chow (1960). This test is applied for “the specific time point of being given a priori.” When the 
structural change is found statistically, it will be considered as the division point of dividing the given data into 
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two homogeneous data groups. It can be considered that this division point is “the turning point of structural 
change” in the field of economy, management and society. 

Stepwise Chow Test is a method without using a priori information to estimate both “the time point” and “the 
number” of structural change simultaneously. The idea of this test is as follows. It is supposed that any time point 
has the possibility of structural change because it is unknown at which time point the structural change happened 
for all sample period of the given data. Then, under the assumption that the structural change has happened at 
every time point for the sample period, F of Chow statistic value is calculated at the every division point, after 
total sample term (N) is divided into two parts; that is, period I and period II, where N=n1 + n2, n1 and n2 are 
divided sample number of period I and period II respectively. Chow test is continuously executed respectively. 
The detail procedure is as follows. 

 (1) Firstly, total sample data is separated into two parts, period I of n1=1 and period II of n2=N-1, to calculate F 
value of Chow. Secondly, next F value is calculated with period I of n1=2 and period II of n2=N-2. Thirdly, F 
value with period I of n1=3 and period II of n2=N-3 and so on. Finally, the last F value is calculated with period I 
of n1= N-1 and period II of n2=1. In this way, the each calculation of Chow’s F is repeated continuously while 
moving the time point of division. After all, F values of N-1 pieces will be obtained  

(2) On condition that no F value exceeds the significant level, it is concluded that no structural change has 
happen. Then the data is judged to be homogeneous. However, there is a significant F, it is judged for the division 
point to be a turning point of structural change and for the data to be composed of two heterogeneous data group. 
And it progresses to the procedure of (3). Moreover, when some F values become significant continuously, named 
as "transition period" of the structural changes which frequently happens, maximum value of F among them is 
selected to be a turning point of structural change. The reason is that F value is larger, so that the evidence which 
rejects a hypothesis is stronger. And it advances to the procedure of (3). In Stepwise Chow Test, the 
above-mentioned procedure (1) and (2) is called “the first step”. 

(3) The point estimated to be a turning point through “the first step” is considered to be a division point of the 
data, and then the data is separated by dividing into two at that time. And, above-mentioned procedure of (1) and 
(2) are repeated for each divided data respectively. This procedure is called “the second step”.  

(4) If the turning point is found through the second step, it is separated again into two parts as a different data, 
and procedure (1) and (2) are repeated. This procedure is called “the third step”.  

(5) Such procedure is repeated until a significant F value is not calculated. Each procedure of the repetition is 
named one by one as “the fourth step”, “the fifth step” and so on.  

(6) The estimated turning points of structural changes are mostly fixed in the stage where the procedure (5) 
ended. It is possible as a result that plural number of maximum significant Fs, namely of the turning points is 
found throughout the all steps. In such case, all the data groups which are combined on basis of the every 
estimated turning points are taken up, and procedure (1) and (2) are repeated. 

In Stepwise Chow Test, the procedures from (1) to (5) are called “the main step”, and a procedure (6) is called 
“the sub-step”. The estimation by “The main step” has experientially effective most as it is. “The sub-step” may 
reinforce the “the main step” result and may play the role which sometimes corrects the “the main step” result. By 
completing the above procedures, both “the time of a turning point” and “the number of turning points” of the 
structural change can be estimated simultaneously.  
 
4. Conclusion 
  Based on the notion that we grasp creation of markets by matching between providers’ services and customers’ 
needs, we propose the concrete procedures. We can summarize these procedures as the following four points. 

First, we clarify audiences’ needs by using the procedure of blog text mining (KIP) shown in Kato and 
Ishikawa (2011). Second, we refer to Rust and Alpert model and build the multiple logistic regression model to 
explain audiences’ ratings by the degrees of matching. 

Third, we use experimental methods that subjects answer a questionnaire about a drama after watching its DVD. 
Fourth, we detect the changing points of a regression model by using Stepwise Chow Test proposed by Ninomiya 
(1977).  

We set forth the research direction to build multiple-regression model that explains audiences’ ratings by the 
degrees of matching between contents and needs, and to detect the structure changing points. These are 
contributions of this research. 

 
Notes 
 (1) We applied the procedure we show you in this paper to an empirical research. However, the result of this empirical research was 
not satisfactory. So we do not explain the results of an empirical research in detail in the body of this paper. Hereafter, we summarize 
the results in this note. We take “RYOUMADEN” as the concrete example for our empirical research. First, we clarify customers’ 
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needs about TV drama RYOUMADEN by using blog texts as data. We retrieved the following data. Our data are 687 blog authors, 
698, 307 blog entries, and 1, 258, 055 words. The time periods we retrieved data are from March 9, 2004 to October, 18, 2011. We 
employ 20,536 words as product keywords and 20, 536 as personal keywords. We clustered blog authors by using these product and 
personal keywords as criteria. Therefore, loyal authors are 60 and longtail authors are 36. We narrow down words which characterize 
these authors. As the result, 475 words characterize loyal authors and 104 words characterize longtail authors. We use these words 
for principal component analysis. From the result of PCA, two axes (fashion and outlier) grasp loyal authors and two axes (Kansai 
region and policy and economy).explain longtail authors. We interpret customers’ needs by using these two axes. We use the result 
of these interpretations for making a questionnaire. We gather data from 20 subjects who attended this experiment about the 
matching between contents of drama and needs of customers. These subjects watch all episodes of DVD of RYOUMADEN. After 
watching each episode of DVD, each subject answers the questionnaire we prepare on the basis of the result of KIP. Questions in the 
questionnaire are needs’ matching about character of the drama, needs’ matching about contents of the drama, and a switching cost. 
The data of audiences’ ratings are got from websites of Video research Inc. These data are average audiences’ ratings of Kanto region. 
We used the above data for analyzing and executing Stepwise Chow Test. I program for executing Stepwise Chow Test by using the 
statistical environment R (https://sites.google.com/site/junichikatopapers/home/programs). Anyone can access and use this program 
only for academics. We detect the structure changes between 25 and 26 episodes from the results of Stepwise Chow Test. However, 
the null hypothesis “coefficients of multiple regression model = 0” was not rejected. Therefore, values of correlations between 
explanatory variables are high and this result of the point of structure change is not reliable from statistical viewpoint. We do not 
explain the result of empirical research in the body of this paper. This research is supported by the individual research fund in 2012 
of Osaka University of Economics. 
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【要約】問題解決および課題達成はあらゆるところで必要とされ実践されている．そのため，従来から

多様なアプローチがあり，特に創造的な解決策を得るためのさまざまな方法が開発されてきた．しかし，

それらの方法は個別的・部分的なものが多く，全体を統合する一般的な方法は不十分であった．創造的

問題解決の従来のパラダイム (抽象化の「4 箱方式」) は，各分野での理論・モデルを知識ベースに蓄

積し，自分の問題をモデルの問題にあてはめ，モデルの解決策をヒントにして自分の解決策を考えるこ

とを薦める．TRIZ は技術分野の垣根を越えた複数のモデル (知識ベースと技法) を作ったが，やはり類

比思考に頼るものであった．筆者らは TRIZ を統合化した USIT で，現在のシステムと理想のシステム

の理解を深めることにより新しいシステムのためのアイデアを導出する一般的な技法を作り，新しいパ

ラダイムとして「6 箱方式」を導いた．本研究はそれをさらに発展させ，技術・非技術の両分野に適用

可能な，「創造的な問題解決・課題達成の一般的な方法」を構想し，提案する． 
 

【キーワード】問題解決，解決策創造，知識活用，TRIZ，6 箱方式 
 
1. はじめに 
問題解決および課題達成というのは，われわれがなにか現状の問題点を克服し，よりよいものを求め

ようとする活動のすべてのことである．それらの問題あるいは課題 (すなわち達成すべき目標) が，従

来使われてきた，あるいは従来知られてきた方法では，うまく解決できない，達成できないとき，われ

われは新しい考え方を導入したり，自ら創りだしたりする必要がある．それが，創造的な問題解決ある

いは課題達成である．人類の文化は，このような活動を営々と積み上げてきたものである．だから，あ

る意味では，創造的な問題解決・課題達成の実践事例は，あらゆる時代，あらゆる所，あらゆる分野に

存在する．そして，その実践に使った方法が，意識され，記録され，繰り返し利用され，一般化と普及

が図られてきた．個別のいろいろな方法があり，それを使える人やグループがあり，適用されて実績を

あげた事例や適した領域がある． 
しかし，そのような方法が，きちんと確立されているか，体系的に構築されているか，いろいろな問

題・課題に適用して確実に解決・達成できる方法になっているか，だれでもが使えるものになっている

か，広く理解が普及しているかというと，まったくそうではない．問題解決・課題達成の方法を身につ

けることは，われわれ個人にとっても，企業や組織にとっても，国や社会などにとっても，永遠のテー

マであり，ましてや「創造的」に解決・達成するための方法となると，非常に難しい大きなテーマであ

る． 
1.1 創造的な問題解決・課題達成のための従来の諸方法 

いままでにどのようなアプローチがあったかを列挙してみよう． 
(a) 科学技術の基本的なアプローチ：分野ごとに現象を理解し，原理を求め，理論を作り，その適用

法・設計法を創り上げてきた．分野ごとに膨大な体系を成し，知識体系として整備されている．また，

分野ごとに，その体系の教育が行なわれている． 
(b) 事例に学ぶアプローチ：多数の成功 (ときには失敗) 事例を集めて蓄積し，そのエッセンスを学ぼ

うとするとともに，自分の問題・課題に類似の事例を見つけて参考にし， (修正) 適用する．事例ベー

ス，知識ベースの構築・利用も広範に試みられている．技術の分野では，特許データベースが非常に有

用であり，そのエッセンスを整理した知識ベースも多数ある． 
(c) 問題・課題を整理・分析するアプローチ：一つのテーマについて，関連する情報・データを集め，
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それを整理・分析して，原因結果の関係，しくみ・メカニズム，対立する考えの相互関係などを明らか

にする．その結果から，解決策や目標達成手段を考察する． 
(d) アイデア発想を支援するアプローチ： 解決策や目標達成手段をできるだけ広く，自由に出して，

その中に新しい可能性を見つけ出していくことを目指す．そのために，（個人あるいはグループで）考

える／考え出す方法を整理して示し，それを実践していこうとする． 
(e) 当事者のメンタル面を重視し，環境を整えるアプローチ：新しい発想をつくり出すには，リラッ

クスした気持ち，何でも考えられる／言える雰囲気，精神を集中できる環境，自我・権益・過去の経緯

などにとらわれない精神，理想やビジョンを考える心などが重要であるとし，それらを身につける，ま

たその場で実現することを目指す． 
(f) アイデアを具体的に実現していく方法のアプローチ：得られたいろいろなアイデアについて，そ

の有効性，実現性などの観点から優れたものを選択し，さらに具体的な肉付け・設計をして，実際に適

用・実行できる案にし，さらにそれを実施していくといった，諸段階のための方法を作る．これには問

題・課題の分野に応じた，素養・見識・技術などが必要になることが多い． 
(g) 将来のトレンドを予測し，方向性・ビジョンを提案する方法のアプローチ：過去から現在までの

状況とその変化を理解した上で，将来に向かうトレンドを予測し，将来に予想される問題を考えてその

解決策を提案し，また，望ましい方向を考えて，達成するとよい目標を明示し，その目標と実現プロセ

スをビジョンとして提示する．これらのための方法のアプローチ． 
(h) 問題解決・課題達成の総合的な方法論のアプローチ：上記の(a) ～(g)をすべて総合して，有効で

あり，かつ実践しやすい方法の体系 (すなわち，方法論) を作り上げようとするアプローチ．問題・課

題の分野やタイプなどに応じた方法 (の体系) が適当・必要であるとともに，できるだけ広い分野，さ

まざまなタイプに適用可能な統一的・普遍的な方法の体系が求められる． 
このように列挙してみると，いろいろなアプローチのいろいろな方法があり，実際に使われているも

のがあるとともに，まだ明確な方法が作られていなかったり，広く普及していなかったりするものがあ

ることに気がつく．また，個別の方法がいろいろとあるが，それぞれに部分的であり，互いに融合する

よりも競合している面が強いと感じられる． 
1.2 本研究のアプローチと提唱 

ちなみに，筆者自身のバックグラウンドは物理化学の研究，情報科学の研究，そして「創造的な問題

解決の方法論」としての，TRIZ (トリーズ，「発明問題解決の理論」) [1, 2] およびそれを発展させた USIT 
(ユーシット，「統合的構造化発明思考法」) [3] の研究である．そのバックグラウンドから，上記の(a)
～(h) のそれぞれのアプローチを多かれ少なかれ，学び，実践し，研究してきた． 

その上で，本論文において，改めて提唱したいことは，表題のように，「創造的な問題解決・課題達

成のための一般的な方法論を確立しよう」ということであり，「そのような方法論を広く普及させて，

さまざまな分野・領域で適用し，広く問題の解決と課題の達成に貢献できるようにしよう」ということ

である． 
このような提唱の土台は，USIT の研究から生まれた，「創造的な問題解決の新しいパラダイム」と

しての「6 箱方式」という考え方である [4]．それは科学技術や TRIZ で一般的に知られている，問題解

決における (抽象化の)「4 箱方式」[3] を大きく変えるものである．「4 箱方式」が多くの場合に本当の

抽象化になっていず，知識ベースに蓄えたモデルへのあてはめであり，モデルの解決策をヒントとして，

自分の問題での具体化を考えるという，アナロジー (類比思考) になってしまっていることへの反省か

ら生まれている．「6 箱方式」と呼ぶ新しいパラダイムは，上記の(a)～(g)の種々のアプローチを位置づ

ける枠組みを与え，統合的な体系化 (上記の(h)のアプローチ) の土台になりうるものである．それは，

技術分野を中心に発展したものであるが，大きな考え方としては，非技術の分野にも適用可能な方法論

である． 
本論文では，まず，従来の科学技術の「4 箱方式」と対比して，この「6 箱方式」が創造的な問題解

決の「新しいパラダイム」であることを説明する．その上で，上記(a)～(g)のアプローチを吸収・統合し

て，6 箱方式のパラダイムを土台として，「創造的な問題解決・課題達成のための一般的な方法論」を

構築するビジョンを示す．その方法論は，技術分野ではすでに随分明確になっており，非技術の分野で

もほぼ同様に構築できるものである． 
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２．従来のパラダイム (「4 箱方式」，類比思考，知識ベース) の問題点  

2.1  従来の創造的な問題解決のパラダイム：抽象化の「４箱方式」 

従来型の「創造的な問題解決」のパラダイムは，図 1 に示す「4 箱方式」がその典型である．これは

科学技術分野で広範に前提され，利用されているものであり，TRIZ のベースにもなっている． 
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図 1. 「創造的な問題解決」のための従来のパラダイム： 抽象化の「4 箱方式」 
 
この方式では，ユーザが抱えている (技術的／非技術的な）具体的な問題 (第 1 箱) について，その

解決策を考えようとするときに，具体的な個別のレベルで考えようとするのでなく，問題を抽象化・一

般化して考えることを推奨する．抽象化・一般化することは，問題の本質を取り出して，単純化して考

えることであり，抽象化したレベルでは，いままでに多くの人たちが扱った問題と類似の (同じパター

ンの) 問題になるだろうからである．多くの分野で，それぞれの分野とその理論に依存して，問題がさ

まざまに一般化して整理・定式化されており，一般化した問題に応じた (既知の) 一般化した解決策が

まとめられている．一般化したレベルでの，問題とその解決策の組は，分野ごとの理論を形成し，その

適用事例をも含めて，分野ごとの知識ベースとして蓄積されていることが多い．そこで，自分の具体的

な問題を抽象化して，(知識ベース中の) 適切な「一般化した問題」(第 2 箱) として理解し，それに対し

て与えられている「一般化した解決策」(第 3 箱) を知って，それを参考にして，自分の「具体的な解決

策」(第 4 箱) を考え出そう (具体化しよう) とするものである． 
分野ごとの典型的問題であるなら，この「4 箱方式」はスムーズに働く．どのような理論 (知識ベー

ス中のモデル) を適用するのがよいか，どのように抽象化し，どのように具体化するのがよいかが，分

野の知識として蓄積されているからである．しかし，「創造的な解決策を要する問題」というのは，(そ
の当事者が知っている) 分野や既知の理論・モデルをあてはめることが困難な問題である．どのような

モデルにあてはめるとよいのかがなかなか分からない．(解決した後で振り返って見ると) 当初分からな

かった異なる分野の何らかの知見 (理論・モデル・事例など) が参考になったということが多い． 
2.2  類比思考の活用と 等価変換理論 

そこで，この「4 箱方式」のパラダイムは，いろいろなヒントを積極的に探して (あるいはヒントに

なる可能性があるものをどんどん提示して)，類比思考を活用しようという方法に近づく．ヒントとなる

のは，(理論・モデルのレベル場合もあるが，) 多くの場合に別の (しばしば予想外の) 具体事例である．

ヒントの具体事例に自分の問題との (ある意味での) 共通点を見出し (抽象化して初めて共通の意味に

なる)，そのヒントの解決策を参類比思考を積極的な方法として組み上げたものが，市川亀久彌の等価変

換理論 [5] である．その方式は図 2 のように書ける [4]． 
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図 2. 等価変換理論の構造  
 
この図の右端の「解決したい問題 (の系)」が，4 箱方式の第 1 箱にあたる．矢印のように，問題の観

点を明確にし，目的とする機能を明確にする過程が第 2 箱への抽象化の過程である．ついで，4 箱方式

の第 2 箱「一般化した問題」を明確にするために，(試行錯誤の) 探索を行い，ヒントになる具体例を見

出し，その具体例のもつ特殊条件を捨象している．その過程はまた，本質的条件と実現機能を明確にす

ることであり，その情報が第 3 箱の一般化した解決策に相当する．これを手がかりにして，(特殊条件を

導入して) 具体化を行い，「構成された解決策」(すなわち，4 箱方式の第 4 箱) を得ている． 
このように対応づけて理解すると，等価変換理論の本質は，(技術的な) 問題を解決するために，「機

能」の面を中心に抽象化し，(必ずしも一般化した知識ベースを用いずに) 別の具体例 (ヒント事例) の
中に同じ機能の別の実現法を見出して，それを自分の問題の解決策として具体化していると言える． 
2.3  TRIZ における創造的問題解決：４箱方式の活用と技術の知識ベースの構築 [1, 2] 

旧ソ連で ゲンリッヒ・アルトシュラーが樹立した TRIZ は (多くの技法を持つがその主要部は)，図 1
の「4 箱方式」を土台にしており，世界の特許データベースの内容的な分析から，技術分野の創造的問

題解決のために有用な，種々の知識ベースを構築し，複数の技法として確立した．その代表的なものを

図 3 に示す． 
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図 3. TRIZ における問題解決の基本方式 (「4 箱方式」を土台に，各種の知識ベースを構築) 
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この図で表現しているのは，「4 箱方式」を採用していること，「一般化した問題」と「一般化した

解決策」の組が 4 種 ((a)～(d)) あり，それぞれが大規模な知識ベースを持った理論と技法になっており，

各組が別個に利用されることである．これらの知識ベースは，TRIZ 教科書 [2] に印刷されているとと

もに，より大規模なものがソフトウェアツールとして利用可能になっている．この 4 種を簡単に説明す

る． 
(a) 目標とする機能を知って，「物理的効果の知識ベース (Effects 知識ベース)」からその機能を実現

するさまざまな原理とその応用法，具体的な適用事例を検索する．この知識ベースは，科学技術の原理

と応用を網羅したもので，機能から実現手段を検索する形に整理ずみのものである．前述の等価変換理

論が探し求めるヒントとして，良質で高度で網羅的な情報を TRIZ の知識ベースは与える． 
(b) 「進化のトレンド」というのは，さまざまな技術システムにおいて，その各種の側面が発展する

主要な方向と段階を，(技術システムの種類に依存しない形で) 整理した知識ベースである．さまざまな

側面での発展の方向と，各段階でのジャンプの指摘が，新鮮な (挑戦的な) 刺激を与える． 
(c) 技術分野における典型的な問題は，あるシステムの一つの側面を改良したいのだが，既知の手段

で改良しようとすると，別の側面が悪化して，うまくいかないことである (TRIZ ではこれを「技術的矛

盾」と呼ぶ)．アルトシュラーは，39 の側面 (パラメータと呼ぶ) を取り上げ，改良したい側面 39 ×悪

化する側面 39 のマトリックスで問題領域を表現した．そして，膨大な数の特許を調べて，それぞれの

特許が 39×39 のうちのどの問題を扱っており，どんな解決策を適用したのかを判断した．解決策を一

般的に表現するためには，特許のアイデアのエッセンスとして予め抽出した「40 の発明原理」を使った．

これによりアルトシュラーは，39×39 のマトリックスの各枡目に，従来最もよく使われてきた発明原理

4 種を表示した「矛盾マトリックス」を作成して，公開した．これを利用するには，自分の問題を，改

良したい側面 対 悪化する側面として表現し，矛盾マトリックスからその種の問題によく使われてきた

発明原理(4 種) を知り，それをヒントとして自分の解決策を考えだせばよい．なお，近年 Darrell Mann ら
が，1985 年以後の米国特許を分析して，この矛盾マトリックスを大幅に刷新してきている [6]． 

(d) 「物質-場モデル」というのは，システムの働きの中核部を，二つの物 (「物質」) の間に働く相

互作用(「場」)として表現するモデルであり，機能の表現に近いものである．アルトシュラーはこの図

式で表現したときの各種の問題を，76 のケースに分類・整理し，それぞれの場合に推奨される一般的な

解決策を提示し，それらを「76 の発明標準解」と呼んだ． 
これら (a)～(d) で共通する考え方は，個別の産業／製品／技術などの分野に限定されず，（技術的な）

広範な分野・領域に共通して使えるようにしていることである．創造的な問題解決にとって特定分野に

限定されない考察が必須であることを考えると，この TRIZ のアプローチは大きな進展をもたらせたと

言える． 
しかし，TRIZ の上記の方法の弱点は，(a)～(d) の各方法において，自分の問題を抽象化・一般化する

観点が限定されていることである．各観点で，知識ベースにある一般化した問題の表現からあてはまる

ものを探す．そして，知識ベースが教えてくれる一般化した解決策をヒントとして用いて，自分の問題

に具体化する．うまくいかなかったら (望ましい解決策が得られなかったら) 別の方法を試みる．この

やり方では，個々の観点で深い分析をするが，自分の問題についての全体的な理解を得ることが難しく，

それに対応して，解決策の視野が部分的になる恐れがある．また，方法ごとに大規模な知識ベースを必

要とし，方法の習得を困難にしている． 
 

３．創造的問題解決の新しいパラダイム： USIT の「6箱方式」 [4] 

USIT は，米国の Ed Sickafus が 1990 年代後半に開発したものである [3] が，それを 1999 年に日本

に導入し，以後拡張・発展させてきた．日本での改良は，TRIZ の解決策生成法のすべてを取り込んで

再編成し，「USIT オペレータ」の体系を作ったこと [7]．また，USIT の全体プロセスの理解から，「6
箱方式」という概念を得，それが創造的問題解決の「新しいパラダイム」であることを提唱したことで

ある [4]．図 4 に，この「6 箱方式」を図示する． 
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図 4.  創造的な問題解決の新しいパラダイム：（USIT の）「６箱方式」 
 
この図は，問題解決の全プロセスを「データフロー図」の形式で表したものである（図 1～図 3 も同

様)．フローチャートが処理プロセスを記述していくのに対して，データフロー図は入力・中間・出力の

情報を記述していく．「6 箱方式」で記述されている各箱の内容を以下に説明する． 
(1) ユーザの具体的問題：現実世界における具体的な問題であり，社会・ビジネス・技術などの多く

の側面が関連している．この中で，本当に解決したい問題を取り出して明確にする必要がある． 
(2) 適切に定義された具体的問題： 問題解決の思考の世界に持ち込むにあたり，何に困っているのか 

(望ましくない効果)，何をしたいのか (課題宣言)，状況のスケッチ (概念的な図示)，考えられる根本原

因，関係するオブジェクト (構成要素) の最小限の組，などを明確化したものである． 
(3) 現在システムの理解 ＋ 理想システムの理解： 現状と理想の両面から，分析して理解を作る．現

在のシステムを理解するには，システムの構成要素 (オブジェクトという) ，構成要素の性質 (特にそ

のカテゴリとしての「属性」)，構成要素間の作用 (あるいは機能) という概念を使い，さらに空間と時

間を常に考慮する．現在のシステムでは，構成要素たちが相互にどのように働いて，システムとしての

機能を果たすように設計されているのか? その現在システムで起こっている問題 (困ったこと) に関与

しているオブジェクトとその属性は何か? 問題をより大きく (深刻に) する属性は何か? 問題を小さく

する (抑制する) 属性はなにか? また，このシステムの (機能のしかたや問題などの) 空間と時間変化に

関する特徴を理解する．また一方，問題が解消された理想の状況をイメージして，理想のシステムの望

ましい振る舞い，およびそのような振る舞いをするために考えられる望ましい性質を考える．この第 3
箱が，(4 箱方式の場合の) 「一般化された問題」に対応する． 

(4) 新しいシステムのためのアイデア： これは現在のシステムのどこをどのように変えればよいか，

あるいはどこにどのような方式を導入すればよいかといった，基本的なアイデアである．このようなア

イデアを得る方法はいろいろある．たとえば，USIT オペレータ [7] は，(3) で (機能分析などの図式に

表現して) 明確化した現システムの要素にいろいろな変換を施して，(4)のアイデアに導く (これは，

TRIZ で発明原理をヒントとして示すのと似ているが，より明示的である)．しかし，多くの場合に，(図
4 の点線のブロック矢印で示したように) われわれの脳は，(3) の理解を導く過程でごく自然に新しいシ

ステムのアイデア(4)を生成してくる．なお，アイデアを多数生成ことはツールなどで支援できるが，大

事なのは，「どのアイデアが本当により優れた新しいシステムの核になりうるか」を判断することであ

り，それは(問題解決の方法の知識ではなく) 当該分野の素養を必要とする． 
(5) 解決策のコンセプト： 上記(4)のアイデアの周りに肉付けをして，「これできっときちんと動くは

ずだ」という，概念レベルでの新しい解決策を構築する．科学技術の知識ベースなどからいろいろな事

例を参考にすることもできるが，基本的には (新しいアイデアの) 当該分野の素養・技術が必要である．

なお，(2)から(5)までが，問題解決の「思考の世界」である． 
(6) ユーザの具体的解決策： 実際の製品やプロセスの中に組み込んで実現する具体的な解決策である．

シミュレーション，試作，設計，生産などの現実世界での活動が必要であり，技術だけでなくビジネス

的・社会的な判断・方針決定がなされる． 
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この「6 箱方式」を「新しいパラダイム」であると主張するのは，つぎのような論拠である． 
・ (技術の) 分野に依存せず，また概念的に一貫した標準の方法を使っている． 
・ 自分の問題を筋道を追って分析し，(知識ベースからモデルを持って来るのでなく) 問題を一般 
   化した理解に達している． 
・ (4 箱方式が含んでいる) 類比思考への依存がない． 
・ 現実の世界での活動 (図 4 の下半分) と思考の世界での活動 (上半分) とを明確に位置づけた． 
・ 活動の主たる担い手を明確にした． (問題解決の方法論の習得者は，全体のファシリテータであ 
   り，(2)→(3)→(4) の段階で主要なリード役をするが，全体の主たる活動は当該テーマの技術者で 
   ある．) 
 

４．創造的な問題解決・課題達成の一般的方法の必要性 

問題解決・課題達成が広範に必要とされ実際に行なわれていること，特に「創造的」な解決と達成が

必要であるが困難であることは広く認識されている．またそのための方法として種々のアプローチがあ

り，個別的な方法が作られていることも 1.節で述べた．しかし，それらを統合した「一般的な方法」と

いう意味では，従来不十分であったことを 2. 節に述べ，最近その手がかりが得られたことを 3. 節で述

べた． 
そのような一般的な方法の必要性を考えるには，それが得られた効用を考えるとよい．「創造的な問

題解決・課題達成のための一般的な方法」が出来たとすると，それを適用して実際に問題解決・課題達

成を行うことが期待される領域は広範であり，そのような方法を普及させて，能力を教育・養成するこ

との意義・効果は測り知れない．それらの領域を全体的に俯瞰すると，図 5 のようである [8, 9]． 
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図 5. 「創造的な問題解決・課題達成の方法」の適用と教育・普及が求められている領域 
 
イノベーションの必要が叫ばれ，創造的な問題解決の諸方法の導入が早くから試みられてきたのは，

産業界である．TRIZ の場合には，製造業の大企業を中心に普及が進んだが，中小企業でも，他産業で

も同様に適用可能でその効果は大きいはずである．また，創造的な問題解決・課題達成の素養・能力を

身につけることは，非常に有効なことであり，企業内研修だけでなく，大学においても教育されるとよ

い．さらにこのような創造的な能力は，子どもの教育 (家庭教育，小中高の学校教育) においても，大

学・大学院・研究機関の研究・教育においても，広範に身につけさせるとよい．そのような能力を身に

つけ，方法を習得した人々が多く出てくれば，産業界だけでなく，国や地方の問題，社会の問題，身の
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回りの問題などにさまざまに適用することができる．そのためには，マスコミ・出版などによる啓蒙普

及活動が必要・有効である． 
筆者は上記の図を，当初は「TRIZ」あるいは「TRIZ／USIT」を中心に置いて作成した．TRIZ／USIT

には，これだけの適用範囲があり，普及が望まれると考えたからである．しかし，図 5 の俯瞰する領域

は非常に大きく，この図が持つ社会的意義も非常に大きい．そして，この図に関与するさまざまな人た

ち (要するに国民全体) が欲しいのは，（TRIZ／USIT その他の）個別の技法・方法ではない，と筆者は

気がついた．もっと一般的な「創造的な問題解決・課題達成の方法」であり，それを教育・習得・適用・

普及させることが望まれているのである．そこで筆者が認識した全体目標は，「 創造的な問題解決・

課題達成の一般的な方法を確立し，広範に普及させて，国全体 (おび世界) のさまざまな領域での問題

解決・課題達成に適用する」ことである [8, 9]． 
 

５．創造的な問題解決・課題達成の一般的な方法の構想 [9] 

ここで掲げている一般的な方法は，1. 節の種々のアプローチ (a)～(h) の良いもの (分かりやすく，使

いやすく，有効であるもの) を取り入れつつ，全体を再構成したものである．再構成の枠組みには，3.
節で説明した「創造的な問題解決の新しいパラダイム： 6 箱方式」を土台にすることができる． 
5.1 技術分野に対する「創造的な問題解決・課題達成のための一般的な方法」の構想 

このような再構成は，(広範な) 技術分野に対して TRIZ/USIT がすでに随分行なってきている．そこで，

技術分野に対する「創造的な問題解決・課題達成のための一般的な方法」の構想は図 6 のようである [9, 
10]． 
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図 6. 「創造的な問題解決・課題達成のための一般的な方法」の構想 (技術分野用)  
 
図の中央部に，この方法論が持つべきプロセス (6 箱方式の第(2)箱→第(5)箱が中心) とその各段階で

の (下位の) 方法を示す．左の部分はこの方法論を適用する前段階 (6 箱方式の第(1)箱→第(2)箱が中心) 
に関係した要請を示し，右の部分はこの方法論を適用した後の段階 (6 箱方式の 第(5)箱や第(6)箱が中

心) に関係した要請を示す．中央下部は，この方法論が備えるべき外部要件 (特に，学習・普及のため

の資料・機会など) を示す．以下には中央部について説明する． 
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この一般的な方法 (方法論) は，明確な全体像を持っているべきであり，それは「全体プロセス」と

して明示される．その主要プロセスは，6 箱方式をパラダイムとしており，図に太字で示しているよう

に，問題を捉える (第(2)箱の導出)，現在システムを理解する と 理想をイメージする (第(3)箱の導出)，
アイデアを生成する (第(4)箱の導出)，そして，解決策を構築する (第(5)箱の導出) である． 

この各プロセス内で必要なこと／望ましいことをさらに列挙している．これらには，すでに十分明確

で有効な方法が (種々のアプローチの成果として) できているものと，いろいろに提案されていてもま

だ十分に明確でなく，有効性が限定されているものとがある．紙数が限られているので，本論文では詳

細な議論ができないのは残念である． 
5.2 非技術の分野に対する「創造的な問題解決・課題達成のための一般的な方法」の構想 

つぎに，非技術の分野，特に人や組織や社会が関係する問題の分野を考えよう．「技術分野から進展

した方法は，非技術の分野には使えない／使いものにならない」と考える人が (人文・社会系の人にも，

理工系の人にも) 多い．非技術の分野では 人とか組織とかがシステムの構成要素であり，それらの間の

関係 (相互作用) は，人間の内面や文化に関わり，自然法則のように単純ではない．そのため，問題の

状況が複雑で，因果関係やしくみを明確にすることが難しい場合が多いからである．それでも，(TRIZ
／USIT などでも）技術分野から非技術分野へと適用範囲の拡大が進められ，適用事例が作られ，適用

方法が明らかになってきている．その結果，非技術分野に適用する「創造的な問題解決・課題達成の一

般的な方法」の構想は，図 7 に示すように得られた [8, 9]． 
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図 7. 「創造的な問題解決・課題達成のための一般的な方法」の構想 (「非」技術分野用) 
 
この図で明確なように，「非」技術の分野に対しても，「6 箱方式」のパラダイムは，ほぼそのまま

で適用できる．下位の方法にはいろいろな調整や，新しい考えの導入を必要とするだろう．「理想」と

いう言葉に加えて「ビジョン」という言葉を取り入れているのも，そのような調整の一つである．従来

から非技術の分野で作られ，使われてきたいろいろな方法も，図 7 の枠組みに取り入れることができる．

なお，1.節に述べた，「(e) 当事者のメンタル面を重視し，環境を整えるアプローチ」は，(技術分野で

もそうだが) 非技術の分野での適用において特に注意するべきことである (非技術分野で，当事者の利

害と価値観が対立している場合には，相手を理解した上で新しい解決を求めるという心理的態度を双方
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が持つことが，成功への本当の鍵であることが知られている [例えば，10])． 
 

６．おわりに 

以上に述べたように，社会から求められているのは，(創造的な)「問題解決・課題達成」の方法であ

るが，互いに競合し批判し合う個別の方法ではなく，全体的に統合され，互いに適切に位置づけられあ

った (下位の) 方法を集めたものである．本研究はそのような一般的な方法についての構想を明確にし，

提唱するものである．そのような一般的な方法の確立には，本フォーラムの提唱する「共創」の考え方

が必要である． 
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先輩後輩関係が文化的知識の継承に及ぼす効果:ゼミ共同体の事例検討から 
How is the Cultural Knowledge Succession Constructed?:                          

Relationship between Senpai and Kouhai in a Seminar Community 
 

山田嘉徳 1)2) 

YAMADA Yoshinori 
 

1) 関西大学大学院心理学研究科, 2) 日本学術振興会特別研究員 
1) Graduate School of Psychology, Kansai University 

2) Research Fellowship Division Japan Society for the Promotion of Science 
 

【要約】わが国には「先輩-後輩（Senpai-Kouhai）」という独自の人的関係様式が存在し，この先輩後輩

関係が一種の知識継承を構成する文化的装置として機能している．本研究では，20 年に渡り継続してい

るゼミ共同体を一つの題材として取り上げ，先輩後輩関係に着目した文化的知識の継承過程について，

状況的学習理論の視座から事例検討を行った．先輩後輩同士の関係を「ペア」とみなすペア単位の分析

を手掛かりとして，年度毎に成員交代がありうる組織・共同体での学習を新たに捉え直す「備え―離れ」

モデルが生成された．最後に，本研究の成果の知識科学への理論的貢献について述べた． 
 
【キーワード】先輩-後輩 ゼミ共同体 状況的学習理論 備え―離れ 
 
1. はじめに 

産業，文化，教育を担うのは常に人とそれらの複合した共同体である．とりわけ，わが国には「先輩

-後輩（Senpai-Kouhai）」という独自の人的関係様式が存在し，この先輩後輩関係が一種の知識継承を構

成する文化的装置として機能している．では，その先輩後輩関係を介した知識継承システムは各々の共

同体において具体的にどのように維持され，発展されるのだろうか．文脈・背景は異なるが，この問題

は，従来，ピア・サポート（peer support），メンター（mentor）といった学習支援の問題に関連づけら

れながら，次の 2 つの立場から検討されてきた．第一は教育心理学で議論されてきたような協同学習

（collaborative learning）（Bryant, 1978）という視座であり，第二は発達心理学で議論されてきたような

先輩後輩同士で成される足場かけ（scaffolding）（Wood, Bruner & Ross, 1976）という視座である．これ

らのアプローチの有効性については，状況的学習理論（situated learning theory）（Lave & Wenger, 1991）
を基盤とする近年の学習科学の知見からも支持されている（Sawyer, 2006）．また，先輩後輩という関

係そのものについては，組織科学等の分野において共同体の文化的知識（cultural knowledge）を次代に

継承する可能性を有した資源（リソース）として注目されており（Wenger, 1990），この立場から先輩

後輩関係の機能とその特徴についての，事例検討に基づく議論が進められている（山田, 2011, 2012）．

しかし，これらの議論では先輩後輩関係に基づく文化的知識の継承の様相は示されてはいるものの，状

況的学習理論が本来目指すべき新しい学習論の展開はみられていない（山田, 2012）． 
この点に鑑み，本研究では，状況的学習理論に基づき，先輩後輩関係を通じ，文化的知識がどのよう

に継承されるのかを検討し，新たな学習論の生成のための仮説的モデルを提示することを目的とする． 

2. フィールド 

先輩後輩関係が 1 つの活動単位として組織されており，それゆえ文化的知識の継承がなされていると

期待できるゼミ（T ゼミ）を本研究の調査のフィールドに選定した．調査対象となる T ゼミは，1991 年

から 2012 年にかけて計 283 名のゼミ卒業生を擁する（2013 年 2 月時点），心理学を専門とする 3，4 年

次生合同のゼミである．T ゼミの中心的な特徴の一つは，20 年にわたって採用されてきた「ペア制度」

にある．この制度の概略を示すと，はじめは，新参者としての 3 年次生（後輩）がゼミの中心的活動と

なる 4 年次生（先輩）の卒論作成に携わり，卒論作成に関わる様々な手伝いを行うなかで，後輩の立場

として先輩の中核的な活動をサポートする役割を担う．次年度には，自身が先輩になるのと同時に新た

に後輩を迎え入れ，こんどは自身の卒論作成活動に後輩に参与してもらうなかで，知識・技能の習得を

含むさまざまな学びのあり方を先輩の立場から後輩に伝えていく．T ゼミでは，このように先輩が後輩

をサポートし，他方で後輩も先輩をサポートするという先輩と後輩とが「ペア」になって協同的に活動

する，「ブラザー＆シスター（Brother & Sister：B&S）」（田中・山田・加戸, 2011）と呼ばれるシステ

III 5-1



知識共創第 3 号 (2013)   

 

ムが整備されている．B & S のペアについては，後輩が自らの興味・関心に応じて先輩を指名・選択す

ることで決定される．ペア決定の時期は，ゼミ開始からおよそ 3 カ月後の 7 月上旬である．ここで，先

輩による卒論中間発表が行われ，全ての発表が終了した後に，後輩同士の協議により，どの先輩につく

のかが決められる．以上の過程を経て決定されたペアが， 9 月下旬から 1 月上旬にかけて共に活動し，

先輩の卒論提出をもって，B & S でのペア活動は終了となる．なお，このペアは，ペアを構成する先輩

と後輩の人数の比率に年代の間で違いがみられることから，先輩 1 人につき後輩 1 人がつく組もあれば，

複数人の先輩に対して 1 人の後輩がつく組もある等，ペアの組み合わせも多様である．そのため，本研

究では，「一人の後輩が一人の先輩についたもの」をペアと規定しておく．  
筆者のフィールドへの参入形態について述べると，T ゼミには，2009 年 4 月から 2011 年 3 月にかけ

て，原則，毎週一回，参与観察を行っており，T ゼミのオブザーバーの役割を担って参加していた．加

えて，過去に，当ゼミの成員でもあったことから，内部状況については熟知しており，ゼミ生からは「先

輩」として相談・質問を受けるなどの関わりを持っていた． 
3. 方法 
3.1 分析枠組み 
本研究では，年代を異にしながら，学年変化を同時に経験していく T ゼミにおける先輩後輩関係の協

同作業を介した文化的知識の継承過程に着目する．そのために，T ゼミの 2009 年度時点における先輩（B
世代）と後輩（C 世代），2010 年度時点における先輩（C 世代）と後輩（D 世代），2011 年度時点にお

ける先輩（D 世代）の連続する 3 つの世代を取り扱う．分析の観点は，文化的知識の継承過程の変化を

扱うために，後輩の時にどのように継承したいと感じていたかを分析し，先輩の時に実際にどのように

継承したかを分析する．そこで，継承を試みるものを「志向」，継承したものを「結果」と規定した上

で，同一年度内で後輩が先輩から引き継いだものを「世代内継承」とし，複数年度間で後輩が先輩から

引き継いだものを「世代間継承」と規定する．分析対象は，先輩後輩関係における「ペアでの協同作業

のやり方・あり方」，およびそれを通じて継承される「ペアでのやりとりを通じて引き継がれる文化的

知識」と規定する．以上の分析枠組みを整理したものが図 1 である．ここでの分析は，D 世代を中心に

C 世代から継承を試みて実際に継承したかどうかの CD 世代を対象とした D 世代における世代内継承分

析，B 世代から引き継いで C 世代から D 世代へ継承されたかどうかの BCD 世代を対象とした CD 間に

おける世代間継承分析の 2 つを扱う．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

図 1：分析枠組み（山田（2012）を基に作成） 
 

3.2 調査・分析対象 
調査対象は，B 世代の 15 名，C 世代の 12 名，D 世代の 15 名の計 42 名であった．調査時期は，B 世

代，C 世代，D 世代ともに，B & S による協同作業終了時期のそれぞれ 2009 年，2010 年，2011 年の 12
月およびゼミ終了時期のそれぞれ 2010 年，2011 年，2012 年の 1 月から 3 月にかけてであった．これら

の時期の計 6 時点で，一人平均 20～50 分の半構造化インタヴューを行った．継続的なインタヴューを

行ったのは，文化的知識の継承は数ヶ月，数年単位の中で生じることが予想されたためである．また，

継承志向の分析では協同作業が終わった各年の 12 月時点のデータを，継承結果の分析ではゼミ終了時

期の 1 月から 3 月時点のデータをそれぞれ使用した．分析対象は，CD 世代の 24 ペア（p），BCD 世代
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の 47 ペア（P）であった．その一覧を表 1 に示した． 
 

表 1：分析対象の一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 調査・分析手続き 
半構造化インタヴューでは，B & S に関する協同作業場面での具体的な働きかけや主観的な認知を問

う質問を行った．特に，後輩の時にはどのように継承したいかという志向を尋ね，先輩の時には実際に

どのように継承したかという結果を尋ねた．分析に使用した質問項目は，主に以下の 3 つであった．先

輩（後輩）との卒論発表および卒論作成における取り組み方に関する質問，先輩（後輩）との関わりの

変容に関する質問，先輩からの引き継ぎおよび後輩への引き継ぎ意識に関する質問である．引き継ぎ意

識については，引き継ぎを行った理由，行わなかった理由もあわせて尋ねた．なお，複数人の先輩につ

いた後輩がいた場合には，ペア単位での分析を行うため，ついた先輩についてそれぞれ個別に質問した． 
インタヴュー後はその内容を全て文字化し，そこからゼミ生のゼミ発表および卒論発表・作成に関わ

る協同作業に関する語りの場面を抽出した．次に，発話データからゼミ生の発言や行動に関する発話を

ペア毎に時系列に並べた．その後，世代毎で継承に関わる語りについて質的コード化の技法（Coffey & 
Atkinson, 1996）により，意味内容の差異から類型化した．さらに，カテゴリーが生成された後に，ペア

単位の分析を実施した．ペア単位の分析では，ペア毎に，語り，カテゴリーをセットにした分析シート

を作成し，分析シートをもとに，ペアとカテゴリーの対応づけを行った．これは，はじめに心理学を専

門とする教員 1 名と筆者が，生成されたカテゴリー毎に独立に分析を実施し，二人の結果の一致率が.90
以上になるまで訓練した後，以降は，筆者が単独で分析を実施した．また，各ペアについて，カテゴリ

ーが複数考えられる場合には，二人でその都度協議し，協議の結果を踏まえ，上記の手続きを繰り返し

実施し，対応づけを行った．なお，一人の先輩に複数の後輩がついた場合，ペアのデータを集計する際

には，それらを同じものとしてみなすことのないように，発言は必ず 1 つのペアのデータとして扱った． 
4. 分析結果と考察 
4.1 生成されたカテゴリーと分析単位 

質的コード化の結果，【正統的継承】，【発展的継承】，【非意図的継承】，【非継承】，【継承改

善】，【継承失敗】という 6 つの協同作業の継承カテゴリーと【文化価値の浸透】という 1 つの文化的

知識の継承カテゴリーが生成された．協同作業の継承カテゴリーのうち，【正統的継承】，【発展的継

承】，【非意図的継承】は先輩のやり方，あり方を継承するものを，【非継承】，【継承改善】，【継

承失敗】は継承しないものを示す．文化的知識の継承カテゴリーの【文化価値の浸透】は，先輩とのペ

ア活動を通じて先輩と後輩とが協力して学ぼうとする雰囲気が自身の世代にも引き継がれたように認

知するものを示す．それぞれのカテゴリーの定義，および具体例の一覧を表 2 に示す． 
文化的知識の継承の分析には，共同体全体からみた継承のパターンとその変化の仕方の特定が重要と

なることから（Rogoff, 2003），C 世代，D 世代ともに，継承カテゴリーを年度別にそれぞれ示し，各協

同作業，文化的知識の継承形態が年度を超えてどのように変化したのかがわかるように整理した．次い

で，ペア毎の協同作業の継承形態が同じであるにもかかわらず，【文化価値の浸透】のあり方に違いが

認められる場合には，文化的知識の継承に及ぼす効果がそこでは可視化できると考えられることから，

そのようなペアを対象にケース間比較を中心とする解釈的分析を行った．事例は，そのペア間の対照性

10-11年度 09-11年度 10-11年度 09-11年度 10-11年度 09-11年度 10-11年度 09-11年度

CD世代 BCD世代 CD世代 BCD世代 CD世代 BCD世代 CD世代 BCD世代

p 1(C3,D9) P1(B1,C3,D9) p 11(C12,D2) P13(B4,C12,D2) p 16(C5,D9) P25(B8,C5,D9) p 18(C10,D12) P37(B12,C10,D12)
p 2(C3,D13) P2(B1,C3,D13) p 12(C12,D15) P14(B4,C12,D15) p 9(C11,D13) P26(B9,C11,D13) p 23(C1,D1) P38(B13,C1,D1)
p 3(C2,D4) P3(B2,C2,D4) p 13(C8,D6) P15(B5,C8,D6) p 10(C11,D14) P27(B9,C11,D14) p 24(C1,D4) P39(B13,C1,D4)
p 4(C2,D11) P4(B2,C2,D11) p 14(C8,D10) P16(B5,C8,D10) p 19(C4,D2) P28(B10,C4,D2) p7 (C7,D5) P40(B13,C7,D5)
p 5(C9,D1) P5(B2,C9,D1) p 13(C8,D6) P17(B6,C8,D6) p 20(C4,D3) P29(B10,C4,D3) p 8(C7,D10) P41(B13,C7,D10)
p 6(C9,D7) P6(B2,C9,D7) p 14(C8,D10) P18(B6,C8,D10) p 21(C6,D2) P30(B10,C6,D2) p 23(C1,D1) P42(B14,C1,D1)
p 3(C2,D4) P7(B3,C2,D4) p 15(C5,D8) P19(B7,C5,D8) p 22(C6,D6) P31(B10,C6,D6) p 24(C1,D4) P43(B14,C1,D4)
p 4(C2,D11) P8(B3,C2,D11) p 16(C5,D9) P20(B7,C5,D9) p19 (C4,D2) P32(B11,C4,D2) p 21(C6,D2) P44(B14,C6,D2)
p 7(C7,D5) P9(B3,C7,D5) p 17(C10,D5) P21(B7,C10,D5) p 20(C4,D3) P33(B11,C4,D3) p 22(C6,D6) P45(B14,C6,D6)
p 8(C7,D10) P10(B3,C7,D10) p 18(C10,D12) P22(B7,C10,D12) p 11(C12,D2) P34(B11,C12,D2) p 5(C9,D1) P46(B15,C9,D1)
p 9(C11,D13) P11(B4,C11,D13) p 2(C3,D13) P23(B8,C3,D13) p 12(C12,D15) P35(B11,C12,D15) p 6(C9,D7) P47(B15,C9,D7)
p 10(C11,D14) P12(B4,C11,D14) p 15(C5,D8) P24(B8,C5,D8) p 17(C10,D5) P36(B12,C10,D5)
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が典型的にみられたもののみを取り上げた． 
 

表 2：生成されたカテゴリーの一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 注）『  』は筆者の発言，《  》は筆者による補足，…は省略をそれぞれ示す．以下のインタヴューデータも同様．  

カテゴリー 【正統的継承】
定義 後代のゼミ生が先代のゼミ生のペアでの協同作業のやり方・あり方をそのままの形で継承するもの．

具体例

前のブラザーシスターでついてた人のやり方っていうのをやはり，自分がその，逆の立場になった時に真似する部
分はあるんじゃないかと感じましたね，だからその遺伝的に何か受け継いでる的な感じの部分はあるんじゃないかと
思います．…例えばその，よくやったりする質問紙の配布であったりとか，その発表に際してどういう課題を読んでき
てくれるっていう，そういう基本的なことですね，それを昨年そのブラザーシスターついてた方にあの，やってほしい
と言われたらそのやったんですけれども，なんか逆に言ったら，自分がその逆の立場だった時に求めるのもその二
つになってる，だからそれ以上のことは求めないっていうのがあるので．

カテゴリー 【発展的継承】

定義
後代のゼミ生が先代のゼミ生のペアでの協同作業のやり方・あり方をそのまま継承することに加え，それに基づき新
たな形で発展させるもの．

具体例

一番引き継いだ点でいくと，一緒に作業をする，B8さんの…まあ一緒に作業を何かしていこうと，ほんでまあその点
で一個引き継いだ点でいくとー，一緒に作業するなかで，中間《リハーサル》発表ってゆうか，その部分は自分が新
しく入れました，でもう一つは，その最後終わってから，飯行こうぜ，と，ゆってみたら飯行こうぜと，終わってからな
んかしようなってのと，こう一緒になんかしていこうなってゆうのは引き継いでて，僕自己流でプラスしたんはそのー
中間発表とかースケジュールをこっちで先に決めておいてーそれに２人がのっかってこいよと，のっかってこえへん
かったらそれはみんなの責任になっちゃうから，ええのが作られへんようになるぞと，そんな感じでしてました．

カテゴリー 【非意図的継承】

定義
後代のゼミ生が先代のゼミ生のペアでの協同作業のやり方・あり方を変更・改善することを試みたにもかかわらず，意
図的ではない形で継承してしまうもの．

具体例

C11さんにこれだけ調べてきてって丸投げして（笑），「ホンマごめんな」って言ったけど…やっぱ上に立つって言っ
たらおかしいけど，こう指示出す方じゃないですか，一応，難しいなと思ったし…丸投げしちゃったんで，基本的に
（笑），私も自分の時も「これだけしてきて」って言われて，同じ感じでやっちゃったんで，ブラザーシスター．

カテゴリー 【非継承】

定義
後代のゼミ生が先代のゼミ生のペアでの協同作業のやり方・あり方を継承しないことに加え，それを新たな形で変
更・改善することもしないもの．

具体例
『去年の活動が今年の活動に引き継がれているとか』あーあんま，ないです，とりあえず，前先輩がやってたことを，
これやってこれやって，で，あと自分のことでいっぱいいっぱいなって《打合せもできなかった》ってゆう．

カテゴリー 【継承改善】

定義
後代のゼミ生が先代のゼミ生のペアでの協同作業のやり方・あり方をそのままの形で継承したり，発展的な形で継承
したりするのではなく，それとは異なる形で新たに改善するもの．

具体例

去年の私が受けてたというかついてた先輩の活動では，私はブラザーシスターこれがどうなん，これがブラザーシス
ターか？みたいな，感じやったんでー，まあそれじゃないようにしようかなと思って…，まあ言い方悪いですけど，そう
じゃないように，ってゆうふうに考えて『自分で考えたってゆう』まあそんな感じですねえ，まあ一番おっきな理由は
今４回生が苦労してるから，という理由で，まあ，突然ああゆうふうにならないで，今年の３回生は今年の段階でこうい
うふうに大変だってゆうのをちょっとでも味わってもらえればいいかなあって思って，データの入力とか，計算の仕方
とかゆうので，ちょっと一緒に勉強したりとか，はしてました…．

カテゴリー 【継承失敗】

定義
後代のゼミ生が先代のゼミ生のペアでの協同作業のやり方・あり方をそのまま継承することを試みたにもかかわらず，
継承に失敗してしまうもの．

具体例

あー，去年先輩にブラザーシスターになった時に，その発表の時の資料貰ったんで，それは，なんか同じようにしよ
うかなとかは思ってたんですけど，自分で実際やってみて，やっと先輩の大変さっていうのがわかったところもあるし
…ちょっと難しいですね．

カテゴリー 【文化価値の浸透】

定義
先代のゼミ生とのペアでの協同作業を通じて，ゼミ生同士で協力して学ぼうとする雰囲気が，自身の世代にも引き継
がれたように認知するもの．

具体例

『去年のブラザーシスターで参考にするとかー』B3さんはえっと実験してたと思うんですけど，そこで実験してて，同
じサークルの人集めて，でそれもすごい楽しかったんで，実際ね，お手伝いしてってゆうのがおもしろくって，まあ，
すごいそれも参加さしてもらってるなっていうのがあったんで…ああ結構積極的に向こうから関わってくれてるなって
いうのは感じたんでそれは凄い僕らもやっていけたらいいなっていうのは思って，まぁ個人的なブラザーシスターと
の関わりみたいなところはそうですねB3さんのを参考にしたいなっていうのは思いましたね…『実際に引き継がれた
かどうかとかー』やっぱり，発表のときってゆうのは，協力の関係みたいなんが，でてるってゆうふうには．まず，まあ，
概念を，調べてほしいなって思ってて，僕のやつってあの，すごい最初から説明しようと思ったらその１から説明しな
いと，わかってもらえないじゃないですか，難しいと思ったんで，わからないことあったら，いつでも聞いてってゆうふ
うに言ってて…一個上の先輩のときも僕自身は仲いいなって思ってて，雰囲気的に受け継いでいるのかなって思い
ますね．
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4.2 D世代における世代内継承過程 

表 3 に，CD 世代を対象に D 世代を中心とした世代内継承形態の変化およびペア毎の文化的知識の継

承の有無を示す．文化的知識の継承が全体なされたかどうかについて D 世代全体でみると，【文化価値

の浸透】は 24 ペア中 13 ペアみられたことから，D 世代は先輩後輩関係を通じ，文化的知識の継承が為

されている世代であることがわかった． 
 

表 3：D 世代を中心とした世代内継承形態の変化と文化的知識の継承の有無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まず，【正統的継承】志向から【正統的継承】の型において，【文化価値の浸透】の有無のみられた

p1（C3，D9）と p6（C9，D7）に着目したところ，先輩後輩関係に対する「想像」のあり方に違いがみ

られた． p1 をみると，C3 の後輩としてついた D9 は，先輩の世代の雰囲気が引き継がれているように

感じられる理由について，「ブラザーシスターっていうのがあるから」と制度の仕組みに言及しつつも，

「C3 の先輩，社会人，でてはるあの人らが，4 回のときも 3 回のときも，そういう環境が整ってたんや

と思います」と述べていたように，かつての先輩の先輩後輩関係のあり方について想像を巡らしていた． 
 
 [D9:2010 年 12 月]《先輩後輩関係について》なんですかね，なんか，なんっすかね，やっぱもともとの

環境っすかね，たとえば，先輩を引き継いでいくって形になるじゃないですか，まあもともと俺らが 4
回ぬきで 3 回主体のゼミってなったら，やっぱりちゃうくなってくるし，その点で，ブラザーシスター
っていうのがあるから，今まで 4 回がやってたこと，雰囲気も含めて，引き継いでいくってところがあ
るから，こういうようにキビキビときには気持ちぬいたり，メリハリつけてやってるっていう，そうい
う環境になってくるんじゃないですかね，だから，多分，先輩の先輩，社会人，でてはるあの人らが，4
回のときも 3 回のときも，そういう環境が整ってたんやと思います，それを決定づけてるんがブラザー
シスターやと思います． 

注）[  ]はインタヴューの対象者・時期，下線は本文引用箇所をそれぞれ示す．以下のインタヴューデータも同様．  
 
しかし，p6，p8 ではそのような想像はみられなかった．先輩後輩間のやり取りについてみていると，

p6 の D7 は「先輩に逆にサポートしてもらった」と先輩に対する「尊敬」や「憧れ」の思いを語ってい

たが，「一人の先輩についてやっていく自信ってゆうのがなくってー，たぶんもう C9 さん一人につい

て，精一杯やと思って」と述べているように，D9 のような先輩の先輩後輩関係にまで想像を巡らせる

ようすはみられなかった．このようなペア間の違いを踏まえると，文化的知識の継承には，先輩後輩関

係における想像の作用が重要であることが示唆された． 
 
 [D7:2010 年 12 月]《先輩とのやり取りについて》尊敬ってゆうか憧れってゆうか…個人的には，なんか

むっちゃ先輩に逆にサポートしてもらったってゆう感じがしてー． 
 

 [D7:2012 年 2 月]《先輩後輩関係について》私は自信がなかったんですよ，一人の先輩についてやってい
く自信ってゆうのがなくってー，たぶんもう C9 さん一人について，精一杯やと思って…． 

 
次に，【継承改善】志向から【非意図的改善】への継承型において【文化価値の浸透】の有無のみら

れた，p5（C9，D1）と，p11（C12，D2），p19（C4，D2），p21（C6，D2）に着目したところ，先輩

後輩関係における「関与」のあり方に違いがみられた．p5 の D1 をみると，C9 と C1 とのそれぞれのか

かわり方について「その間くらいに，やれたら，いいかな」と述べており，先輩との協同作業の仕方を

比較しつつ先輩後輩関係におけるバランスのとれた関与の仕方を学んでいるようすがうかがえる． 

CD世代（志向） → CD世代（結果） 継承あり 継承なし

【正統的継承】 → 【正統的継承】 p1 ,p4 p 6,p 8
→ 【非継承】 p16 p 7
→ 【継承改善】 p20

【発展的継承】 → 【発展的継承】 p3
→ 【継承改善】 p13 ,p22 ,p24
→ 【継承失敗】 p23

【継承改善】 → 【非意図的継承】 p5 ,p18 p 11,p 19,p 21
→ 【継承改善】 p12 ,p15 p 14

注）【文化価値の

浸透】がみられた

もの，および同じ

継承型の変化パタ

ーンのうちで，【文

化価値の浸透】の

有無がみられた
も の の み を 示
す．表 4 も同様． 
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 [D1:2010 年 12 月] 《先輩とのやり取りについて》C9 さんが時間ないってゆってたんですけど，あんま

集まる機会がなかったってゆうのと，C1 さんは逆にちょっとけっこうハードかなってゆうのがあったん
で…だから，その間くらいに，やれたら，いいかなあってゆう（笑）． 

 
一方， p11，p19，p21 の 3 ペアは，それぞれ 1 人の後輩（D2）が異なる 3 人の先輩（C10，C12，C4）

についたペアであったが，D2 は「私が 3 人ついて発表してくれるからって気を遣わせてしまって」と

語っており，実際依頼された作業については「簡単」なもので，「先輩とはかかわらなかった」と感じ

ていた．つまり，他のペアとは異なり多くの先輩についていたことから先輩への関与の機会は多くなっ

ていたにもかかわらず，そのことがかえって先輩に「気を遣わせてしまって」，D2 にとっては作業負

担量を先輩から配慮してもらうという形で先輩関係に深く関与できず，結果として文化的知識の継承が

かなわなくなってしまっていたということが示唆される．このことは，「自分のことでいっぱいいっぱ

いになりそう」という D2 自身の次年度への活動の見通しに反映していることからも推測できるが，そ

こには，ペア同士の負担の偏りをもたらす構造的な背景があったことが示唆される．実際，それは p19
の C4 から D4 への依頼作業のあり方のなかにも見て取れた．すなわち，「発表内容が他のペアと重複し

ている」ことから「D4 さんに何も言えない」と C4 が述べているように，そもそも後輩に調べてもらう

内容そのものが他のペアと重なってしまうことで，「簡単」な依頼の内容に留まってしまうという背景

があった．こうしたことから，関与のあり方が文化的知識の継承に寄与する条件であることが推察でき

る． 
 

 [D2:2010 年 12 月]《先輩とのやり取りについて》私が 3 人ついて発表してくれるからって気を遣わせて
しまって，それで，自分にやりやすいように言ってくださったんですよ，写真ともデータとか送ってく
ださって，その発表してねってゆうのもワードばーって打ったやつを送ってくださって，でほんとに私
はそれをパワーポイントで，まとめて発表しただけっていう，本も，文献も読んだんですけど，簡単っ
てゆったら失礼ですけど…比べたらだめだと思うんですけど，D1 さん，C2 さんの話とか聞いてたりす
ると，金曜日の終わった後とか集まって，そんなことするとこもあるんやあって，なんか違いは感じま
したね，私は先輩とはかかわらなかったんで…自分では上と下のからみとかもっとあったらいいなとは
思うんですけど，実際できるかとなったら，同じようになりそー（笑），やっぱり，自分のことでいっ
ぱいいっぱいになりそうとかもあって． 

 
 [C4:2010 年 12 月]《後輩への依頼作業について》いざ自分のを振り返ってみると，自尊感情，みんなや

ってる《発表内容が他のペアと重複している》…やばい，これ，D3 ちゃんと D4 さんに何も言えない，
自尊心調べてねって，みんな調べてるよって． 

 
さらに，【継承改善】志向から【継承改善】の型において，【文化価値の浸透】の有無のみられた p12

（C12，D15），p15（C5，D8）と p14（C8，D10）についてみると，「勧奨」のあり方に違いがみられ

た．たとえば，p12 の D15 が「あんまりブラザーシスターってゆう制度を自分のせいなんですけど，活

かせれてなかった」と協同作業の難しさを語りつつも，次の世代の後輩に対して「今 4 回生といい関係

をつくれば自分が 4 回生になったときに，いいブラザーシスターについてもらえるようになる」と述べ

ているように，制度の価値を認め，先輩後輩関係への積極的なかかわりを次代の後輩に勧奨する様相が

みられた．また，p15 の D8 も C5 とのやり取りについて「僕のときはからみなかったんで」と述べつつ

も，次代の後輩とのかかわりについて「積極的に 3 回生に話しかけてあげた方がむこうとしてもいいで

しょうし，絶対そこは行くべき」と語り，次の世代の後輩との接し方についての規範意識を述べる形で

積極的なかかわり方を勧奨していた．  
 
 [D15:2012 年 2 月] 《後輩とのやり取りについて》あんまりブラザーシスターってゆう制度を自分のせい

なんですけど，活かせれてなかったなってゆうのがあって，で自分が 4 回の立場になったときに後輩の
人たちにじゃあどういうふうに接していくってゆうかどういうふうに発表も進めていけばいいのかって
ゆうのがあんまりわかってなかったんで…《後輩には》今 4 回生といい関係をつくれば自分が 4 回生に
なったときに，いいブラザーシスターについてもらえるようになるってゆう，ことをゆうと思います…． 

 
 [D8:2012 年 2 月]《後輩とのやり取りについて》積極的に 3 回生に話しかけてあげた方がむこうとしても
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いいでしょうし，絶対そこは行くべきですねえ…僕のときはからみなかったんで…こう行こうってゆう
んやったら，行こうやってね，で，せっかくついてくれたんですから，からんでいってあげようってね． 

 
一方，同じ協同作業の継承型であった p14 の C8 と D10 のやり取りにおける D10 にはこのような勧奨

は認められなかった．自身の経験を踏まえて勧奨する D15 や D8 と異なり，「理想は C1 さん」と語る

ものの，「実際やろうって思ったら大変」と述べるように，D10 は他のペアの積極的なかかわりを理想

としつつも，実際の後輩とのかかわりは「大変」であることを予想し，結果として理想とする先輩後輩

関係のあり方について勧奨はしていなかった．こうしたペア間の比較より，文化的知識の継承には，先

輩後輩関係における勧奨の作用が重要であると考えられた． 
 
 [D10:2010 年 12 月] 《先輩とのやり取りについて》質問紙を渡したり，とかそれくらいですかね（笑）

…教室で C8 さんが説明をして，それを配ってってゆう感じってゆう…《後輩とのやり取りについて》

理想は C1 さんとかあーゆうふうに，卒論とかいろいろ教えてもらえたらいいんだろうなあってあるん
ですけど，実際やろうって思ったら大変かなって思って（笑）． 

 
4.3 CD世代における世代間継承過程 

 表 4 に，BCD 世代を対象に CD 世代を中心とした世代間継承形態の変化および文化的知識の継承の有

無を示す．文化的知識の継承がなされたかどうかについて CD 世代全体でみると，【文化価値の浸透】

は 47 ペア中 24 ペアみられたことから，CD 世代は先輩後輩関係を通じ，文化的知識の継承が為されて

いた世代であることがわかった． 
 

表 4：CD 世代を中心とした世代間継承形態の変化と文化的知識の継承の有無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【発展的継承】から【正統的継承】の型において【文化価値の浸透】の有無がみられた，P8（B3，C2，
D11）と P41（B13，C7，D10）のそれぞれのペアを取り上げて比較したところ，先輩後輩関係における

経験の「受容」のあり方に違いがあることがわかった．P8 の D11 は，「C2 さんから教えてもらったこ

とって，ぜんぶ答えじゃなかった」と語り，「その理由が，来年卒論書くときに困るから」と述べてお

り，「実際に自分が卒論書いた時にあーほんとだった」，「C2 さんに感謝ばっかり」と述べているこ

とから，先輩の C2 から「教えられていない」ことへの有難さを認めており，その価値に気づいていた

ことがわかる．実際，C2 も，B3 とのやり取りについて「去年，調べるだけで終わってしまったので，

なんてゆうか，その概念を調べるまでにあたっての，その論文の調べ方とか，そういうのを伝えていっ

たり」したと D11 とのやり取りの意図を語っている．ただし，C2 は「こうしてあげたらいいって思っ

てるものでも，相手がそれをどう捉えてるかわからない」ため，D11 には「激しく引き継いでほしいな

とは思ってない」とも語っている．それに対して，D11 の側は「ある程度，教えて，あとは本人の成長

を見守る」C2 のやり方に対して，「全部教えると楽なことはわかってる」と述べており，「C2 さんに

とって楽は方法やったらその場で，こういうこと打ち込んだらいい」とも語っていることから，先輩の

やり方の意図やその背景まで読み取っていたことがわかる．つまり，先輩が自分のやり方や価値観を押

し付けないかかわりが背景にあると同時に，結果として後輩がそこでの経験の価値を受容する関係にな

っていたことが，文化的知識の継承の条件として寄与していたように考えられた． 

BC世代（結果） → CD世代（結果） 継承あり 継承なし

【正統的継承】 → 【非意図的継承】 P5,P22,P37,P46 P32
→ 【非継承】 P20 P21,P25,P36
→ 【継承改善】 P15,P19,P24,P33 P16

【発展的継承】 → 【正統的継承】 P4,P8 P10,P41
→ 【発展的継承】 P3,P7
→ 【継承改善】 P45

【非意図的継承】 → 【継承改善】 P29
【非継承】 → 【継承改善】 P14,P17P35 P18
【継承改善】 → 【正統的継承】 P1

→ 【継承改善】 P31,P39,P43
→ 【継承失敗】 P38,P42 P2
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 [D11:2012 年 2 月]《先輩とのやり取りについて》卒論を実際つくりはじめて，そんな C2 さんから教えて

もらったことって，ぜんぶ答えじゃなかったんですよ，答えじゃなくて，ほんとにヒントだけもらって，
あとはよろしくねって，その理由が，来年卒論書くときに困るからって，ほんとにそれだけだったんで
すけど，実際に自分が卒論書いた時にあーほんとだったって思って…私は C2 さんに感謝ばっかりです． 

 
 [D11:2010 年 12 月]《先輩とのやり取りについて》私はこうしたいってゆうのを伝えてもらってで，どう

やって，答えれるのか，わからなくてわかりませんって，で，C2 さんにとって楽は方法やったらその場
で，こういうこと打ち込んだらいいよってで，それをゆうと，D11 ちゃんが，それ来年卒論書くときに
困るから，その論文検索の仕方さえ知らなくて私，自分で調べてみてごらんとか，やらせていただいて
…全部教えると楽なことはわかってるんですけど，やけどなんかなんやろ，ある程度，教えて，あとは
本人の成長を見守るじゃないですけど，それのもどかしさも難しさも実感してるだけに，そういう方法
をとってもらったことが嬉しかったし…． 

 
 [C2:2011 年 2 月]《後輩とのやり取りについて》去年の先輩方のやり方を引き継がせてもらったのは，そ

の概念とかを調べてもらうかたちだとか，そういうことを引き継がせていただいて，それだけで，終わ
ってしまうってゆうのがあったので，去年，調べるだけで終わってしまったので，なんてゆうか，その
概念を調べるまでにあたっての，その論文の調べ方とか，そういうのを伝えていったりとか…一緒に話
し合って，どういうふうにしていくのかってゆうのを話し合いました．…こうしてあげたらいいって思
ってるものでも，相手がそれをどう捉えてるかわからないし，それを自分でいいから引き継いでってゆ
うのは違うと思うんで，あの子たちなりにこういうことがよかったら引き継いでもらえたらいいなって
思ってるんで，激しく引き継いでほしいなとは思ってないですね． 

 
一方，P41 の D10 は，C7 のやり方を「お手本にさせてもらった」と述べていることより，工夫をこ

らして教えてくれたことへの先輩の C7 の有難さは認めていたが，その意図についてまでは気づいては

いなかった．実際，C7 は，「3 回のために教えたいなってゆうのはありましたね」と語りつつ，「B13
さんとかから…何を基準にして分担してるのかってわからなかった部分があって…後輩からしたら，や

っぱり基準がわからなくて」と述べているように，過去の先輩とのやり取りを反省的に捉え直した上で，

こんどは自分の後輩に対して「被受容感と社会的スキルを D10 さんにわけ」，「やっぱり興味あった方

が調べやすい」と作業内容の分担の意図を語っていた．しかし，それにもかかわらず，その意図までは

D10 には伝わってはおらず，結果として文化的知識の継承には至らないかかわりであったように見受け

られた．つまり，先輩側の行為の理由が一見明らかなようにみえていたかかわりであったとしても，そ

の行為は後輩側からは表層的なものとして受け止められ，結果として文化的知識は伝わっていかない場

合があることがわかった．以上から，経験の受容のあり方が先輩後輩関係における文化的知識の継承に

とって重要な要件であることが示唆された． 
 
 [D10:2012 年 2 月]《先輩とのやり取りについて》2 つ，直接 2 人にキーワードを聞いて，この 2 つやり

たいんやけどどっちやりたいって…C7 さんのをお手本にさせてもらったってゆうのがあったので…と
りあえず，話しかけてあげてとか（笑），不安があったら聞いてあげて，アドヴァイスあったら言って
あげてってゆうくらいですかねえ（笑）． 

 
 [C7:2011 年 2 月]《後輩とのやり取りについて》3，4 回の関係性がよかったってゆうのがあったと思い

ますし，3 回のために教えたいなってゆうのはありましたね…やっぱり卒論終盤になって統計とりだし

て，質問紙配って，かえってきてからの統計みたいな，そういう具体的な部分になってきたら，僕らが
一年前にやったことも忘れてるので，その時点くらいからじゃないですかね，これ教えておいたら，楽
やなとか，そういうのを意識しだしてから． 

 
 [C7:2010 年 12 月]《先輩とのやり取りについて》僕の先輩，その B13 さんとかから…何を基準にして分

担してるのかってわからなかった部分があって…後輩からしたら，やっぱり基準がわからなくて，不安，
不安ではないですけどどうまかされてるんかなってゆう部分が僕の場合にはあったので…だから今回ブ
ラザーシスターに頼むときは，まあアイデンティティを D5 さんに，で，あのーえっと被受容感と社会
的スキルを D10 さんにわけたのは，まあ，そのそれぞれの発表の資料をもっかい掘り出してみてみて，
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関連あるかなとかみてみて，やっぱり興味あった方が調べやすいのかなって思って…． 
 
5. 討論 

以上のケース間比較の分析より，先輩後輩関係における文化的知識の継承には想像，関与，勧奨，受

容という 4 つの作用が重要であることがみえてきた．つまり，これらが媒介となって文化的知識の継承

が維持されているように見受けられた．以下では，上記の分析結果を踏まえながら，先輩後輩関係を軸

に新たな学習論への展開を試みるべく，仮説的モデルを生成するための議論を進める．まず，文化的知

識の継承を捉えるには，世代内継承の分析でみたように，p1 の事例のような先輩の先輩後輩関係への想

像，p12 と p15 の事例のような後輩の先輩後輩関係への勧奨といった，世代を超えた先輩後輩の関係を

視野に入れる必要がある．つまり，「いまここ」での先輩後輩関係のみならず，過去，未来のそれぞれ

の先輩後輩関係を含めた視点を取り入れることが重要になる．また，ペア活動を仔細にみれば，p11，
p19，p21 の事例のように先輩へのかかわりの機会を単純に増加させることが，後輩にとって先輩後輩関

係に深く関与できる条件になるわけではないことが明らかになった．これは，先輩後輩関係のみが文化

的知識の継承を効果的に機能させるわけではないことを示していると同時に，先輩後輩関係を構成する

構造的な背景，すなわち，複数の先輩同士，後輩同士の関係も含めて，議論すべきであることを示唆し

ている．さらに，世代間継承分析の P8 の事例でみたように，後輩は先輩との経験に価値を見出し（受

容），その過程のなかで先輩になるべく備え，やがてこんどは先輩となって受け継いだ知識を後輩に伝

え残し，離れていく．つまり，文化的知識の継承には共同体への参加の過程のみならず，そこでの共同

体の価値を受け継ぎ，その価値を次代に引き渡す循環的な学習の過程が組み込まれているといえる． 
以上の考察に基づけば，先輩後輩関係における文化的知識の継承を学習論として捉えるには，（1）

世代を超えた先輩後輩関係，および（2）複数の先輩後輩同士の関係を踏まえつつ，それを構成する（3）
先輩後輩関係における「備え―離れ」の関係から，想像，関与，勧奨，受容という 4 つの作用を中心に，

価値の循環としての学習がどのようにみられるかを捉える視点が必要になる，とまとめることができる．

これらの関係構造を踏まえ，仮説的モデルとしてまとめたものが図 2 である．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
図 2：先輩後輩関係における文化的知識の継承システムとしての備え―離れモデル 

 
このモデルでは，先輩後輩関係において文化的知識の継承が生じる場合には，先輩後輩間で想像，関

与，勧奨，受容のいずれかが作用していることを示している．また，後輩が先輩になるべく備え，やが

て先輩となって離れていくという，備え―離れの過程が循環している様相と，こうした循環作用のなか

で価値の引き継ぎが行われ，結果として文化的知識の継承が維持される過程を示している． 
この備え―離れモデルは，次の 2 つの点で新たな学習論としての示唆をもつ．1 つは，Lave & Wenger

（1991）の状況的学習理論に根差しつつも，時間軸をより拡張した上で，そこに記号論的な他者関係を

想定する点にある．たとえば，（1）世代を超えた先輩後輩関係，（2）複数の先輩後輩同士の関係は，

過去および未来を内包する多様な他者のあり様について，時間軸を延長した形での社会空間的な記号と

備え

離れ

後輩

先輩

後輩

先輩

後輩

先輩

後輩

先輩

関与

勧奨
受容

想像

：本研究では可視化されなかったが，想定可能な関係を示す．
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して見据える視座，すなわち，他者性（otherness）の視点を有している（Hermans & Hermans-Konopka, 2010)．
つまり，すでに離れ去った成員とやがて参入する成員を同一の社会空間上に据える記号的な関係性

（semiotic relationship）（Valisiner, 2012）を想定可能にする．2 つは，組織論における行為の理論にかか

わる点である．たとえば，（3）先輩後輩関係における「備え―離れ」の関係における離れは，単に成

員が離れるだけでなく，何かを残しながら去る様子を記述する概念である．特に，そこでの成員の離れ

に伴う後輩側の先輩の行為の意図や背景の読み取りとその受容には，先輩後輩間で成されるイナクトメ

ント（enactment）（Weick, 1979）の作用が見て取れる．すなわち，先輩の行為をより選択的に吟味し，

先輩後輩関係における行為の価値を認知的に「囲い込む」作用が見受けられる（野村, 2011）．この Weick
（1979）のイナクトメントと受容の概念は，Hermans & Hermans-Konopka（2010）の受容性（receptivity）
概念や Valisiner（2012）の記号概念に通底する共通の理論的志向性をもつことからも，両理論を媒介し，

学習という見方を発展させる鍵概念に成る可能性を持つ．従来，記号論における他者概念と組織論にお

ける行為，イナクトメントの概念とを接続する試みは状況的学習理論ではほとんどみられなかったが，

この点において，備え―離れモデルは記号，他者，組織，行為といった分析概念を取り入れることで，

新たな学習論を生成するための仮説的枠組みとして提示できると考えらえる． 
6. おわりに 

最後に，本研究で生成された備え―離れモデルからみた知識科学への理論的貢献を述べる．このモデ

ルは，特定の組織内の先輩後輩関係からみた文化的知識の継承の問題に留まらず，年度毎に成員交代が

ありうるわが国の先輩後輩関係における組織的体質とそこでの学習の問題をより重層的に捉え直すア

プローチとして有効に機能すると考えられる．たとえば，曽根・吉村（2008）は，大相撲をフィールド

に，先輩後輩のそれぞれの行司が自身の「使命」をどのように受け取っているかの分析を通じ，長期存

続組織における文化的技能が継承されてきた背景について考察しているが，備え―離れのモデルからも

この様相は説明可能である．とりわけ，成員交代過程のなかで，いかに先輩後輩関係を想像して関与し

ていたのか，勧奨しつつ受容する学習がどう達成されていたかについて，備え―離れの枠組みから記述

し直すことを通じ，先輩後輩の直接的な関係のみならず，組織的体質（たとえば，文化継承の学習の表

裏としての体罰の風習等）の維持過程をよりダイナミックに説明しうる．その意味で，本研究の成果は，

知識科学領域における先輩後輩関係の学習の議論を深める上で，理論的に貢献しうると考えられる． 
 
参考文献 
 
Bryant, B. (1978) Cooperative goal structure and collaborative learning. Teaching of Psychology, 5(4), pp. 182-185. 
Coffey, A., & Atkinson, P. (1996) Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 
Hermans, H.J.M., & Hermans-Konopka, A. (2010) Dialogical self theory: Positioning and counter-positioning in a globalizing 

society. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
Lave, J., & Wenger, E. (1991) Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
野村幸正 (2011)「生きているシステムとイナクトメント」『高等研報告書 0906』pp.125-145. 
Rogoff, B. (2003) The cultural nature of human development. New York: Oxford University Press. 
Sawyer, R. K. (2006) The Cambridge handbook of the learning sciences. New York: Cambridge University Press. 
曽根秀一・吉村典久(2008)「技能の継承と組織の存続―大相撲行司の正統的周辺参加を通じて―」『Working paper series』

8(7), 1-19. 
田中俊也・山田嘉徳・加戸陽子(2011)「「卒業論文に対する態度」（SAG41）尺度の構成」『文学部心理学論集』5, pp.13-22. 
Valsiner, J. (2012) The oxford handbook of culture and psychology. New York: Oxford University Press. 
Weick, K.E. (1979) The social psychology of organizing. 2nd edition. Addison-Wesley. 
Wenger, E. (1990) Toward a theory of cultural transparency: Elements of a social discourse of the visible and the invisible. 

(Unpublished doctoral dissertation) University of California, Irvine. 
Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976) The role of tutoring in problem solving. Journal of child psychology and psychiatry, 17, 

pp.89-100. 
山田嘉徳(2011)「先輩後輩関係を指導単位とするゼミ制度の有効性に関する一考察―B&S 制度における協同的な学びに着

目して―」『京都大学高等教育研究』17, pp.1-14. 
山田嘉徳(2012)「ペア制度を用いた大学ゼミにおける文化的実践の継承過程」『教育心理学研究』60(1), pp.1-14. 
 
連絡先 
住所：〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 関西大学 
名前：山田嘉徳 
E-mail：yyamada12@gmail.com 

III 5-10



知識共創第 3 号 (2013)   

 

KBM に基づいた，医療・介護職間の危険予知トレーニング 
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【要約】医療介護連携の流れの中にあって，介護職と医療職（看護師）のコミュニケーションギャップ

が問題となってきている．このような専門職間教育の方法論として KBM に基づいた医療・介護職間の

危険予知トレーニングを提案する． 
 

【キーワード】医療介護連携，コミュニケーション，専門職間教育 
 
1. はじめに 

医療介護連携の流れの中にあって，介護職と医療職（看護師）のコミュニケーションギャップが問題

とされつつある（佐々木，2010）．佐々木（2010）では医療的ケアに携わる介護職の不安の要因として，

知識の欠如だけでは説明できない要素があることを指摘している． 
本研究では介護職・医療職間のコミュニケーションギャップの原因の一つとして「認知的スキームの

差」を仮定した．これは専門性に依拠した知識の差のみではない，職業によって生じる感情や行動様式

といった要素が影響していると考える． 
医療職，介護職それぞれが，互いの認知的スキームに配慮したコミュニケーションを行うことを通じ

て，危険予知のスキルを向上させる教育法として池田らが開発したKnowledge Building Method（藤井ら，

2010）を応用した「医療介護連携危険予知トレーニング（以下，医介連携 KYT と略す）」を提案する．

この医介連携 KYT を 2 回にわたって介護職，看護職を対象に実験した結果を報告する． 
 

2. 研究の背景 

2.1 医療と福祉の連携強化 

介護職は日常生活支援の専門職であるが，同時に現在の業務とは異質なパラメディカル的な側面が政

府主導型で強調されてきている． 
2007 年に厚生労働省は，安全・安心で質の高いサービスを安定的に提供する持続可能な制度を構築す

るため，「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を策定した． 
これは，「日本経済の進路と戦略」（2007 年 1 月 25 日閣議決定）において，「医療・介護サービス

については，サービスの維持向上を図りつつ，効率化等により供給コストを低減させていくための総合

的な取り組みを計画的に推進する」とされていることなどを踏まえて策定したものである．同プログラ

ムは目標期間を 2008年度から 2012年度の 5年間を基本とし，先般の医療構造改革関連法の施行を含め，

可能な限り定量的な指標・目標とそれを達成するための政策手段についての具体的な取り組みが盛り込

まれている ．介護予防の推進，在院日数の短縮，在宅医療・在宅介護の推進と住宅政策の連携，医師・

看護師等の医療従事者の役割分担の見直し，後期高齢者の心身の特性に応じた診療報酬の創設（平成 20
年度に後期高齢者の診療報酬を創設），医療・介護の案税制の確保などが盛り込まれている． 
「医療と福祉との連携」「地域包括ケアの推進」の中身は，看護師の負担軽減を図るという意味や，

患者・家族サービスの推進を図るという観点からの役割分担と連携の意味にも解釈され，結果，介護職

への医療拡大という形へと姿を変えてきているのである． 
しかし，十分な検討期間を経ることなく政策主導で進められ，現場のニーズからも実施を余儀なくさ

れている医療的ケアに対し，介護職の不安は想像に難くない． 
 
2.2 介護職の専門性と専門職間教育 
介護職が提供するケアワークは「他者の行動や感情，思考傾向からその生命活動（生活）上の不具合

に気づき，その自己感を理解した上で，よりよく生きていこうとする力を支えていく労働」（西川，2008）
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であり，その実践のために「課題の発見と設定」，「解決（改善）方針の策定と実施」，「結果のモニ
ター」といった一連のプロセスを伴う知識労働であり，この 3 つのプロセスを円滑に循環させるには，
「相互信頼にもとづくコミュニケーション，共感，多様な視点」が必要であると述べた（西川，2008）．
さらに，医療介護連携が強く求められている現在，介護職は専門職間のコミュニケーションを円滑に行
い，利用者に適切な介護サービス提供する必要がある． 
また，医療職にあっても，Inter-Professional Education（専門職間教育）は重要な要素として認識され

つつある． 
しかし，IP の研究や教育は，2000 年代に入ってから先進国を中心に積極的に推進されるようになった．

2001 年に英国で「Working Together-Learning Together（ともに働き―ともに学ぶ）」という政府文書が
公表され，欧米では IPE が生涯教育と専門職養成の教育課程における専門職連携教育の推進が図られて
いる．日本では欧米の先行事例を基に大学教育への導入が開始され，専門職間教育をテーマとした GP
プロジェクトが採択されるなど IPEおよび IPコミュニケーションに関する取り組みが推進されつつある
（新井，2007）． 

IPE への関心は高い一方，現場によって状況が異なり，関連するアクターの組合せや立場，考え方の
違いによって，IPE のあり様は状況依存的なものとなっており，一般化された視点は構築しにくい．IPE
の開発は探索的段階にあるといっていいだろう． 

IPE は多職種が学び合うことが必要となるが，グループ型の学習と個人型の学習に分かれている． 
個人型の学習としては，IP の重要性などをレクチャーする講義や互いの実践現場を見学し合うといっ

たものである．グループ型の学習には，他職種が参加するケースメソッド学習や協働学習（PBL，アク
ティブラーニング）などがある． 

 
2.3 介護職の医療的知識の教育 

ホームヘルパー2 級課程の養成では，医療関連知識は極めて短時間の教育（訪問看護 3 時間，医学の

基礎知識 3 時間，障害・疾病の理解 8 時間）となっている．「連携」がキーワードの現在（連携が成立

するためには，それぞれの職種が専門性を持っていることが前提条件であるが），医療保険の改正や疾

病構造等からも，介護職にも医療的な基礎知識が求められてきており，介護福祉士養成の新カリキュラ

ム(2001 年度スタート)では「こころとからだのしくみ（300 時間）」，「医学一般（90 時間）」等が教

育の大きな柱の一つとして組み込まれている．厚生労働省は，この背景には 2025 年には後期高齢者が

2000 万人を超えると予測され，認知症の人や医療ニーズの高い重度のものが増加し，国民の福祉・介護

ニーズも多様化・高度化している状況にあり，これらのニーズに的確に対応できる質の高い人材を安定

的に確保していくことが課題となっていると述べている．｢こころとからだのしくみ｣については，他職

種協働や適切な介護の提供に必要な根拠として学ぶことを目指したものとなっている． 
 
2.4 認知的スキーマ 

ひとは日々数多くの事物，人物などに接しているが，それらすべて一つ一つ，注意して認知しているわけ

ではない．一つ一つを十分に精査して，取り扱いを考慮していたら，日常生活を送ることはできなくなるだ

ろう．入ってくる情報を認識し，理解，解釈し，グループ化して，認知を効率的に進めているのである．こ

の時に機能するグループ化がスキーマ（schema）である．スキーマとは，体験などを通じて構築される認知

構造をいう（金沢，1992）．事実や概念についてのスキーマや問題解決の戦略を立てる方略などがあるが，

研究者によって，スキーマの定義は多岐にわたる． 
本研究では，この認知的スキーマが介護職と医療職の間で異なることが医療依存度の高い利用者への介護

サービス提供の上で様々な危険状態を生起させるものと仮説した． 
介護職は職務上，利用者の日常生活を支援し，日々寄り添いながら，利用者とのよりよいコミュニケーシ

ョンができるように配慮している．その中で，介護職は介護職という専門性に依拠した，介護職の職業文脈

上のスキーマを構築していることが想定される．いうまでもなく，個人個人の介護職は別の認知構造を持っ

ており，介護職のスキーマがすべて同形であるというわけではないが，多くの介護職が持つ特有のスキーマ

があることが想定できる．医療関係者についても同様に，医療現場における専門職ごとの専門性に依拠した

スキーマが存在する．医療サービスと介護サービスの連携が進むからといって，医療者，介護職それぞれの

専門性に依拠したスキーマを共通化することはできない． 
異なるスキーマを持つ介護職と医療職が連携を図る際，同じ事象を認知しても全く異なる判断をするだろ

うし，同じ判断であっても判断の帰属は異なることが想定される．このスキーマの違いが業務上のコミュニ

ケーションで行き違いや取違いなどの過誤を引き起こす原因となるだろう． 
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2.5 危険予知トレーニングとは 

 危険予知トレーニング（Kiken-Yochi Trainning，以下 KYT と略す）は，危険予知活動，危険予知訓練

とも呼ばれる．危険をあらかじめ想定し，指摘し合う職場の小集団活動をいう． 
KYT は高度成長期にともない，労働災害が急増したことを受け，1964 年に「労働災害防止団体等に

関する法律」が制定された．この法律に基づいて中央労働災害防止協会（中災防）発足し，工事現場，
工場現場における「ゼロ災害全員参加運動（ゼロ災運動）」が推進された．この中災防が 1973 年に展
開し，安全衛生への関心を喚起した．その中，住友金属工業株式会社が危険予知訓練（KYT）を開発し，
1974 年に旧国鉄の「指差呼称」と融合し，KYT の手法がほぼ完成されたという． 

KYT の方法論としては，様々な形態のものが存在する．ここでは中災防が推進している方法論を説明
知る．危険が存在する状況設定を絵・図等で示し，「どんな危険がひそんでいるか？」（現状把握），
「これが危険のポイントだ」（本質追究），「あなたならどうする」（対策樹立），「わたしたちはこ
うする」（目標設定）という，4 つの質問を参加者に繰り返し問いかける．4 種類の質問構成となって
いるので，これを 4 ラウンド法という．最後に，インストラクターが参考となる見方を例示しながら，
考え方の筋道を教える． 

 
2.6 危険予知トレーニングはサービス現場に適用可能か 
そもそも KYT は工場現場や工事現場のような労働環境における危険の除去をめざした小集団活動で

ある．しかし，介護現場という介護サービス提供の現場における小集団活動として応用するには，前提
状況が異なる． 

 
表 1：工場・作業現場と介護サービス提供現場の違い 

 工場・建築現場 医介連携の介護サービス提供現場 

活動主体 作業員，工員，技術者など  介護職・医療職など  

価値提供の対象 発注者（現場に不在）  利用者（直接にサービス提供）  

作業対象 モノ  ヒト 

作業環境の把握 ほぼ完全に可能  
（申し送り，整理整頓など）  

不完全  
（訪問介護サービスなどでは環境のすべて

を把握できないので，推測が大きなウェイ

トを占める）  

作業上の連携 多職種が協力・連携が普通  多職種の連携を求められている  

連携上の共有知識 連携時の共有知識がある  

物理的に把握（数値など）  

連携時の共有知識不完全  

物理的に把握するのは困難  

知識の性質 モジュール化された知識  介護職は非（未）モジュール知識

が多い．状況依存的  

 
表 1 に示した工場・作業現場の状況とサービス提供現場の状況は異なる部分が多いが，特に以下の 3

つが質的に異なるだろう． 
（1） 介護サービス提供の現場は日常の空間であり，リスクを強く意識するような状況にない．その

ため，リスクを完全には制御できない． 
（2） 介護サービスは対人サービスであり，利用者との状況依存的な関係にあり，利用者本位で個別

性に対応しなければならい．提供先の状況によって，提供するサービスの内容は異なる（状
況依存的） 

（3） 特に医療と介護の連携においては，介護職と医療職は専門性が異なり，かつ共有部分が小さい．
特に，数値を基にしたコミュニケーションは限定的で，双方がストレスを感じる状況にある． 

 
2.7 知識構築法 
伊藤（2009）は，学習方略としての言語化の効果について，教える側の学習効果に着目した Tutoring, 

自己説明，協調学習の学習メカニズムを統合した言語化による学習の目標達成モデルを提案している． 
学習方略としての言語化の目標達成モデルは，3 つのプロセス，「知識陳述」「認知的葛藤」「知識

構築」からなると指摘している．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
に内的な活動を繰り返すサイクルである．認知的葛藤は，言語化の成果物を他者とのインタラクション
を通じて吟味するなかで葛藤状態（メンタルモデルのずれの認知，他者との違いの認知，誤りの認知な
ど）に直面し，その葛藤状態の解消を目標とした知識構築サイクルへとつなげるプロセスである． 
知識構築サイクルで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考えを外化すると

いう言語化目標とは質的に異なっている． 
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 この学習方略としての言語化の目標達成モデルを基にして，池田らは知識構築法（Knowledge Building 
Method）としてリフレクティブな教育方法論として展開した（藤井ら，2010）（崔ら，2011)． 
3. 提案 
本研究では，KYT および KBM の考え方に基づいて，専門職間コミュニケーション教育方法論として

の「医療介護連携 KYT」を提案する． 
 

3.1 医介連携 KYT の目的 
医療介護連携 KYT は，次の 3 点を促す教育方法である． 
（1）自己の思考の整理と表出する 
（2）互いの専門職の認知的スキームを理解する 
（3）自他の認知的スキームの違いを理解する 
 

2.3 教育効果の評価方法 
医介連携 KYT は，専門職間コミュニケーションの教育方法論であり，大別して 2 つの効果期待する

ものである．第一には，本教育方法を通じて，受講した者が何らかの知識・スキルを獲得し，その結果
パフォーマンスとして評価することができるという効果への期待である．第二には，本教育方法を通じ
て，作成される認知的スキームの相違点を導き出す過程のデータの蓄積を効果として期待するものであ
る． 

Thomassen（2001）は，「記録の作成時から意図された利用価値を一次的価値，記録作成時には利用
を意図していなかった利用価値を二次的価値という」と説明している．本研究においても，教育方法論
としての一次的価値，受講者が経験を形式知化し，討論するという過程の記録，それに対する教員の評
価といった活動である． 
本教育方法論を通じて生成されるデータのアーカイブの価値は，その形式知化された経験やそれにつ

いての討論の過程の記録が，専門職間のコミュニケーションの相互作用を記録した，二次的な価値を持
つということである．これらのデータを基にして，職場の専門職間のコミュニケーションガイドライン
を作成したり，職場における専門職間の知識の構造化や展開を促進する基盤となりえる． 
ここでは，受講者の教育的な効果を期待する一次的な価値よりは，教育を通じて作成されるデータの

アーカイブ蓄積による二次的価値についてよい重点を置いて考えたい．ここでは異なる専門性を架橋す
るための共有知識，もしくは共有する認知的スキーマの形成という点について説明する． 
異なる二者の行為は互いに依存しているため，自分の行為を決定することが難しいという「二重の偶

有性（double contingency）」という問題があることをルーマンは提示した．異なる専門職がコミュニケ
ーションをする場合，互いの行動は互いに依存しているため，自らの行動を決定するのは，相手の行動
をどのように判断するかによって左右される．正に異なる専門職間のコミュニケーションの問題の一端
は二重の偶有性の問題であるといえよう． 
パーソンズは，この問題の解決に「共有された価値」という概念を提示した．すなわち，ある価値が

共有されていれば，相手の行為の可能性を縮減することができ，行為を予測することが可能になるとい
うのである．パーソンズの共有された価値という考え方は難しいとしても，専門職間で互いの認知的ス
キーマを理解する試みを行い，異なるスキーマを明確化させる過程が専門職間のコミュニケーションを
促進することになるだろう． 
教育的な評価方法では，被験者の変容をどのように指標化していくかなど，比較的長期の実施と観察

が必要である．短期的にはアーカイブとしての評価方法で医介連携 KYT を評価していくことが適当で
あると考える． 

 
4. 実験 

4.1 実験の進行 
開発した医療介護連携 KYT を，千葉市社会福祉協議会の協力の下，2012 年 9 月 30 日および 10 月 20

日に，介護職・看護職の研修として実施した．実験の被験者は各回別の被験者を募集した．被験者は各
回 30 人で，それぞれの回で介護職 15 人，看護職 15 人で構成されている．実験の進行は表 2 のとおり
である． 

 
4.2 レクチャー 
 医介連携 KYT は，最初にワークショップを行う前提となる知識をレクチャーする．これはワークショップ

の効果を高めるための姿勢を準備することにある．また，ワークショップの中で使用する語や概念を説明す

ることで，被験者のモチベーションを維持する目的がある． 
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表 2：医療介護 KYT の実験進行 
時刻 進行 所要時間 

09:30  開講のあいさつ 5 分  

09:35  レクチャー 60 分 

10:35  動画（事例「多人数の前での吐しゃ」）視聴 5 分 

10:40  短冊記入作業  45 分 

11:25  休憩（昼食）・グループ分け発表  60 分 

12:25  グループワーク 50 分 

13:15  全体発表 15 分 

13:30  動画（事例「腸ガス排気」）視聴  5 分 

13:35  短冊記入作業 40 分 

14:15  グループワーク 50 分 

15:05  休憩 10 分 

15:15  全体発表 15 分 

15:30  宣言シート記入 20 分 

15:50  宣言シート発表 35 分  

16:25  講評  10 分  

16:35  アンケート記入 10 分  

16:45  解散  

 

   
図 1：実験会場の様子（左：レクチャーの様子，右：ディスカッションの様子） 

 
4.3 動画の視聴 

次いで，被験者は医療介護連携の介護現場の短い動画を視聴する．作成した動画は，介護現場で生じる

ことが多い，医療介護連携が必要となる事例について，8 場面である．制作者の予見を与えないよう，

字幕による情報提供を一切していない．さらに，実際の問題としてとらえられるように，断片的なシー

ンに限定した． 
 

表 3：制作した動画 
動画 サイズ 動画 サイズ

事例 1 訪室時に，居室でうつぶせ
に倒れている 

44 秒 事例 5 PEG 挿入者の挿入部か
ら濾出 

29 秒

事例 2 オイグルコン服用者の意
識不鮮明状態 

40 秒 事例 6 多人数の前での吐しゃ 34 秒

事例 3 脳梗塞で左片麻痺をもつ
高齢者 

35 秒 事例 7 終末期の利用者の夜間
気管内吸引 

50 秒

事例 4 便秘傾向者が多量排便後
転倒した 

49 秒 事例 8 腸ガス排気 29 秒
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図 2：動画教材の唯一の字幕 

 
使用した動画シーンは 2 種類で，一つは多人数の利用者がいる場所での吐しゃ物の処理，もう一つは

腸内ガスの排気についてである． 
 

   
図 3：動画教材（左：事例「多人数の前での吐しゃ」，右：事例「腸ガス排気」） 

 
4.4 シート類の記入 
その典型的な違いを基にして，危険を予知するために，各自がどのように他職種とコミュニケーショ

ンすべきかを考え，「KYT 宣言シート」を記載する．この 3 種のシート類を記入していく． 
テーマとなる動画シーンについて「自分であればどのように行動するか」を「エビデンス（事実）」

「リーズン（理由）」「アクション（行動）」という 3 要素で構成される「認知スキーム短冊」に記載
する． 

 
表 4：使用するシート類 

シート名 目的 構成する記入事項 
認知スキーム短冊 （1）認知 

動画シーンから何を読み取るのか 
（2）構造化 
読み取った事実をどのように主観

的な判断と客観的な指標から判断

する 

・エビデンス 
・アクション 
・リーズン 

違い認知シート 異なる専門性，異なる立場，他者の

認知的スキームを認知する 
何が異なっているのかを見出す 

・エビデンスについての認知の違い
・アクションについての認知の違い
・リーズンについての認知の違い 
・他職種との間で認知が異なる代表

的な点 
KYT 宣言シート 異なる認知的スキームをふまえて，

どのように行動すべきかを 
・「わたしは，○○します」（アク
ション） 
・どんな事実のとき（エビデンス）
・その理由（リーズン） 
・根拠となる事例番号 
・根拠となる違い番号 
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4.5 ディスカッション 

6 名のディスカッショングループ（介護職・看護職同数）に分かれ，自らの短冊内容を発表し合い，

互いの行動，理由，事実認識の違いを明確にする． 
次に，認識した互いの思考の違いを「違い認知シート」に記入する．それらの違いを通じて，他職種

の思考様式と自らの職種の思考様式の典型的な違いをまとめる． 
 

 
図 4：シートの関係 

 
5. まとめ 
介護職，看護職ともに使用した動画シーンでは事実の認知においてはそれほど大きな違いはなかった．し

かし，リーズンやアクションでは視点の違い，そこから導出される行動の違いが明確になった． 
10 月 20 日の事例「多人数の前での吐しゃ」の実験結果（短冊シートのエビデンス，リーズン，アクション

を分析対象とした）を基に，テキストマイニング分析を行った．テキストマイニングの記述統計は，表 5 の

とおりである． 
 

表 5：記述統計 
異なり語数 526 

出現回数の平均 4.23 

出現回数の標準偏差 12.00 
 
出現頻度の高い語は表 6 に示す語で，最多の語は「嘔吐」で 91 回，次いで「悪い」が 59 回だった． 

 
表 6：10 月 20 日の実験結果 

抽出語 出現回数   抽出語 出現回数 

嘔吐 91 聞く 21 腹部 15 
悪い 59 看護 20 利用 15 
確認 38 観察 20 状況 14 
状態 24 吐く 20 食べる 14 
声 24 感染 18 判断 14 
顔色 23 介護 17 必要 14 

気持ち 23 お腹 16 様子 14 
女性 21 原因 16 考える 13 
他 21 行う 16 食事 13 
体調 21 症状 16 測定 13 
吐物 21 人 16 対応 13 
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さらに，共起ネットワーク図を作成した（図 5）．描画した語は 60 とした．出現頻度が高い語は大きな円

で表示し，強い共起関係にある語との線は太くしてある．これによると，「嘔吐」や「「悪い」「確認」「気

持ち」などの出現頻度の高い語は介護職，看護職共に用いている．それぞれの職種で特徴的な語は，介護職

が「状態」「食べる」「体調」などで，看護職は「症状」「測定」「観察」「バイタル」や「バイタルサイ

ン」などとなっている．看護職はどちらかといえば，「吐物」「処理」など，吐しゃ物の処理など，具体的

な行動に関係した語がある一方，介護職は「腹部」「身体」「体調」といった日常性に関連した語を使って

いると考えられる． 
描画語数を増やすと，両職で共起している語が増える． 
 

 

 
図 5：共起ネットワーク図（介護職，看護職） 

 
 

以上，簡単にデータを分析したが，データの析とともに，被験者（受講者）によるデータの解釈を通じて，

職場における専門職間の危険予知ガイドラインの策定などを小集団活動にしていくことが，より有効であろ

うと考える． 
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データから知識へ：多変量情報流による潜在的機構の推定 

From Data To Knowledge: Estimating Latent Mechanisms Through 

Multivariate Information Flows 

日高 昇平 1) 

HIDAKA Shohei1) 

 

1)北陸先端科学技術大学院大学 
1) Japan Advanced Institute of Science and Technology,  

 

【要約】科学的活動の一つの目的は、観測された現象に対し、それを近似的に再現するより簡潔な表現形

式(理論・モデル)を構築する事である。多くの理論構築は、現象の観察・経験を通じ、直観に沿う仮説を立て

る事で始まる。この直観的な理論構築過程は暗黙的であり、この解明が知識獲得・創造を理解するための鍵

である。理論構築過程の一つの定式化として、ある多変量時系列を付与のデータとし、それを生成する潜在

的な概念モデルの推定問題を考える。本研究では、情報理論を一般化した多変量双方向情報理論を用いる事

で、現象に関する事前知識性を必要とせずに、データのみから一般的な潜在的な概念モデルを推定できる事

を示す。 

 

【キーワード】知識獲得，仮説生成，情報理論，非線形力学系，時系列解析 

 

1. 知識獲得過程における観察者の暗黙的計算過程のモデル化 
科学的活動の一つの目的は、観察・観測された現象そのもの(データ)から、それを生成・近似する簡潔な表

現形式(理論・モデル)を構築する事である。もし構築されたモデルが、何らかの意味で一般性をもち、有意義

であるならば、それはコミュニティ(研究グループ・学会・社会など)の多くのメンバーに共有される知識とな

りえる。このようなモデル化・理論化の過程は、多くの場合、現象・データの観察・経験を通じ、観察者の

“直観”に沿った仮説を立てることから始まる。我々が経験的にとるアプローチの一つは、概念モデルの構

築である。概念モデルは、ある現象におけるいくつかの概念の関係に関する我々の直観を反映した関係グラ

フによって表される。概念モデルは、複雑な対象において、それの間の関係性を整理する一つの形式であり、

多くの研究分野において、数理的モデルを構築する前段階として不可欠である。 

現象の観測から数理モデルの構築までの知識獲得過程を図 1 の模式図に示す。現象の観測そのものから、

それを分節化・符号化することにより、ある形式のデータとして現象を記述し、データに基づき、概念モデ

ルあるいはより厳密な記述形式である数理モデルの構築へと進む。この模式図において、構築されたモデル

あるいは理論は形式的(形式知)であるのに対し、それをデータに基づき生成する観察者の直観的過程は暗黙的

(あるいは暗黙知)である。知識の獲得過程を理解するうえで、データを情報へ、さらに情報を形式知へと変換

する暗黙的な認知過程の解明が重要である。 

概念モデル(関係グラフ)の構築は、多くの場合、観察・分節化を通じた初めての言語化・形式化である。本

研究では、データの観察から知識を構築する際の鍵となる、概念モデルの生成過程を説明する理論体系を提

案する。一般的な定式化として、ある多変量データが与えられた場合に、それを生成する可能性の高いモデ

ルを推定する問題を考える。図 2(a)は、１例として、3 つの変数がある場合に可能な因果関係の組み合わせ

16 通りを示している。図 2(a)の各グラフでは、変数を頂点とし、頂点間の方向つきの矢印である変数から他

の変数への相互依存関係を示している(②③は、変数 3 が変数 2 の状態によって(部分的に)決まる事を意味

する)。組み合わせ 1 は 3 変数が独立であり、組み合わせ 16 は全ての変数が全ての変数と相互関係を持つ。

この定式化では、ある現象に関する変数群の観測データから、その変数間の相互依存関係 (e.g., 組み合わせ

1～16)を特定することが、その現象に関する概念モデルを構築に相当する。本研究では、あるいくつかの変

数に関する時間的変化を観測したとき、それを生成する可能性の高い潜在的な関係グラフを特定する問題を

考える。これは、任意の N 変量時系列から、その N 変量の間の 2 項関係を N
2の方向つき情報流として定量

化する問題として定式化できる。こうして得られる情報流ネットワークは、観察された要因間の関連性の度

合いに関する直観、あるいは「概念モデル的」な対象の特性付けと考える事ができる。 

このような関係グラフによるデータの要約を、ある知識獲得過程における「概念モデルの生成過程」とし

て考えるには、少なくとも以下の２つの要件を満たすべきである。 
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（１）少事前知識性：観察事象に対する最小限の事前知識で概念モデル的仮説を構成可能である。 

（２）汎用性：特定の機構の生成するデータだけでなく、多様なデータクラスに適用可能である。 

条件（１）は、概念モデルが、他のモデル・理論に関する事前知識に拠らず、データの観測のみで生成可能

である事を要請する。観測されるデータの一貫性(i.e., データが途中で異なる観測データと混合していない、

十分に密に記録しているなど)に関する最小限の事前知識のみを要するためこれを少事前知識性と呼ぶ。条件

（２）は、このような概念モデル形成が、特定の問題のみならず、様々な対象について応用可能である事を

要請する。これらの条件は、概念モデルの構築に先立つものが多くの場合現象の観測のみであり、また分野

を問わず幅広い対象に対して概念モデルが提案されている経験的な事実を反映している。この２つの条件に

対し、本研究では、（１）与えられた時系列データの観測変数の一貫性・同期性のみの前提に基づき、（２）

多様な確率的・力学的なデータ生成過程に対し、その潜在する情報的メカニズムを推定可能な理論的枠組み

を示す。具体的には、情報理論(Shannon, 1948)あるいはその拡張である双方向情報理論(Marko, 1973; Schreiber, 

2000)を、さらに多変量へと一般化した双方向情報理論(Hidaka, 2012)を提案する。 

多変量双方向情報理論の計算過程は、典型的な科学的方法論を抽象化したものとみなせる。多くの場合、

科学者はある２つの因子を、他の因子の影響をなるべく統制・固定した上で調べ、その２因子間の関係性を

見極める。これと同様に、多変量双方向情報理論では、ある変数 X から変数 Yへの情報の流れを、その他の

変数 Z の影響を差し引いた上で(条件つきで)推定する(Hidaka, 2012)。一方、(二変量)双方向情報理論(Marko, 

1973)では、第三の変数 Z が存在していても、その影響を統制せずに、ある変数 X から変数 Y への情報の流

れを(Zの影響を含みながら)推定する。従って、多変量双方向情報理論によって、単に情報量の算出というよ

りも、複数変数間の関係性を考慮した上でのデータの持つ情報的特性を定量化する事ができる。本研究では、

知的営みにおいて重要な過程の一つである概念モデルの構築は、こうした変数間の関係性を考慮した上での

情報量の推定とみなせると仮説をたて、これを検討する。次節以降では、まず双方向多変量情報理論の概略

を示し、次にそれを用いたシミュレーションおよび実データの解析の結果を示す。最後に、双方向多変量情

報理論の分析手法としての技術的実用性および、知識獲得過程の計算過程について考察を行う。 

 

 
図 1: 知識獲得過程の概念モデル 
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図 2: (a) 関係性グラフ(3 変数の場合、全 16組み合わせ),  (b) 結合写像格子の結合パラメータ, (c) 二変量

移送情報量の推定値(非対角要素), (d) 三変量移送情報量の推定値(非対角要素) 

 

2. 情報理論から多変量双方向情報理論までの概説 

本節では、情報理論(Shannon, 1948)および双方向情報理論(Marko, 1973)を一般化した多変量双方向情報理論

(Hidaka, 2012)について概説する(詳細は、Hidaka (2012)を参照)。情報理論は、Shannon (1948)の定式化後、通

信分野のみならず、物理学、数学、統計学など様々な分野に広く用いられてきた。その骨子は、ある事象の

生起に関する確率的なばらつきを定量化する(情報理論的)エントロピーと、二つの事象の確率的な関連性を定

量化する相互情報量の二つに集約される。エントロピーは、ある確率分布に従って生起する記号列をもれな

く符号化するのに必要な最小の符号長である。記号列がある規則的に従っているとき短く符号化でき(e.g. 

“00000000”を”0×8”と短く符号化)、逆に記号列に規則性が無いときに最も長い符号が必要である (e.g., 

“00101110”は短いルールで符号化しにくい)。従って、エントロピーは、情報圧縮、暗号理論などにおいて、

符号化可能性の限界を表す。一方、相互情報量は、２つの記号列 Xと Yの間で、一方の記号列が他方に対し

て有する情報を定量化する。相互情報量は記号列 X と Y が同一であるとき最大であり(X が与えられると Y

が完全に予測できる)、記号列 Xと Y が確率的独立であるときに最小の 0をとる(X が与えられても Yの予測

に全く寄与しない)。相互情報量は、ある確率分布に従って作成されるメッセージ(記号列 X)を、ある通信手

段を使って伝送したときに得られるメッセージ(記号列 Y)の間の誤差の最小限界を示しており、情報通信の分

野において重要な役割を果たす。 

Shannonの定式化した情報理論は、フィードバックの存在しない一方向のみへの情報を扱う。一方、Shannon

自身はフィードバックのある双方向の情報理論への拡張の重要性を述べていた(Massey, 1990)。このような背

景を踏まえ、Marko (1973)は、２つの情報源 Xと Yが相互に影響を受ける双方向通信問題を定式化し、双方

向情報理論を提唱した。図 3(a)は Shannon の情報理論を情報の流れのネットワークとして図示したものであ

る。情報源 Xのもつエントロピー(H(X))がある通信路を通って、Yに変換された場合、そのエントロピーH(Y)

と X が与えられたときの条件つきエントロピ－H(Y|X)の差 I(X; Y)が相互情報量(通信可能な情報の限界)とな

る。双方向情報量は、相互情報量を X から Yへあるいは Yから Xへの情報の流れに分解したものである(図

3(b))。特に、双方情報理論(図 3(b))において、Xから Y(Y から X)に伝わる情報量を X から Yへの移送情報量

(Transfer Entropy: TE, 図 3(b)中の TX


Y)と呼ぶ(Schreiber, 2000)。二方向の移送情報量の和が相互情報量となる

事から、移送情報量は方向を明示して両者の依存関係を定量化したものと捉えることが出来る。 

三変量以上では、二変量関係の重ね合わせに帰着できない高次の従属関係が存在する。従って、二変量間

の双方向情報量を、多変量関係に応用する事は理論的に適切ではない。そこで、Hidaka (2012)は任意な数の

変数の間の双方向情報量を定量化する多変量双方向情報理論を提案した。図 3cは三変量の場合の双方向情報

ネットワークを示している。三変量双方向情報量 TX

Y|Zは、Z をある条件で固定したときの X から Y への移
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送情報量を表し、X、Y の二変量関係に関して第三変量の効果を割り引いたものと解釈できる。多変量移送エ

ントロピーはこの考えを任意の数の変量に拡張したもの(図3d)で、理論上、高次情報量(Watanabe, 1960; Garner, 

1962; Studeny & Vejnarova, 1999)を非負の情報の流れとして分解したものと解釈できる。多変量双方向情報理

論は情報理論(Shannon, 1948)、(二変量)双方向情報理論(Marko, 1973)を特殊な場合として含み、それらの一般

化理論である。 

 
図 3: (a) Shannon の情報理論，(b)Marko の双方向情報理論，(c)3 変量に一般化した双方向情報理論

(Hidaka, 2013), (d)任意数の変数の双方向情報理論の一部(Hidaka, 2013)。 

 

2.1 多変量双方向情報理論の数学的定式化 

T の長さをもつ N 変量の時系列(変数の添え字の集合を  N,,2,1  、時間ステップの添え字集合を

 T,,2,1  とする)に対し、  TNTT

NN XXXXXXXXXX ,,,,,,,,,,, 21

22

2

2

1

11

2

1

1 


を各時点の変量の確率変数

の集合とする。このとき、変数 jから iへの移送情報量  jiijT ,\|
は以下の式で定義される。 

     
T

t

tt

j

tt

j

t

ijiij XXXIT
1

\

\

\

,\| |; 
 (式 1) 

ただし、  tt ,2,1 は t までの累積の添え字集合、 tt \ は t を除く (t-1)までの累積の添え字集合、

     ZYXIZXIZYXI ,|||;  は条件付相互情報量である。移送情報量は以下に示す分解性・ネットワーク

性という２つの性質を持つ(Hidaka, 2013)。 

2.1.1 高次情報量の分解定理  

N変数の全ての(方向つき)対に関して移送情報量を和をとると、N変数高次情報量以下になる。すなわち、 

   






N

i

i

j ijGXC
1

1

1




 (式 2) 

ただし、       


N

i i XHXHXC
1







は total correlation (Watanabe, 1960; Garner, 1962; Studeny & Vejnarova, 

1999)と呼ばれ、N変数の高次情報量を表し、    
T

ijjiijjijiij RTTG   ,\|,\| 
は、変数 iから j, jから iへの移送

情報量と非負の余剰エントロピー     
T

t

t

ji

t

i

t

i

T

ij XXXIR
1 ,\|; の和を表す。式2両辺の個々の項は非負なので、

明らかに分解定理が成り立つ。 

2.1.2 ネットワーク性定理 

移送情報量は、N変量間の情報の流れとみなせる。すなわち、図 3(d)に示す N 変数ネットワーク上の全て

の流れは非負であり、各頂点において入力の総和は出力の総和に等しい(キルヒホッフ則)。具体的には任意の

変数 i に対する入力の和は    
ij jiijii TFH

\ ,\| 
であり、出力の和は    


ij ijiii GXXHH

\\|





 である。

ただし、   


T

t

tt

i

t

i

T

i XXHH
1

\| は過去の状態( tt \ )から時点 t までのエントロピーレート(Cover & Thomas, 

1991)で，    
T

t

ttt

i

T

i XXHF
1

\| はフリーエントロピー(Marko, 1973)である。 
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3. 多変量情報理論による情報論的な関係グラフの推定: 非線形力学系の場合 

本節では、具体的に多変量情報理論をデータ分析に応用する事で、推定される関係グラフを調べる。

その一つの方法として、まず因果関係を操作することの出来る理論的な対象に対し、その潜在的な因果

関係が未知な場合に双方向多変量情報量のみでどの程度正確に関係グラフが推定可能であるかシミュ

レーションを行った。因果関係が決定論的に決まり、しかし、長期的な予測が困難な複雑な対象として、

非線形力学系が挙げられる。非線形力学系では、ある時点から次の時点への状態変化が、ある非線形方

程式(連続系では微分方程式)によって与えられる。従って、変数間の関係はある方程式によって決定的

に与えられるが、多くの場合、その挙動は複雑でカオスと呼ばれる。このシミュレーションでは、ある

複数変数のカオス的挙動の系列を観測した場合に、その経験的な時系列から、系に固有の変数間の関係

を情報の流れとして記述する。これは、まさに複雑な多変量関係を観測したときに、その変数間の関係

性を特徴づける概念モデルの構築に対応する。シミュレーションでは、“正しい”概念モデルを非線形

力学系のパラメータとして操作し、多変量情報理論によってその潜在的な関係性をどの程度正確に推定

できるか評価した。 

 具体的な系として、結合写像格子(Coupled Map Lattice: CML)を用いた。CMLは比較的単純な 1次元力

学系を結合し、個々の要素の関係性を任意に操作可能であり、かつ個々の要素だけでは起きない創発的

な特性を全体として示す(Kaneko, 1992)。この性質のため CMLは、地震(Ceva, 1995), ニューロンの形態

(Sakaguchi & Ohtaki, 1999), 交通(Yukawa & Kikuchi, 1995), 対流(Yanagita & Kaneko, 1993), 細胞遺伝子間

相互作用(Bignone, 1993), 癲癇性発作（Larter, Speelman, & Worth, 1999）などの諸現象の抽象モデルと

して用いられてきた。本シミュレーションでは、3 から 5 個のテント写像を結合した結合写像格子を用

いて、時系列データを生成し、それに多変量情報流を適用する事で、元の力学系における変数間の関係

性を特定した。具体的に、以下の式で表される結合テント写像格子を用いた。 



























t

iij ij

t

iij

t

jij

t

it

i

xx
fx





1

1

  

 (式 3) 

式 3 において、0<xi
t
<1 は変数 iの時間 tにおける状態を表す実数値，ijは二値(0 または 1)で変数 j から

変数 iへの結合の有無、は非負実数値で結合の強さを表すパラメタで、f(x)=2x (x<1/2)または f(x)=2-2x (x

≧1/2)はテント写像ある。ただし全ての変数 iについてij=1に固定した。結合 ijは xの過去の状態が y

の未来の状態への影響を及ぼす事を意味する。図 2(b)は 3変数の場合の変数間の方向つき結合を表す行

列を図 2(a)の各関係グラフに対応して示している。図 2(b)において、各セルの色が結合の強さを表し、

それぞれ白色=1, 灰色=, 黒色=0である。従って、結合あるいは結合の強さを設定することで、CMLで

は変数間の相互関係の強さを系統的に操作可能である。こうして、あるパラメタを設定された式 3を真

の因果関係とし、それから生成された多変量時系列をデータとして得られたと想定する。このとき観測

データに対して、どのような推論過程が働けば、変数間の関係性グラフ(概念モデル)を構築する事が可

能であるか検討する。具体的に、本シミュレーションでは、多変量移送情報量の計算が、関係性グラフ

の構築に対応すると仮説を立てた。従って、潜在的な真の因果関係(式 3 およびそのパラメタ)に対し、

データから算出される多変量移送情報量が、どの程度精度よくそれを推定可能か分析した。比較の対象

として、変数対関係のみを考慮する二変量移送情報量も同様にその推定精度を検討した。 

 

3.1 シミュレーションの手続き 

 0から 1までの一様擬似乱数(0, 1)
Nにより発生させた初期値を用い、式 3の CMLにより 10

5点の N 変

量時系列に対し、N 変量移送情報量(式 1)の推定を行った。推定では、各変数の値を x>1/2 で二値化し、

4次マルコフ性を仮定した上で、その遷移確率分布の N変量移送情報量を算出した。比較のため、高次

依存関係を考慮しない二変量移送情報量も同様の方法で算出を行った。もし真の移送情報量が０である

場合、有限データから推定された移送情報量は、サンプルサイズ・変数の数に依存したパラメタを持つ

ガンマ分布に従う(Goebel, Dawy, Hagenauer, & Mueller, 2005)。これを利用し、推定された移送情報量を 0

とする帰無仮説に対し統計検定を行うことで、 = 0.01 水準で有意に 0より大きい移送情報量を求め、

これを関係グラフにおける情報の流れとして定義した。 

 

3.2 結果・考察 
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まず、3変数 CMLにおいて結合強度を=0.2とし、式 3により可能なすべての結合{ij}の 16 の組み合わせ

(図 2(b))について時系列データを生成した。この時系列データに対して三変量移送情報量を推定した結果を図

2(d)に示す。図 2(c)には、比較対象として、第 3 変数を考慮せずに変数対の情報量を推定する二変量移送情報

量の結果を示す。推定結果は、データに潜在する真の因果関係(図 2(b))に近いほど良い。ここでは、移送情報

量０に対する統計検定( = 0.01 水準)を行い、真の関係グラフにおいて正である関係を 0と推定した場合、あ

るいは真の関係グラフにおいて 0である関係を 0より有意に大きいと推定した場合を、推定誤りと定義する。

16 の各関係グラフについて推定結果のそれぞれについて、推定誤りを１つでも含むケースを図 2c,dで赤枠で

示している。この結果は、多変量移送情報量によって、真の関係グラフを誤り無く推定できた事を示してい

る。一方、比較基準として行った二変量移送情報量を用いた場合、16 のケースのうち、4 ケースで関係性の

推定に誤りが見られた。この結果は、第３変量の効果を考慮して変数対の従属性を定量化する多変量移送情

報量によって、高精度の関係グラフ構築が可能である事を示唆している。 

 次に、3 変数の場合と同様の手続きに従って、変数の数を 4,5 変数に増やしてシミュレーションを行った。

変数の数が増えると、潜在的に可能な関係グラフの組み合わせは指数的(より正確には変数 N の O(exp(N
2
)の

オーダ)に増える。従って、その組み合わせ爆発に伴って、関係グラフの推定は非常に困難になる。表１は、

３，４，５変数の間で可能な方向つき依存関係の組み合わせ数(変数の交換に対し対称なものを除く)を示して

いる。対称性を考慮した依存関係は 3, 4, 5 変数と増えると、16, 218, 9605 と膨大に増え、また可能なグラフ

はの組み合わせは 2
6
, 2

12
, 2

20と増加する。これは、例えば、5変数の関係グラフをでたらめに推量した場合、

それが偶然正しい確率は 2
-20である事を意味している。変数の増加に伴い、一般に推定はより不正確になる。

従って、現実的なデータに対してある程度の有用性を保障するためには、変数の数を増やした場合の推定精

度の低下を見積もる必要がある。 

表 1 は、変数の数を 4,5と増やした場合に、全ての組み合わせ(それぞれ 218, 9608 ケース)の変数対ごと、

そしてケースごとの正解率を示している。ケースごとの正答率は個々のケースで１つでも推定誤りが含まれ

る場合は不正解としているため、変数対毎の正答率より厳しい基準となっている。この結果は、多変量移送

情報量はケースごとで 90.78%(4 変数), 81.48%(5 変数)、変数対ベースで 97.78%(4 変数)，95.41%(5 変数)と比

較的高い推定精度を保つ事を示している。一方、比較基準となる二変量移送情報量はケースごとで 9.22%(4

変数), 1.24%(5 変数)、変数対ベースで 70.67%(4 変数)，71.23%(5 変数)と、変数が増えると急激に推定精度が

下がる事を示している。この結果は、変数の増加に対し、多変量移送情報量は比較的高い推定精度を保つ事

を示し、より高次な依存関係に対する堅牢性を示唆している。これに対し、二変量移送情報量がこの堅牢性

を持たない事、また両者の理論的性質の違いを考慮すると、関係グラフの推定において、（１）情報量の推

定に加えて（２）その高次の従属関係(交絡関係)を明確に分離する(条件わけする事)の２点が要点として挙げ

られる。 

 

表 1：CML多変量データに基づく関係グラフの推定結果 

問題設定 正解率 多変量 正解率 二変量 

変数

の数 

関係対組合

わせ ケース数 

関係対

の数 

ケースベ

ース 

変数対ベ

ース 

ケースベ

ース 

変数対ベ

ース 

3 26 16 96 100% 100% 75.0% 93.75% 

4 212 218 2,616 90.78% 97.78% 9.22% 70.67% 

5 220 9,608 192,160 81.48% 95.41% 1.24% 71.23% 
 

4. 実データへの応用：身体運動の情報流ネットワーク 

次に、実際の経験的なデータに対する多変量双方向情報理論の適用を行い、概念モデルの形成過程を

検討する。複雑な要因間の相互作用のある対象の一つとして、身体運動の分析を行った。身体運動は環

境、身体、神経活動の三者の間の複雑な相互作用によって成立する。複雑な多関節運動の場合、身体各

部はそれぞれに協調しながら一つの運動を生成すると考えられている(Yamamoto, Ishikawa, & Fujinami, 2006)。

ある一つの運動の習得は、必ずしも身体部位間の静的な関係性の獲得を意味しない。むしろ、熟達に伴

って、運動はより効率的に、より効果的に変化すると考えられる。こうした熟達した運動の獲得をスキ

ル学習と呼ぶ(Leonard, 2002)。しかし、スキルと呼ばれる複雑な運動に関して、身体運動の熟達をどのよ

うに捉えるべきかは個別の課題に特化してケーススタディとして行われており、未だに統一的な理論的

解釈は与えられていない。たとえば、球技(e.g., バスケットボール)のように、明確に運動の標的が定義

されている特定の運動(ゴールにボール投げ込む)の場合、その成功率として習熟を一つの尺度で表す事
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が可能である。しかし、こうした明確な標的が定まらない、たとえば演劇、歌唱や音楽演奏、描画など

運動においても、人はその運動の質(あるいはその結果としてのパフォーマンス)をある程度一貫して評

価する事が出来る。こうした背景を踏まえ、複数の身体部位間の協調関係を反映する概念モデルをデー

タから推定し、熟達化に伴う概念モデルの変化を検討する。 

 

4.1 分析手続き 

 対象としたのは、サンバの演奏運動中の身体動作をキャプチャしたデータである(Yamamoto, Ishikawa, & 

Fujinami, 2006)。この実験では全身の 16の特徴点と楽器(シェイカー)の両端２箇所の計 18箇所にマーカー

をつけた演奏家 5名が、5 つのテンポ(60, 75, 90, 105, 120 拍毎分(BPM))で演奏を数分間を行った。こう

して得られたデータのうち、本研究では、特に熟達に顕著な差があると見られる３名(40 年以上の経験

を持つ上級者, 5年の経験をもつ上・中級者、2年の経験をもつ中級者)の演奏に直接関わる右腕(肘・手

首)と楽器(両端 2箇所)の 4 箇所の動きを分析した。各演奏者につき、４箇所の身体動作は 3次元の空間

上の点列として 86.1Hz のレートでサンプルされたが、計測に伴う高周波ノイズのため、その半分のデ

ータ点(43.05Hzに相当)を分析に用いられた。各時系列データは、演奏者、演奏リズムごとに記号的最近

傍法(Buhl & Kennel, 2005)を用いて、符号化をした後、4次マルコフ性を仮定した上で、その遷移確率分

布の N変量移送情報量を算出した。前述したシミュレーションの分析と同様に、推定された移送情報量

を 0とする帰無仮説に対し統計検定を行うことで、 = 0.01水準で有意に 0より大きい移送情報量を求

め、これを関係グラフにおける情報の流れとして定義した。 

 

4.2 結果・考察 

経験年数の違いから期待される熟達の度合いに応じて、上級者、中上級者、中級者とした。リズム運

動の多変量時系列(楽器 1, 2, 手首、肘の４箇所)から推定された情報流グラフを図 4に示す。それぞれの

演奏家に対し、5つの演奏テンポ条件、12関係対について、有意に 0より大きい情報流の割合 (12ペア・

5 条件、のべ 60 ペア中)をバーグラフに、その条件間の標準偏差をエラーバーとして表示している。熟

達の度合いの高いほどに、演奏に関わる右腕および楽器に間における有意な情報流の割合が高い事が分

かった。また、バーグラフの上部には、それぞれの演奏家で 5条件すべてで有意に 0より大きい身体部

位間の関係を方向つきの関係グラフとして示している。推定された関係グラフは、上級者ではほとんど

全ての身体部位間で情報の流れがあるのに対し、中級者は手首と楽器の一部のみに有意な情報がある事

を意味している。また、中上級者では、中級者と上級者と中間程度の情報の流れが見られた。この中上

級者の関係グラフでは、肘から手首、手首から楽器への情報の流れがあり、これは腕のしなりによるむ

ち運動で楽器に動きが伝達する状態を表していると考えられる。これに加えて上級者では楽器から手

首・肘への情報の流れも見られ、楽器の状況によって手首・肘の運動を変化させていると解釈できる。

以上の結果は、上級者ほど、全ての関連する身体・楽器の間で双方向に情報伝達が起こり、腕から楽器

に運動が伝わるだけではなく、楽器から腕への情報がその制御に重要である事が示された。 

こうした結果は、予想された通り、熟達によって身体運動が巧妙になる事を示すだけでなく、多変量

情報理論によってその具体的な関係性を構築できた事を意味する。本実験で調べた複雑な動きの精妙な

制御は、未だに解明すべき部分が多い。数十ミリ秒の精度で多数の間接・筋肉が制御され、作り出され

た一つの洗練された動きに、我々はそれをどのように、熟達を感じ取るのだろうか。本分析は、このよ

うな問いに対して、一つの可能性を示している。つまり、我々が他者の身体運動の観察を通じて、情報

的な関係性を推定し、その情報流ネットワーク上の密度として、運動の精妙さを感じ取るのではないだ

ろうか。本研究は、ひとつの事例研究に過ぎないが、多変量双方向情報理論はこうした複数の要因間の

複雑な時間的なパタンから、それを整理する有用な関係グラフを構築できることを示している。 
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図 4: リズム運動の多変量時系列(楽器 1, 2, 手首、肘の４箇所)の情報流グラフ 

 

5. 総合討議 

本研究では、データから知識を獲得する過程において、最も初期に行われる概念モデルの形成につい

て理論的検討を行った。概念モデルでは、ある現象に関してそれを適切に代表するいくつかの状態の分

節化、そしてそれらの間の関係性の記述を行う。この概念モデルはそれに続くより詳細な数理モデルな

どの基礎となり、あるいは社会科学など数理的なモデル化が困難な複雑な現象の説明においては中心的

な役割を果たす。一方、概念モデルの形成過程そのものは、データ観察者の暗黙知であり、最終的な表

現である関係グラフを除いてその内省的メカニズムは不明な点が多い。本研究では、多変量時系列デー

タの観察から、その変量間の情報論的な関係グラフを推定する過程と概念モデルの構築とみなし、これ

を最小限の事前知識により行う理論体系を提案した。 

本研究で検討した多変量双方向情報理論(MTE)は、Shannonの(一方向)情報理論、Markoの二変量双方

向情報理論を拡張した一般化理論である(Hidaka, 2013)。MTE では、複数の変量間の関係(高次情報量)

を方向つきの情報の流れに分解して表現する。MTE の計算過程は、典型的な科学的な思考法と同様に、

他の交絡因子を統制した上で、二変数 X と Y の関係を特定する事を情報理論の拡張として表現したと

みなせる。 

理論モデルを用いてデータを生成したシミュレーションでは、第三の交絡因子の関与を考慮しない

PTE よりも、MTEを用いた場合に高精度で関係グラフの構築が可能である事が示された。これに続く身

体運動データの分析では、熟達者の運動と中級者の運動の違いが、身体部位間の依存関係の密度という

形で、定量化できることが明らかになった。分析では、一切の身体部位間に関する事前知識を与えず、

データだけから具体的な関係グラフの図式化したにも関わらず、熟達者の運動がより精密かつ複雑な構

造を持つ、という我々の直観に合致した関係グラフが得られた。こうした一連の結果は、MTEによる関

係グラフ構築が、概念モデルの構築に類似した性質を持っていることを示唆している。これは、序論で

提示した少ない事前知識の下で関係グラフを構築という条件（１）を満たすことを意味する。さらに、

3,4,5変数の全ての可能な関係グラフの組み合わせを分析したシミュレーションの結果と、さらにノイズ

など必ずしも理想的ではない条件下で得られた身体運動データの分析結果を考慮すると、MTEは少なく

とも一定程度の汎用性（条件（２）)を有すると考えられる。Hidaka (2012)は、本研究で検討した２つの

ケースに加えて、さらに、理論力学系の一つである Lorenz系への適用、また生理学的データ分析への応

用も示している。この二条件については、今後も MTE による分析を理論的・経験的な側面から検証を

重ねる事で、どの程度の事前知識が必要であるか、また汎用性を持つかを調べていく必要がある。 
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なぜ MTE による情報流ネットワークは、その背景にある(数理的)モデルを推定せずに、変数の間の従

属性を定量化できるのだろうか。通常はある数理的モデルを立てた上で、そのモデルの当てはめを行っ

た上で、関係性を特定する事を考えれば、潜在する数理メカニズムの特定前に、その関係性を定量化で

きるのは不思議ではある。このように数理モデルを特定せずに、変数間の情報量を特定できるのは、情

報理論の持つモデルフリー性にある。情報理論において、モデルはある現象の符号化に関わる。ある空

間を十分に高い精度で符号化を行った場合に、どのような座標系で符号化しても情報量が不変になる場

合に、モデルフリーと言う。多変量情報理論の特殊な場合である二変量移送情報量に関して、このモデ

ルフリー性が成り立つ事が示されている(Kaiser & Schreiber, 2002)。この理論的性質により、ある現象を

どのように符号化するか、という詳細に立ち入らずに、多変量双方向情報理論は対象の従属性を定量化

することができる。つまり、少事前知識性・汎用性を同時に満たしながら、データから概念モデル的な

構造を推定しており、これは概念モデル形成過程を説明するモデルになりうる。 

 

5.1 結語 

本研究は、知識獲得の最初期に行われる、現象の観察から関連する変数の洗い出しおよびその関係性の

特定という関係グラフ構築の段階についての理論的なモデルを提案した。モデルフリー性を持ち、第三

変数の関与を統制しながら二変数間の双方向性の関係を定量化する多変量双方向情報量は、少事前知識

性を満たしながら汎用的な問題の関係グラフを構築できることを示した。今後はこうした理論上好まし

い性質を持つ多変量双方向情報理論が、実際の人の知識獲得過程をどの程度説明可能かか心理実験的手

法などにより検討をしていく。 
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コミュニケーションシステムの形成過程に見る知識共創の基盤	 
Basis of Knowledge Co-Creation in Formation of Communication Systems 

	 

金野武司 1)，森田純哉 1)，橋本敬 1) 

KONNO Takeshi1)，MORITA Junya1)，HASHIMOTO Takashi1) 

 
1)北陸先端科学技術大学院大学	 知識科学研究科	 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology, School of Knowledge Science 
	 

【要約】知識共創の基礎には二者間のコミュニケーションがある．その中で人は，ことばが指し示す字

義どおりの意味と共に言外の意味をやりとりするシステムを運用している．こういったシステムの形成

過程を調べるため，我々は人工言語の共創実験を行なった．実験の結果，言外の意味をやりとりするシ

ステムの成立には 3つの段階（慣習的な行動の成立，字義どおりの意味の成立，言外の意味の成立）が
あることが明らかになった．我々は，この知見を知識創造のモデルである暗黙知と形式知の変換過程に

対応付け，創造性の発揮が，言外の意味を取り決める過程において行なわれることの重要性を指摘する． 
 
【キーワード】コミュニケーションシステム，人工言語の共創実験，暗黙知と形式知，SECIモデル 
 
1. はじめに	 
	 知識を共に創り出す過程の基礎には，当然のことながら二者間のコミュニケーションがある．知識が

人にとって価値のある情報（下嶋, 2008）であるとするなら，知識共創は人々の間で新しい価値を持っ
た情報を生み出し，伝え合うことであると考えられる．その知識共創の過程で，コミュニケーションは

どのような状態であることが望ましいのだろうか． 
	 この問いに対して我々が注目するのは，人が互いの意図を推論し合うインタラクションスタイルを持

っていることである（Tomasello, 2003）．人は，発せられたことばに対して，単にその字義どおりの意
味を受け取るのではなく，そのことばの含意（言外の意味）を相手の意図に沿って自然に汲み取ること

をする．このスタイルのインタラクションは，相手の意図を推論する過程で，誤解を含みつつもその意

図の内容を変化させたり拡張したりする．この過程において人のコミュニケーションは，絶えず新しい

意味（価値）を持った情報＝知識を創造する機会を生み出している．この意味で，知識共創の基盤とし

て重要なのは，ことばが字義どおりの意味を伝えながらも，そこには表現として明示的に表われない意

味が込められ，それが相手に伝えられるということであると考えられる．我々は，それがどのようなシ

ステム（コミュニケーションを構成する要素と，それら要素間の相互作用の仕組み）によって成立して

いるのかを明らかにすることを目指している．  
	 人のコミュニケーションは表情やジェスチャなどの非言語的なメディアによって多くの情報を伝え

ている．そのため，自然なやりとりの中では表現に明示的に表われない意味を含めて，ことばの意味が

どのように取り決められるのかを調べることは難しい．これを克服する 1つの方法に，コミュニケーシ
ョン手段を制約した状態で行なう人工言語の共創実験がある（Galantucci, 2005; Scott-Phillips and Kirby, 
2010）．この方法は実験参加者二名を別々の部屋に配置し，あらかじめ意味も運用方法も決まっていな
いコミュニケーションメディアを別途用意する．その状況で特定のコミュニケーション課題を与える．

こうすることで，測定の難しいコミュニケーションメディア（表情や視線，あるいは姿勢や相づちの打

ち方など）の利用を制限すると共に，別途用意したメディアへの意味付けの過程を観察する．この実験

枠組みの優れた点は，あらかじめ意味の決まっていないメディアにおいて，共通の課題を達成するため

のコミュニケーションシステムが二者間で創発する過程を観察できることである． 
	 先行研究では，その創発過程において観察される，記号に明示的に表われないような暗黙的な共通基

盤の存在とその重要性が指摘されてきた．しかしその指摘は事例ベースの報告に留まるものであり，コ

ミュニケーションシステムの形成過程に対する定量的な分析は行なわれてこなかった．これは，実験に

用いるメディアや課題設定そのものが定量的な分析に適していなかったことに起因する．これに対して

我々は，創出されるシステムとその形成過程に対してより定量的な分析を加えることができる実験をデ

ザインし，分析を行なってきた（Konno, Morita and Hashimoto, 2012; 金野・森田・橋本, 2011）．この実
験は知識創造を明示的に扱うものではない．しかし，コミュニケーションシステムの形成過程の分析か
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ら明らかになってくるのは，その過程が知識共創そのものの過程を含んでいることである．本論ではそ

の分析の最新の結果を報告すると共に，コミュニケーションシステムの形成過程が知識共創の過程その

ものであるという立場から，分析結果の意味を議論する．  
 
2. 課題	 
	 実験では二人がペアになり，会話などの通常のコミュニケーション手段が制限された状態で，別々の

部屋からラップトップコンピューターを使って簡単な調整課題のゲームに取り組む（図 1）． ゲームに
は 2×2で構成される 4つの部屋と二体のエージェントが存在する．4つの部屋の枠線は左上，右上，左
下，右下の順にそれぞれ青，赤，黄，緑で色づけされている．プレイヤは予め意味の決まっていない 6
つの図形から 2つを組み合わせたメッセージを相手と交換しながら，自分のエージェントを動かして相
手と同じ部屋に移動することを目指す．ゲームはラウンドの繰り返しによって構成され，1 回のラウン
ドには 4つのステップがある． 
ステップ 1：二体のエージェントがランダムに異なる部屋に配置される．互いの配置は知らされない． 
ステップ 2：メッセージを 1度だけ交換する．このメッセージは非同時に交換されるので，メッセー

ジの先手・後手（ターンテイク）を調整することができる． 
ステップ 3：エージェントを留まらせるか，もしくは一度だけ移動させる．ただし斜めの部屋には移

動できない． 
ステップ 4：それぞれの移動前後の部屋の位置と互いのメッセージが結果として表示される．数秒後，

自動的にステップ 1に戻る． 
このゲームで参加者は，全ての履歴を画面上で確認できるようになっている． 
 

 
 

図 1．実験環境 
 
	 このゲームの期待値は，部屋をランダムに移動すると 2/9(= 0.22)，二人がある特定の部屋（例えば左
上）に行くことを取り決めた場合に 1/2(= 0.5)，そして互いに行き先を記号で送り合った場合に 5/6(= 0.83)
となる．このゲームで期待値を 1にする方法は 2つある．1つは先手が現在位置を送り，後手が行き先
を指示する方法である．もう 1つは互いが現在位置を送り合い，その位置に応じて三番目の候補まで落
ち合う場所を取り決める方法である．後者の方法は，記号に明示的に表われない暗黙的なルールの了解

が多く必要になるために実現が難しい．ただし，前者の方法もメッセージが現在位置の意味で送られて

いるのか，それとも行き先の意味で送られているのかが記号で明示的に表現されない場合がある．例え

ば，左上の部屋に を割り当てた場合，先手がそれを送れば「左上にいる」という意味になり，後手

が送れば「左上に行く」という意味になる．このように，このゲームは記号が指し示す字義どおりの意

味と共に，同じ記号が異なる意味を伝える仕組み（言外の意味）を取り決めることが重要である．  
 
3. 方法	 
3.1 参加者 
	 実験には 21ペア，42人が参加した．参加者の年齢は 22~37歳だった（M = 25.5, SD = 3.0）．実験に
参加したのは，いずれも北陸先端科学技術大学院大学の大学院生，研究員，および助教である． 
 
3.2 実験手続き 
	 実験は 1回のトライアルセッションと 3つのテストセッションで構成された．トライアルセッション
で参加者はコミュニケーションシステムの作成に 1時間取り組んだ．両者が同じ部屋に移動することで

A B

A B
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2 点が加算され，そうでないときには 1 点が減点された．ただし得点はマイナスにはならない．この得
点が 50点に達すると，トライアルセッションは中断され次のテストセッションへと進んだ． 
	 テストセッションでは，まずメッセージを交換しない条件でゲームが行なわれた．これを TNM（Test 
with No Messaging）と呼ぶ．続いてメッセージが同時に交換される条件（一方がメッセージを送っても，
他方がメッセージを送るまでは相手のメッセージが表示されない条件）でゲームが行なわれ，最後にト

ライアルセッションと同じ条件（メッセージを非同時に交換する条件）でゲームが行なわれた．2 番目
のテストを TSM（Test with Synchronous Messaging），3 番目のテストを TAM（Test with Asynchronous 
Messaging）とそれぞれ呼ぶ．いずれのテストも 12ラウンドを実施した．これは二体のエージェントの
部屋の配置を全て組み合わせた数に相当する． 
	 3 つのテストを実施した結果，もし TNMと TSMで移動する部屋の一致率に有意な差があれば，そのペ

アは記号を有効に使ったコミュニケーションシステムを形成できたことがわかる．また TSMと TAMの間

に差があれば，それはターンテイクを有効に使ったコミュニケーションシステムを形成できたことを表

わすことになる．3 つのテストをそれぞれ行なうことによって，参加者がトライアルセッション中にど
のレベルのコミュニケーションシステムを形成できたのかを確かめる． 
	 実験中は，参加者に自分の考えていることをことばで表わしてもらうよう指示をした．途中，一分以

上発話がなくなった場合に，実験者からの声かけを行なった．また，参加者はテストセッションの後で，

作成したコミュニケーションシステムについてのルールを自由記述で回答した．  
 
4. 結果	 
4.1 トライアルセッションでの移動した部屋の一致率 
	 トライアルセッションでは，21ペア中 14ペア（66.7%）が 1時間以内に 50点に到達した．図 2は，
トライアル終り 12 ラウンドにおけるペアごとの移動した部屋の一致率である．図中，縦線を引いた右
側が 50 点に到達したペアであり，左側が到達しなかったペアである（ペア 6 と 7 の間）．水平に引か
れた破線は，ゲームの性質を表わす期待値である．50点に到達しなかったペアは，記号を使わずに実現
できる期待値（1/2）程度にしか一致率が上がっていない．これらのペアは記号を有効に使ったコミュニ
ケーションシステムの形成に失敗したとみなすことができるだろう．以降は，50点に到達しなかったペ
アを失敗ペア，到達したペアを成功ペアとして分析を進める． 
 

 
 

図 2．トライアルセッションのパフォーマンス 
 
4.2 テストセッションでの移動した部屋の一致率 
	 テストセッションで行なわれた 3つのテストのパフォーマンス（移動した部屋の一致率）を比較して，
参加者が最終的に構築したコミュニケーションシステムのレベルを確認する．図 3は成功ペア群と失敗
ペア群における 3 つのテストそれぞれのパフォーマンスの平均と標準誤差である(1)．テストセッション

のパフォーマンスの左側には，トライアルセッション終り 12 ラウンドでのパフォーマンスの平均を示
した．これは図 2に示したパフォーマンスを成功ペア群と失敗ペア群それぞれで平均したものに相当す
る． 
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図 3．テストセッションでのパフォーマンス．左が成功ペア群（n = 13），右が失敗ペア群（n = 7）． 
 
	 トライアル終り 12ラウンドのパフォーマンスは，成功群と失敗群で有意な差があった（t (8.58) = 6.40, 
p < .001）．成功ペアでテスト間にパフォーマンスの差があるかを比較するための分散分析では有意な効
果が確認された（F(2,24) = 32.71, p < .01）．Holm法を用いた多重比較では隣接するテスト間に有意差が
あった（p < .05）．ここで，TNMと TSMの有意差は，成功ペアが記号を有効に使ったシステムを形成し

たことを示唆する．TSMのパフォーマンスは，記号を使わずとも実現できる期待値のレベル（1/2）より
も有意に高くはなかった（t (13) = 1.64, p = 0.126）が，TNMのパフォーマンスがランダムに移動した場合

の期待値とほぼ同じレベルにあることから，TSM では有効な記号システムが形成されたと考えられる．

また，TSMと TAMの有意差は，成功ペアがターンテイクを有効に利用できるコミュニケーションシステ

ムを形成したことを示している． 
	 失敗ペアでも同様に分散分析を行なうと，テスト間の効果は有意であるものの（F(2,12) = 6.04, p < .05），
Holm法による多重比較の結果は TNMと TAMの間に有意差が表われただけであった（p < .05）．失敗ペ
アのパフォーマンスは，ターンテイクが調整できる状態で記号を使えるようになっても（TAMの条件下

でも），結局のところ記号を使わずとも実現できる期待値のレベル（1/2）にしか達していなかった． 
 
4.3 トライアルセッションでのパフォーマンスの推移 
	 前節までに，成功ペア群のプレイヤが，ターンテイクの調整を含めて有効な記号コミュニケーション

システムを形成できたことを確認した．そこで次は，トライアル中に参加者がどのようにパフォーマン

スを推移させたかを確認する．図 4 は，5 ラウンドごとの移動した部屋の一致率が，成功ペア群と失敗
ペア群でどのように推移したかを表わしたグラフである．当然のことながら，ペアごとにかかったラウ

ンド数は異なるので，図ではそれらを正規化した(2)．水平に引いた線は，正規化したラウンド数を 3 期
間に等分した際の，それぞれの期間の平均と標準誤差である．  
 

 
 

図 4．トライアルセッションでの部屋の一致率の推移（5ラウンド） 
 
	 成功ペアの推移を見ると，パフォーマンスが 3 つの段階で進展していく様子が見て取れる．3 つの期
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間の差を比較するための分散分析では，有意な効果が確認された（F(2,26) = 26.41, p < .01）．Holm法に
よる多重比較では，隣接する期間に有意差があった（p < .05）．興味深いことに，成功ペアのトライア
ル中のパフォーマンスとテストセッションでのパフォーマンスを比較すると，中央の期間と TSM，およ

び最後の期間と TAMのパフォーマンスがほぼ同じレベルにある．TSMのパフォーマンスレベルはメッセ

ージを交換することで達成されていることから，中央の期間では字義どおりの意味の取り決めが行なわ

れたのではないかと考えられる．また，TSMと TAMの条件の違いは，メッセージが非同時に交換される

ことでターンテイクが調整できるかどうかにあった．このことから，最後の期間ではターンテイクを調

整して，役割分担（先手のメッセージが現在位置の意味を担い，後手のメッセージが行き先の意味を担

う）を実現するための言外の意味の取り決めが行なわれたのではないかと考えられる． 
	 他方，失敗ペアの差を比較するための分散分析では，弱い効果が確認されたものの（F(2,12) = 3.92, p 
< .05），Holm 法による多重比較では有意差がなかった．これは，失敗ペアがトライアル中に有効なコ
ミュニケーションシステムを作れなかったことを示している．成功ペアとの比較で興味深いのは，どち

らの群もゲーム初期のパフォーマンスは同じであるのに，成功ペアだけが急速にパフォーマンスを 0.5
程度まで上昇させることである．この初期段階での違いについては次節以降で検討する． 
 
4.4 作成されたコミュニケーションシステムの事例とその特徴 
	 参加者の成功・失敗を分けた要因を分析するため，まずは参加者がどのようなコミュニケーションシ

ステムを作成したのかを確認する．この確認はテストセッション後に行なったアンケート調査での自由

記述と，実験中の被験者の発話を基にした．  
	 参加者の記号への意味の付け方には多くのバリエーションがあった．ゲームの中で頻繁に意味付けさ

れたのは，移動前後の部屋の位置（もしくは色）と移動方向であった．例えば，4 つの部屋にそれぞれ 
， ， ，  を割り当てたり，同じ図形を二つ並べて，それを 1つの部屋に割り当てたり（例．
は青い部屋など），1つの移動方向に割り当てたりした．また，多くはなかったが，相手に任せると

いう意味で先手がブランクメッセージ（ ）を送るケースや，あなたに従うという意味で，後手が先

手と同じメッセージを送り返すケースがあった．さらに，ある記号を用いて移動できないことを伝える

メッセージを成立させるケースも観察された．これらのケースは相手に意味が伝わっていたが，もちろ

ん一方的に作成され共有されなかった意味もあった．例えば様子見をするためにブランクメッセージを

送って移動しないという意味や，意味がないことを伝えようとでたらめなメッセージを送ったケースが

あった．パートナーはメッセージに対して移動先や移動前の位置など，具体的な意味を見出そうとすること

が多いので，こういったメッセージはたいてい伝わらなかったようである．  
	 ゲームでは図形を二つ組み合わせてメッセージを作成するため，参加者は上記の意味論的なルールに

加えて統語論的なルールを作成した．複数のペアで確認されたのは主に 2 つのルールである．1 つは移
動前の部屋の位置を左側の図形に割り当て，移動後の部屋の位置を右側の図形に割り当てるというもの

である（ペア 2, 19）．このようなルールは「合成的」と言われる．すなわち合成的なルールは，図形に
割り当てる意味とは別に，図形の配置場所によって別の意味（この場合は移動前後）を割り当てる．こ

れに対して，二つの図形を組み合わせたメッセージに 1つの意味を割り当てるようなルールは「全体的」
と言われる．合成的なルールは，完成形だけを見れば情報を十全に備えた非常に分かりやすいルールに

見える．しかし，参加者は最初から合成的なルールを解釈できるわけではなく，むしろ全体的なルール

として解釈しがちであった．その証拠に，失敗ペアのルール解釈では，一方が合成的なルールであるに

も関わらず，他方は全体的なルールとして解釈し続けているケースがいくつかあった．合成的なルール

の作成に成功したペアでは，はじめから合成的なルールにはせずに，ブランクを組み合わせる工夫によ

って段階的に合成的なルールを伝えていた． 
	 もう 1つのルールは，図形の配置を部屋の空間的な配置に対応させたルールである（ペア 4, 5, 7, 11, 12, 
13, 16）．このルールで最も多かったのは，左側の図形が部屋の左側を，右側の図形が部屋の右側を意
味し，上下を意味する図形を割り当てるというものである（例． で左上にいる， で左下にい

るなど）．ただしこのルールにも例外があり，例えば を「左側にいて上に行く」という意味で用い

るケースがあった．このルールは， が空間的にいる場所を示し， がそこからの移動方向を表わして

いる．もしパートナーが の図形が置かれた場所（右側）に空間的な対応関係があると解釈してしまう

と，まったく意味が逆になってしまう．こういった事例からは，互いのメッセージ作成および理解の傾

向が揃っていることの重要性を読み取ることができる．また，一般的に を上の意味で， を下の意味
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で用いる傾向があったが，この傾向にしても，それぞれは移動前や移動後の位置で異なっていたり，移

動方向の意味で異なっている場合があった．この実験ではそういった暗黙的な認知傾向の不一致を調整

していく必要があったと考えられる． 
	 続いて失敗ペアの事例を確認してみる．失敗ペアの場合は大きく分けて，お互いにルールが理解でき

なかった場合と，一方が他方のルールを理解していたにも関わらず失敗したという場合があった．作成

するルールが互いに理解できなかったというケース（ペア 1, 6, 10）での失敗は，一方の作ったルールの
複雑さに起因していたと思われる．例えばペア 1の一方のプレイヤは，合成的なルールを作成して，左
側の図形が移動前の部屋の位置を表わし（左上，右上，左下，右下にそれぞれ ， ， ， を割り

当て），右側の図形がそこからの移動方向を表わしていた（時計回りは ，半時計回りは ，留まる場

合に ）．このルールをパートナーは全体的なルールとして解釈しようとし続けたため，時間切れとな

ってしまった．複雑なルールを作ったプレイヤは，使用できる図形の数の制限から，位置と方向で重複

した図形を用いることになってしまったことがルールの難しさを生んだ原因と推測されるが，それ以外

にも失敗してしまった要因がある．それは，このプレイヤがゲームの最初からこのルールを完成形とし

て作成し，途中でこれを変更しようとはしなかったことである．このプレイヤは相手に自分のルールを

部分的に教えていくことがなかったわけではなかったが，ルールの枠組みを変更することはなかった． 
	 失敗事例として興味深いのは，一方が他方のルールを理解したにも関わらず，成功しなかったケース

である（ペア 9, 18）．ペア 9は，先手が送るメッセージ（ を左上， を右上， を左下，

を右下に割り当てた）を後手が現在位置として完全に理解したにも関わらず，先手のルールとは独自

のルールで行き先を指示し続けた．後手の発話の中には，自分が相手のルールを理解できたのだから，

相手も自分のルールを理解してくれることを期待するものがあった．また，別のケースになるが，途中

で自分のルールを変えると相手に混乱を与えるかもしれないという判断が働くこともあったようであ

る．ただ，この判断も，ペア 9のような事例では，自分の見積りほどに相手は自分のルールを理解して
いるわけではなかったことが伺える．このようなケースを実験中に観察していると，相手のルールをそ

っくり真似てしまう方が，メッセージの意味を理解してもらえるはずだという強い直感が働く．この模

倣については，計算モデルを用いた再現実験においても，相手のメッセージを模倣する仕組みを持って

いる方が，認知実験の結果をよく再現することが確認されている(森田・金野・橋本, 2011)． 
	 まとめると，ゲームの参加者は記号とその組み合わせに様々な意味付けを行ない，かつそのような状

況下で互いの意味を共有してコミュニケーションシステムを作成できたペアとできなかったペアに分

かれていたようである．記号への意味付けでは互いの認知傾向が一致していることが，意味の共有を円

滑に進める要因になっていたようである．またいくつかの事例から示唆されるのは，複雑なルールを始

めから完成形として作ると相手に理解されない可能性が高く，空間配置を利用したりしながら，単純な

ルールを相手の理解に合わせて段階的に作成していく方がうまくいっていたようである． 
 
4.5コミュニケーションシステムの形成を成功に導く行動傾向 
	 作られたコミュニケーションシステムの特徴分析からは，互いの認知傾向が揃っていることの重要性

が示唆された．我々はこういった認知傾向が暗黙的な行動傾向として表われており，それが課題のパフ

ォーマンスを向上させているのではないかと考え，いくつかの定量的な分析を行なった（Konno, Morita, 
and Hashimoto, 2012）．我々が暗黙的な行動傾向として分析したのは，移動した部屋の偏りと，使用し
た記号の偏り，そしてメッセージ交換の時間差の 3つである．移動した部屋は，それぞれのプレイヤが
ラウンドごとに移動した部屋の分布をとり，その分布の一様分布からの距離を測った(3)．これによって

プレイヤが部屋の移動をどれくらい偏らせていたかが分かる．さらに二人の偏りの相乗平均(4)をとり，

それを 1つのペアの移動した部屋の偏りとした．よってこの指標は二人が共に移動する部屋を偏らせて
いると大きな数値を持つようになる．使用した記号の偏りも同様の方法で数量化する．メッセージ交換

の時間差は，先手と後手のメッセージ送信の時間差の絶対値をとり，全てのラウンドで平均したものを

指標とした．この指標は，メッセージがスムースに交換されていれば数値が小さくなり，一方が長考す

るようなことがあれば数値が大きくなる．上記分析の具体的な手法については先に挙げた論文を参照い

ただくとして，ここではそれらの指標がパフォーマンスとどのような相関を持っていたのかを説明する． 
	 我々の予想は，移動する部屋や記号の偏りがあり，かつターンテイクがスムースな方が課題のパフォ

ーマンスは向上するというものである．3 つの指標はトライアル中の行動データから計算し，それぞれ
の数値と 3つのテスト課題のパフォーマンスとの相関を計算した．結果，移動した部屋の偏りについて
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は，TNMと TSMに有意な相関が確認され，TAMとの間には確認されなかった（r = .62, p < .01; r = .44, p < .05; 
r = .31, n.s.）．また使用した記号の偏りについては TSMとは有意な相関が確認されたが，TAMとは確認

されなかった（r = .48, p < .01; r = .29, n.s.）(5)．メッセージ交換の時間差についても，TSMとは有意な相

関が確認されたが，TAMとは確認されなかった（r = -0.60, p < .01; r = -.22, n.s.）．上記結果をまとめると，
それぞれの指標は TNMおよび TSMのパフォーマンスは説明するが，TAMのパフォーマンスは説明しなか

った．この結果は，暗黙的な行動傾向がコミュニケーションシステムの 3つの形成段階（図 4）の 1段
目と 2 段目の形成には寄与するが，3 段目の形成には寄与しなかったことを示唆している．成功ペアが
開始後ただちに移動する部屋の一致率を 0.5 程度にまで上げることができているのは，暗黙的な行動傾
向の調整によって，互いに上の部屋に行ったり特定の記号だけを使うようにしたりといった慣習的な行

動を成立させることができたからではないかと考えられる． 
	 暗黙的な行動傾向は，1 段目の慣習的な行動の成立や，2 段目の字義どおりの意味の成立に寄与して
いた．しかし，3 つ目の段階である役割分担（先手のメッセージが現在位置の意味を担い，後手のメッ
セージが行き先の意味を担う）の成立には寄与していなかった．コミュニケーションシステムが段階的

に成立するのであれば，2 段目で取り決められる記号システムに，3 段目を成立させる特徴があるので
はないかと考えられる．そこで我々は，部屋と記号の対応関係の曖昧さに着目し，その間の同義語と同

音異義語をカウントすることで，その曖昧さを指標化した（指標の詳細を付録に示す）． 
	 トライアルセッションのパフォーマンスの推移と比較するため，この曖昧さの指標に関しても成功ペ

アと失敗ペアに分けて，その推移をグラフ化した（図 5）(6)．ただし，この曖昧性の算出では 12ラウン
ドごとの推移を計算した(7)． 
 

 
 

図 5．トライアルセッションでの曖昧性指標の推移（12ラウンド） 
 
	 この図から，成功ペアと失敗ペアの曖昧性にはゲーム当初から大きな差があることが分かる．失敗ペ

アにおける 3つの期間の差を比較するための分散分析では有意な効果が確認された（F(2,12) = 10.50, p 
< .01）． Holm法による多重比較では，一番目と二番目の期間の間にのみ有意差があった（p < .05）．
失敗ペアもゲーム中に曖昧さを下げていってはいるが，最後の期間の曖昧さの平均は成功ペアの最初の

期間の曖昧さの平均に達していない． 
	 一方，成功ペアの 3つの期間の差を比較するための分散分析でも，有意な効果があった（F(2,24) = 13.45, 
p < .01）．また，Holm法による多重比較では，一番目と二番目の期間の間にのみ有意差が確認された（p 
< .05）．我々の予想では二番目の期間に曖昧性のない部屋と記号の対応関係が作られることで，3段目
に必要とされる役割分担の取り決めが成立するのではないかと考えたが，曖昧性はゲームの初期段階で

十分に低いことが分かった．そこで，トライアル中の最初の 12 ラウンドの曖昧性と，テストセッショ
ンのパフォーマンスとの相関を計算すると，TSM，TAM のそれぞれと有意な負の相関を持つことが確認

された（r = .-69, p < .01; r = -.60, p < .01）．この結果は，部屋と記号の対応関係をゲームの初期段階から
曖昧性なく割り当てているペアが，システム形成の最終段階を成功させる傾向にあったことを示してい

る． 
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5. 議論 
	 実験の結果から，コミュニケーションシステムの形成過程には 3つの段階があり，それぞれの段階は
慣習的な行動の成立，字義どおりの意味の成立，言外の意味の成立によって構成されていたと考えられ

る．またその過程では，暗黙的な行動傾向が慣習的な行動と字義どおりの意味の成立に寄与し，曖昧性

のない記号への意味付け傾向が，言外の意味の成立に寄与していた． 
	 実験によって得られた知見は，知識共創の基盤としてどのような意味を持つだろうか．我々は，実験

で作り出されたシステムを共創された知識として捉えることで，それらの知見を知識共創の過程そのも

のに対応付けることができると考えている．たとえば，組織的知識創造理論（SECIモデル）（野中・竹内, 
1996; 遠山, 2008）では，知識共創の過程を，暗黙知と形式知の変換のプロセスととらえる．この理論におい
て組織的な知識創造は，他者との共通の体験を通じて暗黙知が共同化（Socialization）され，その暗黙知
は表出化（Externalization）によって他者に伝達される．さらにその表出化された知識は連結化
（Combination）によって組織レベルの知識に変換され，その知識はまた個人的な体験を通じて，暗黙知
として内面化（Internalization）される．野中・竹内（1996）は，知識創造はこの過程の循環によって展開
されていくと説明する． 
	 我々の実験で得た３段階のプロセスは，SECIモデルが示す暗黙知と形式知の変換プロセスと対応付け
られるように見える．この対応を検討するために，ここでは具体的な知識創造のプロセスとして野中・

竹内（1996）によって詳述された松下電器産業（現，パナソニック）でのホームベーカリー（自動パン
焼き器）の新製品開発の事例を基に議論を進める．まずこの事例を（野中・竹内, 1996）に基づいてま
とめる．ホームベーカリーの新製品開発は 1985 年にスタートし，11 名のプロジェクトチームが編成さ
れた．このチームの目標はイージーリッチというコンセプトのもとでおいしいパンを自宅で簡単に作れ

る機械を開発することであった．この目標に対して最初に作成されたプロトタイプは，外は焼き過ぎで

中は生焼けというまったくの失敗作だった．この失敗を克服するために行なわれた暗黙知と形式知のモ

ード遷移は，まずソフトウェア担当者がプロのパン職人のもとへ行き，メモやマニュアルからではなく

観察と模倣からパン作りの暗黙知を会得（共同化）するところから始まった．しかし，会得された暗黙

知は，直ちに形式知へと変換されなかった．なぜなら，会得した知識をハードウェア開発の技術者に伝

えることが困難だったからである．ここで重要な役割を果たすのは，他の技術者たちが同じようにプロ

職人のもとを訪れて共通の体験（共同化）をしたことと，生地を練る動作の抽象的なイメージに「ひね

り伸ばし」という言葉を用いた（表出化した）ことである．共同化に基づく表出化は，ハードウェア技

術者の知識との連結化を生み，それは容器内部にうねを並べるという創造的技術に結実した．こうして

作られたプロトタイプが開発目標に沿うことを確認する過程で，形式知は個々人に暗黙知として内面化

されていき，それはコスト削減という次の課題に対する新たなモード遷移の素地となっていった． 
	 この一連の過程における暗黙知の共同化とイメージの表出化は，それぞれ，我々の実験において観察され

た慣習的行動の成立と字義通りの意味の成立と対応付けられる．我々の実験では暗黙的な行動傾向として，

移動する部屋や使用する記号を偏らせる傾向があり，それらの行動傾向がメッセージへの字義どおりの

意味付けを成立させる傾向を持っていた．この知見から「ひねり伸ばし」ということばは，その理解の

足掛かりとなるような暗黙的な行動傾向を伴って使用されたのではないかと考えられる．表出化を成功

させる要因として，暗黙的な行動傾向の分析が有効なのではないだろうか．  
	 また，「ひねり伸ばし」という表現が最初から完成された具体的な説明を持っていなかったことの効

果も，我々の実験で形成されたシステムの定性的な分析の知見（4.4 節）に照らすことで見えてくる．
定性的な分析では，複雑な表現を用いない方がうまくいった可能性を示唆する事例や，始めから詳細な

完成形を作成せずに徐々に記号を取り決めていく方が良かった可能性を示唆する事例が複数確認され

た．もし，具体的な説明が可能になるまで「ひねり伸ばし」という表現を使っていなかったとしたら，

他のメンバーの持つ暗黙知の効果的な表出化とそれに続く連結化は起こらなかったのではないだろう

か． 
	 さらに，製品開発の事例の中には出て来ないが，表出化および連結化の過程では，相手の表現をその

まま真似ることの有効性が指摘できる．実験の定性的な分析では，相手の表現を理解しながらも，自分

の表現を堅持することで失敗した事例があった．製品開発の過程においても，「ひねり伸ばし」という

表現を他のメンバーが模倣することが重要だったのではないかと考えられる． 
	 記号コミュニケーションシステムの形成過程に観察された 3つの段階を，製品開発における表出化か
ら連結化へのプロセスに対応付けてみる．すると，「ひねり伸ばし」の表出化がメンバーの持つ知識と
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の連結化を経て，容器に付けられたうねという創造的な技術に結実した過程には，暗黙的な行動傾向に

ガイドされた慣習的な行動の成立過程があり，さらに字義どおりの意味の取り決めが行なわれた後で，

その表現を使って言外の意味を取り決めた過程があったことが推測される． 
	 この対応付けから得られる 1つの重要な示唆は，その創造過程にあったのは，「ひねり伸ばし」とい
う表現がさまざまな意味（多義性）を持つように解釈されることで創造性が発揮されたという過程では

なく，「ひねり伸ばし」が指し示す対象（字義どおりの意味）は明らかでありながら，文脈や状況によ

って様々に異なる意図を伝えることができるようになったことで創造性が発揮された過程なのではな

いかということである．「ひねり伸ばし」ということばは，プロジェクトのメンバーにとってはプロの

パン職人が生地を練る方法を指し示しておりそこに曖昧性はなかった．その曖昧性のない表現をメンバ

ーが共有することによって，異なる文脈で使われたときにそこに乗せられる様々な意図を共有すること

が可能になり，それによってメンバー間の知識の連結化が進められたのではないだろうか．以上の考察

から我々は，目標に方向付けられた創造性は，1つのことばの意味を様々に解釈する過程からではなく，
字義どおりの意味が曖昧性なく共有された上で行なわれる言外の意味の取り決めを通じて発揮される

のではないかと考える． 
	 このように本研究で観察された実験は，統制された状況で行なわれたものであるのにも関わらず，現実の

知識創造のプロセスと共通性を持っている．しかし，我々の実験では創造性の発揮に関して言及できるこ

とは少ない．形成されたコミュニケーションシステムを共創された知識と捉えたとき，その知識は二人

の間だけでの新規性しか持ち得ていないからであり，知識変換の 4つのモードが繰り返し起こる過程を
観察できているのでもないからである．人工言語を共創する実験の枠組みの利点は，創造性を部分的に

扱いながら，参加者の経験状況をコントロールしつつ定量的な分析を可能にするところにある．今後は

この利点を活かしながら，現実に起こる知識共創を扱った実験を計画していくことが課題である． 
 
6. 結論 
	 人工言語の共創実験では，慣習的な行動の成立，字義どおりの意味の成立，そして言外の意味の成立

という 3つの段階が観察された．その形成過程の定性的な分析からは，パートナーと認知傾向が揃って
いることの重要性や複雑なシステムを完成形として作成せずに，パートナーと段階的に意味を取り決め

て行く方略の有効性が示唆された．また，定量的な分析からは，暗黙的な行動傾向が慣習的な行動の成

立や字義どおりの意味の成立に貢献し，曖昧性なく字義どおりの意味を取り決める傾向が言外の意味の

成立に貢献していたことが明らかになった． 
	 形成されたシステムを共創された知識に位置づけて，得られた知見を知識創造の具体的な事例に加え

られた SECIモデル（野中・竹内, 1996; 遠山, 2008）による分析と対応付けた．すると，暗黙的な行動
傾向や，意味を相手と段階的に取り決めた方が良いといった方略は，いずれも暗黙知の表出化と，それ

に続く連結化を成功に導く要因に対応していた．また，曖昧さのない字義どおりの意味の取り決めによ

って言外の意味が成立するという知見は，創造性の発揮が，表現の多義的な解釈を通じて行なわれると

いうよりは，字義どおりの意味を曖昧性なく取り決めた後に実現される言外の意味のやりとりにおいて

起こることの重要性を示唆していると考えられた． 
 
付録	 
部屋と記号の対応関係の曖昧さの指標を以下の手順で作成した．まず，分析対象となるラウンド期間

のデータに対して，移動前後の部屋と，左側，右側，左右を組み合わせた記号とのそれぞれの頻度分布
を作成する．これによって 6つの頻度分布が作成される（表 Aは，移動前の部屋の位置と左側の記号の
間の頻度分布の一例）．次に，作られた 6 つの頻度分布のそれぞれで，同義語と同音異義語（1 つの部
屋に対して複数の記号が使われる場合が同義語であり，同じ記号が複数の部屋に対して使われる場合が
同音異義語である）を足し合わせ，その数を頻度総数（つまりはラウンド数）で割る（表の場合は 10/12）．
すると，あるラウンド期間における同義語と同音異義語の発生比率が得られる．得られる 6つの比率の
うち，その最小値は，プレイヤの部屋に対する意味付け度合いを表わすことになる．最後に，それぞれ
のプレイヤの最小値の平均を算出する．この数値を，そのペアの部屋と記号の対応関係の曖昧さの指標
とした．  
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表 A．移動前の部屋の位置とメッセージの左側で使われた記号の頻度分布の一例 
 

 
 
注	 
(1) テストセッションでのパフォーマンスの分析ではペア 5 を除外した．それはこのペアが最後のテスト（TAM）におい

て，一方のプレイヤが一方的にトライアルセッションで作成したものとは明らかに異なるルールを作りはじめたことで，

著しくパフォーマンスを低下させたためである．  
(2) 正規化は，それぞれのペアの 5ラウンドごとの一致率の移動平均を計算した後で，全てのペアのラウンド数を，最も
多いラウンド数を持つペアに揃える方法で行なった．このとき，伸長によって欠損するデータは前ラウンドの数値とした．

この後の期間ごとの分散分析も，ラウンド数を揃えた後のデータに対して実施した．正規化したグラフに見られた特徴は，

もちろん全てのペアが同じ特徴を持っていることにはならない．しかし，全体の傾向としてどのような推移特徴があった

かを確認することはできる． 
(3) 分布間の距離はカルバック・ライブラーダイバージェンスによって数量化した． 
(4) 相乗平均を用いたのは，二人が共に偏らせている度合いを測るためである．相加平均では，一方の偏りが少ないケー
スを相乗平均よりも高く見積る特徴がある． 
(5) TNMではメッセージを交換していないので，使用した記号の偏りとターンテイクのスムースさの記述を除外した．し

かし，それぞれには共に有意な相関がなかった（r = .01, n.s.; r = -0.37, n.s.）． 
(6) 部屋と記号の曖昧さの指標の計算ではペア 20を除外した．これはペア 20の一方のプレイヤが，ある期間ずっと同じ
メッセージ（ブランク）を送ることで曖昧性が計算できない箇所が発生したためである． 
(7) 同義語と同音異義語を算出するには，パフォーマンスの推移を確認した際の 5 ラウンドでは少なすぎる． 記号シス
テムの特徴を測るには，二人の部屋の配置の全ての組み合わせの数に相当する 12ラウンドが必要と考えた． 
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地域のサードプレイスとしてのカフェ創出に関する研究 

－ソーシャル・キャピタルからの新たなサードプレイス像の検討－ 
Study on Creation of Cafe as Local Third Place 

－New Vision of Third Place Based on Social Capital－ 
 

小林重人，山田広明 

KOBAYASHI Shigeto，YAMADA Hiroaki 

 
北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 

School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology 
 

【要約】本論では若年者が地域社会と繋がるきっかけとなるサードプレイスの創出方法を，来場者のソ

ーシャル・キャピタルと居心地満足度の観点から検討を行う．社会実験として行われたカフェの来場者

に対するアンケート調査から，ソーシャル・キャピタルが低い若年者がマイプレイス型のサードプレイ

ス機能を求めていること，居心地満足度の高さがカフェにおける魅力的な地域資源の提供と関係してい

ることが明らかとなった．我々は，若年者に地域社会への関心を呼び起こす場として，若年者が求める

マイプレイス型の機能と，地域の資源を活用することで他者との交流を引き起こす Oldenburg 型の機能

とが両立する新たなサードプレイス像を提案する． 
 
【キーワード】サードプレイス，ソーシャル・キャピタル，カフェ，地域コミュニティ 
 
1. 地域社会におけるサードプレイス 

1.1. サードプレイスとは 
サードプレイスとは，都市社会学者の Oldenburg(1989)によって提唱され，自宅（ファーストプレイス）

や職場・学校（セカンドプレイス）とは異なる場所として定義される．その特徴は，カフェやバーのよ

うに，自宅や学校ではないにも関わらず，遊び心にあふれそこを利用する人々に家庭のような快適さと

いつもの仲間たちとの交流を提供する場所である．ゆえにカフェやバーといった「ある空間がサードプ

レイスである」のではなく，「ある空間がある人にとってはサードプレイスになる」(林田, 2011)のであ

る． 
1.2. サードプレイスの必要性 
Oldenburg がサードプレイスの重要性や必要性に着目した背景にはアメリカ社会におけるコミュニテ

ィの衰退がある．その原因のひとつとして Oldenburg(1989）は，近代工業化以降に生じた自宅と職場を

往復するだけというライフスタイルへの変化を挙げ，人々の関心がテレビ（自宅での娯楽）や消費へ向

いたことで，地域社会への参加や関心を制約していると指摘している．一方でサードプレイスの文化が

根付いている欧州では，イギリスのパブ，ドイツのビアガーデン，イタリアのカフェといった空間が地

域社会の拠点として機能し，コミュニティの形成に寄与していると主張する．その理由として，サード

プレイスにおける会話が地域の理解や人間関係を醸成させ，人間が本能的に求める人との繋がりや帰属

意識を満たすことができるからだと述べている．舟橋(2011)の Oldenburg が述べるサードプレイスの理

解においても「正常な社会における重要な社会的関係性と経験を提供し，福祉の感覚を保持させる」と

いう「社会関係」や「コミュニティ」「公共の場」といったキーワードが特徴的であることを指摘して

いる．しかしながら，先述したライフスタイルの変化に加えて，アメリカにおける都市のスプロール化

やサービスの質の低下から生じる居心地の悪い店の増加から Oldenburg が述べるところの地域社会のサ

ードプレイスは減少傾向にある．人々が社会と接するサードプレイスを持てなくなったことが，現代に

おける個人の孤立化やストレスの増大，社会における繋がりの欠如を加速させたと Oldenburg は主張し

ている．では，アメリカの状況を日本にも当てはめてサードプレイスの問題を考えることができるだろ

うか． 
1.3. サードプレイスを巡る議論 
久繁(2007)は都市開発の観点から日本の都市整備が住宅（ファーストプレイス）とオフィス（セカン

ドプレイス）の建設に偏重していることを指摘し，都市に集まった人々の多くが，住宅とオフィスを往
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復するだけの「心の豊かさや他者との交流に欠ける生活」を送っていると述べている．東京都が1997年
に，横浜市が2001年に実施した居心地の良い場所を問うアンケート調査の分析からも，半数以上の回答

者が自宅や友人宅以外に居心地の良い場所（サードプレイス）を持っていないことがわかっている．久

繁の指摘は，先述したアメリカにおけるライフスタイルの変化に起因するサードプレイスの減少と通じ

るものがあり，加えて都市のスプロール化のみならず整備された都市空間であってもサードプレイスと

なり得る場所が少ないことを示している．また久繁(2007)は，日本におけるサードプレイスは欧州にお

けるそれらとは違い，マイスペースや自分たちの憩いの場という性質が強いことを指摘している．事実，

サードプレイスという言葉を日本に輸入し，欧州でのサードプレイスを意識した店作りを行っているス

ターバックスにおいても，Oldenburgが述べるところのいつものお客同士がいつもの会話を楽しんでいる

光景はさほど見受けられない．本を片手に自分ひとりの時間を楽しんだり，勉強をしたり，同伴者とお

しゃべりに興ずる姿が散見される．娯楽の個人化は日本のカフェに限ったことではない．Putnam(2000)
は1980年から1993年にかけてアメリカのボーリング人口が10％増加したにも関わらずボーリング・リー

グの数が40％減少したことを見出した．この事実は，ひとりでボーリング場へ通う人口が増加した一方

で，ボーリング・リーグという社会的な交流の場が失われていることを物語っている． 
では，娯楽が個人化したことで人々は，地域社会との交流を放棄しようとしているのだろうか．ここ

にサードプレイスをひとりで利用している人でも地域社会との繋がりを求めているという興味深い事

例がある．Waxman(2006)は，コーヒーショップが人々を集める場として機能する要因が何であるかにつ

いて，タイプの異なる3つの店舗を対象に調査を実施した．それらのカフェが人々を引きつける要素と

して物理的な要素だけでなく，帰属意識を感じられるか，社会的な繋がりやサポートを得られるかなど

の社会的要素が重要であることを示した．そこではカフェにおいて会話なくひとりで座っているだけの

人でもカフェ内を観察したり，店員と簡単な挨拶をしたりするで，その場から社会的繋がりを感じてい

ることがわかっている． 

Putnam(2000)は，地域組織や団体への参加による諸個人間の結びつき－社会的ネットワーク，互酬性

の規範，信頼性－を社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）と定義し，アメリカの地域コミュニティ

の衰退とソーシャル・キャピタルの減少との関係を指摘した．Putnam(2000)は，アメリカにおいて社会

的な繋がりや市民参加の衰退といったソーシャル・キャピタルが減少した大きな原因に技術とメディア

の成長を挙げている．従来の街路，レストラン，タウンホールといった集合的経験からテレビのよう個

人経験に移行することで，人々は公共生活から大きく後退したのである．このPutnamの指摘は，先述し

たサードプレイスが減少したとされるOldenburgの説明と重なるものであり，日本におけるサードプレイ

スやソーシャル・キャピタルが減少した理由としても一部当てはまるものとなっている．こうした背景

から特に過疎地域でのまちづくりや地域再生のキー概念としてソーシャル・キャピタルが用いられ，い

かにしてソーシャル・キャピタルを再形成するかということが数多く論じられている(Ito, 2006)． 
1.4. サードプレイスを創出する試み 
そうした流れのひとつとして近年失われつつあるソーシャル・キャピタルを育む場として地域社会に

サードプレイスやまちの居場所を構築したり，発見したりしようとする動きが活発化している．その形

態は用途やサービス内容，立地，どれかひとつをとって見ても実に多種多様である．ニュータウンの空

き店舗を住民活動の拠点とした大阪府豊中市の「ひがしまち街角広場」(赤井, 2008)や新潟市中央区の商

店街の空き店舗を利用した「ワタミチ」(日本建築学会, 2010)といったフリースペースを構築したり，茨

城県下妻市ではプレイスメイキングという手法を用いて専門家と住民がまちなかに新たな交流の場を

作り出したりする試みも見られる(三友・渡, 2009)．その一方で，Oldenburg型のサードプレイスとは異

なった，必ずしも交流を求められることのない「自分が自分らしくいられる居場所」が求められている

のも事実である．東京都江戸川区にある親と子の談話室「とぽす」は，一人で訪れても自由にゆっくり

と過ごすことができる場所であるし(白根, 2001)，先述したようにチェーン系列のカフェ（スターバック

スやタリーズ）にはとりわけひとり気ままに過ごしたいお客が集まっており，その店舗数は日本とアメ

リカの双方で増加の一途をたどっている．こうした現象は，林田(2011)がオフィスワーカーにとって必

要だと述べる「仕事や仕事上の立場から逃れ，時には仕事や仕事場の立場を持ち出す」居場所になって

いると考えられる． 
 つまり，日本では必ずしもOldenburg型のサードプレイスが求められているわけではなく，Oldenburg
型のサードプレイスを創出することでソーシャル・キャピタルを高め，地域住民の居住満足度を高める

という短絡的な図式を描くことはできない．そこで我々は地域の問題解決に適した形のサードプレイス

IV 1-2



知識共創第 3 号 (2013)   

 

とはいかなるものかということについて，実際にサードプレイスを創出しようとする現場からその問題

について考えることとした． 
 
2. 石川県能美市におけるサードプレイス創出事業 

 2.1. サードプレイス創出事業の背景 
 石川県能美市は石川県南部に位置し，人口49,755人（2013年2月現在）の小都市である．日本各地の地

方都市が抱える少子高齢化の問題は人口増加を続けてきた能美市にも差し迫っており，20歳以上40歳未

満のいわゆる若年者人口は平成22年度に初めて転出超過となった．能美市が平成23年度に実施した市民

満足度調査(2012)でも20代は他の世代と比べて「このままずっと住み続けたい」が25ポイント以上低く

（45％），20代の半数以上が何かしらの形で能美市を離れることを考えている．市民からも政策として

の満足度が低く今後優先的に改善すべき項目として「定住化の促進」が挙げられるなど，若年者にとっ

て魅力と映るまちづくりや行政サービスに着手することが求められている．こうした問題を解決するひ

とつの方策として一部の市役所職員は，若年者にとって「集い，交流できる居心地の良い場所」が少な

いため能美市外へ流出し始めているのではないかという仮説を立て，政策提案事業として能美市内にサ

ードプレイスを創出することを試み始めた(平成23 年度 第3の生活拠点創出事業 年次報告書, 2012)． 
 2.2. サードプレイスとしてカフェが選ばれた経緯 

 まず仮説の確認と能美市近郊における若年者のライフスタイルや暮らしやすさについてその実態と

ニーズを明らかにするために平成 23年度に大規模なアンケート調査が実施された（有効回答数 1,158人）．

平成 23 年度の年次報告書から回答者の 98％が家や職場・学校以外で「居心地の良い場所」，「ほっと

できる場所」が「必要」もしくは「どちらかと言えば必要」と答えている．そうした場に必要なものと

して若年者で最も支持されたのは「人を気にしないでいられる」であり，次いで「自然が感じられる環

境」であった．一方で，能美市内で愛着のある場所はありますかという質問に対しては「ない」という

選択肢が最も多く選ばれ（20％），20 代に至っては 29％が「ない」と回答した．能美市で大切にした

い資源についても全体で「自然環境」（37％）や「九谷焼」（35％）が選ばれる中，10 代では「ない」

「わからない」と回答した人が合計で 52％，20 代でも 20％に上ることがわかった．これらの事実から

世代を問わずに居心地が良い場所が求められているが，若年者を中心に能美市内に愛着のある場所がな

く，また能美市の資源について関心が薄いことが推測される．そうした中で，若年者が市内にあったら

うれしいものとして最も挙げられたものが「カフェ」（15％）であった．まちなかにカフェが求められ

る傾向は能美市とほぼ同数の人口（44,092 人，2013 年 2 月現在）を持つ茨城県下妻市で実施された三友・

渡(2009)の調査とも同じ傾向であり，地方都市において地域住民がサードプレイスとして求めるものの

共通項として考えられる．カフェというのは歴史的に見ても社会的な交流や会話のための場として機能

しており(Pendergrast, 1999)，また多くのサードプレイスでは飲み物を提供することで社会的な場所とし

ての特性を引き出している(Oldenburg, 1989)， 
2.3. サードプレイス創出における難しさ 

 以上の調査結果をもとに「自然が感じられる環境」という条件を満たす「カフェ」において，主に若

年者を対象とした地域資源についての情報発信を実施することに至った．しかしながら，当初目的に掲

げていた「集い・交流できる居心地の良い場所」と人々が求める「人を気にしないでいられる場所」と

いう，相反する目的とニーズをどのようにバランスさせるかということについては結論には至っていな

い．鈴木(2011)は，サードプレイスとは個人が環境の中から見出して獲得して成立するものであり，計

画して作ることの難しさについて言及している．そしてできることは居場所になりやすい空間をつくる，

サポートすることだとも述べている．では，どのようなサポートがカフェ空間で行われるべきかという

ことについては，建築学や都市工学の分野を中心として空間設計と滞在評価や満足度との関係を調べる

といった研究(原田・木下，2004；山中，2005)が行われているが，集いや交流といった社会関係の文脈

から迫った研究は乏しい．今後能美市に限らずサードプレイスを創出しようとする自治体や団体にとっ

て，提供側と需要側がどのように地域のサードプレイスを作り出すかという問題は地域のサードプレイ

スがいかにあるべきかという問題と共に考え，解決しなくてはならないことである． 

 

3. 社会実験としての「ひょっこりカフェ」 

前章の経緯をもとに，能美市と第 3 の生活拠点創出実行委員会は，若年者を中心としたさまざまな世

代が集まり，交流できる居心地の良い場所の創出を目指した社会実験を行った．社会実験の目的は，市
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内の公共施設に期間限定で設けられたカフェが来場者の心的要因に与える影響を測定するとともに，市

内におけるサードプレイスのあり方やサードプレイスで地域資源を活かす方法を検証することである．

第 1 回の社会実験は 2012 年 7 月 28 日の 11:00～16:00 に能美市ふるさと交流研修センター「さらい」で

実施され，カフェの名前は「ひょっこりカフェ」と名付けられた． 
同センターは水田や畑といった自然に囲まれており，通常は主に研修やセミナーが行われる施設とし

て利用されている．カフェは同センターの宿泊者が利用する室内ラウンジと芝生が広がる中庭の屋外の

2 箇所に座席を設けて行われた．カフェの飲み物と食べ

物の提供には地元九谷焼の器が用いられ，メニューに

は能美市の特産品である柚子を用いたスイーツ，地元

産のはと麦茶が含まれた．また能美市がロシアのシェ

レホフ市と友好都市であるという関係からカフェスペ

ースではロシア語講座とロシア語のスタンプワークシ

ョップも同時に開催された． 
カフェ開催の周知は，「あなたの住む町に突然ひょ

っこりあらわれる居心地の良い場所」というコンセプ

トの下，口コミをはじめ，市広報誌や Facebook で宣伝

を行い，ひょっこりカフェのポスターやチラシは市内

外問わず配布された． 
 
4. 研究目的 
 本研究の目的は，地域社会における交流の場としてのサードプレイスの機能（Oldenburg 型）と自分

ひとりの時間を過ごせる場としてのサードプレイスの機能（マイプレイス型）がどのように有機的に結

びつくことで，若年者が地域に関心を持ち，地域社会と繋がるきっかけとなるサードプレイスを創出す

ることができるかという仮説を生成することである．この目的を明らかにするため，Oldenburg 型とマ

イプレイス型の双方の機能を併せ持たせることを狙ったカフェを実験的に創出して，以下の 3 つの課題

に取り組むこととした． 
1．来場者属性とソーシャル・キャピタル 

Oldenburg 型のサードプレイス機能を実現するには他者との交流目的を持った来場者がいること，マ

イプレイス型のサードプレイス機能を実現するには自分ひとりの時間を過ごしたい来場者がいること

求められる．つまり，サードプレイスにおいて実現したいコミュニケーションの形式に多様性があると

いうことである．そこで実験的に創出されたカフェが双方の機能を実現する前提を有しているのかを確

認する．具体的には来場者の来場目的が分散されていることが求められる．また創出されたカフェが地

域社会への関心や結びつきが弱い若年者を呼び込めているかについても確認する．地域社会への関心や

結びつきの測定は，来場者のソーシャル・キャピタルを数値化することで行う． 
2．来場者の居心地満足度 

Oldenburg 型のサードプレイス機能が自分ひとりの時間を過ごしたい来場者へ与える影響，マイプレ

イス型のサードプレイス機能が他者との交流目的を持った来場者へ与える影響を明らかにするため，コ

ミュニケーションに関する来場目的別にカフェの居心地満足度を調べる．そしてそれぞれの目的を持っ

た来場者がカフェにおいてどのようなものを評価しているのかを調べることで，ひょっこりカフェの魅

力を明らかにする． 
3．新たなコミュニケーションの発生とコミュニケーションの煩わしさ 

Oldenburg 型とマイプレイス型のサードプレイス機能が併存する中で，知らない他人や知人とのコミ

ュニケーションがどの程度生まれ，またどのように発生するのかを明らかにする．また，それらのコミ

ュニケーションの中で来場者が望まない，煩わしいと思うコミュニケーションが発生する可能性があり，

とりわけひとりの時間を過ごしたい来場者が知人や他者とのコミュニケーションをどのように感じる

かを明らかにする． 
コミュニケーションに関する来場者の目的と来場者のソーシャル・キャピタルを用いた上記 3 つの分

析を行うことで，Oldenburg 型とマイプレイス型のサードプレイスにおけるそれぞれの要素がどのよう

に互いの機能を高め，そして阻害するのかについて考察する．最後に両者の機能を活かす形で若者にと

って地域社会で魅力と映るサードプレイス像の創出に関する仮説と課題について述べる． 

図 1：ひょっこりカフェのオープンスペース
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5. 調査方法 

 5.1. 調査の概要 
 調査対象は，2012 年 7 月 28 日に「ひょっこりカフェ」に来場

した中学生以上の全ての来場者とした，質問紙調査法を実施した． 
 調査票は飲食物の注文を行った際に手渡しされ，注文を行った

全ての来場者に配布された．調査票を手渡す際に，調査票への記

入はカフェを利用している間に行うことが依頼された．また，調

査票への記入に協力した場合，お礼としてミニ団扇が贈呈される

旨が伝えられた．書き終わった調査票は配布場所脇に置かれた回

収箱に返却するよう依頼され，調査票の多くはカフェから退場す

る際に返却された． 
 調査票は中学生以上の全ての来場者である 59 名に配布され，

そのうち 57 名からの回答を得た．調査票の回収率は 96.6%であ

る．回収標本の概要は表 1 に示す通りである．  
 5.2. 調査票の構成  
 調査票の質問項目は，①居心地の良い場所に対する考え方，②

居心地満足度や来場目的などのひょっこりカフェ全体について，

③ひょっこりカフェでのコミュニケーションについて，④回答者

の人口統計学的属性について，⑤ソーシャル・キャピタルについ

て，の 5 つから構成した（表 2）． 
  

ソーシャル・キャピタルを聞く項目は，内閣府(2003)
の指標を援用し，「つきあい・交流」，「社会参加」，

「信頼」に属する質問項目を設け，このうち「つきあい・

交流」と「社会参加」に関わる 3 問を社会ネットワーク

指数（NI），「信頼」に関わる 2 問を社会信頼指数（TI）
という各指数にまとめ，二つの指数を合わせた指数とし

て社会関係資本指数（SCI）を構成した（図 2）．社会

関係資本指数は，社会ネットワーク指数と社会信頼指数

の各項目を 0-1 の得点に標準化し，それを足し合わせた

値として定義する．すなわち， 
社会関係資本指数（SCI） = 標準化 NI1 + 標準化 NI2 + 
標準化 NI3 + 標準化 TI1 + 標準化 TI2 
と定義する． 
 
 
6. 分析 
 6.1. 来場者の属性とソーシャル・キャピタル 
 まず来場者の目的を確認する．質問紙でコミュニケーションに関するカフェへの来場目的を三つの選

択肢から聞いた．結果は，同伴者との交流が 30 人（52.6%），他の来場者との交流が 7 人（12.3%），自

分の時間を過ごすが 18 人（31.6%）であった．交流目的は 64.9%，自分の時間を過ごす目的は 31.6%で

あり，サードプレイス機能として二つの目的が同等程度に求められていることが分かる． 

表 1：回収標本の概要 

人数（人）割合（％）
年齢
男 13 22.8
女 40 70.2

年齢
10歳代 4 7.0
20歳代 9 15.8
30歳代 26 45.6
40歳代 6 10.5
50歳代 5 8.8
60歳代 3 5.3

居住地
石川県能美市内 25 43.9
石川県内の能美
市以外の市町村 26 45.6
石川県外 2 3.5

職業
会社員 16 28.1
公務員 13 22.8
自営業 5 8.8
主婦 9 15.8
学生 4 7.0
その他 6 10.5

表 2：調査票のアンケート項目 

図 2：社会関係資本指数の構成 
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同伴者との交流 他の来場者との交流 自分の時間を過ごす

同伴者との交流(n=26) 他の来場者との交流(n=6) 自分の時間を過ごす(n=17)
平均得点 5.35 4.5 5.47
標準偏差 1.02 1.34 .95

％（人）
若年者（10-30代） 40代以上

同伴者との交流 54.1(20) 64.3(9)
他の来場者との交流 5.4(2) 21.4(3)
自分の時間を過ごす 40.5(15) 14.3(2)

 
 

 
 
 
 
 
次に，若年者がコミュニケーションに関してサードプレイスに

求めるものを検討するために，年齢別での来場者の目的を確認す

る．10 代から 30 代を若年者と考え，若年者と 40 代以上の目的を

比較したのが表 3 である．40 代以上では交流目的の割合が多く自

分の時間を過ごす目的は少ない（14.3%）が，10 代から 30 代の若

年者では自分の時間を過ごす目的が多い（40.5%）ことが分かる． 
年齢と社会関係資本指数（SCI，スコアは 0〜5 の実数）の関係

を調べるためにピアソンの積率相関係数を計算した．相関係数

は.61 であり有意な正の相関が見られた（t (44) = 5.11, p < .01）． 
図 3はコミュニケーションに関する来場目的別でのSCIの程度

である．他の来場者との交流が目的の者は平均得点が 3.70（標準偏差.57）と最も高く，次いで同伴者と

の交流目的の者が平均得点 2.75（標準偏差.82）と高く，自分の時間を過ごす目的の者が平均得点 2.57
（標準偏差.59）と最も低い．3 群による分散分析を行ったところ平均得点に有意差がみられた（F (2, 41) 
= 4.52, p < .05）． 
以上から，ひょっこりカフェの来場目的には，交流目的と自分の時間を過ごす目的の多様性があるこ

と，若年者は自分の時間を過ごす目的が多く 40 代以上の者は交流目的が多い傾向があることが分かる．

また，年齢が低いほど SCI が低い傾向にあること，同様に自分の時間を過ごす目的の者は交流目的の者

に比べて SCI が低い傾向にあることが分かる． 
  

6.2. 来場者の居心地満足度 

前節にてひょっこりカフェの来場者の属性，社会関係資本指数（SCI），コミュニケーションに関す

る来場目的に多様性があることがわかったが，属性や来場目的に共通性が少ない来場者たちがスペース

を共有する中で，カフェの居心地をどのように評価をしたのであろうか．表 4 は来場者全体の「ひょっ

こりカフェ」の居心地の分布を示したものである．選択肢は「非常に不満足」から「非常に満足」まで

の 7 段階のリッカート尺度である．表からは 40 名（78.4％）の来場者が満足の範囲に含まれる「やや満

足」，「かなり満足」，「非常に満足」のいずれかを選択していることがわかる． 
 

表 4：来場者全体のカフェの居心地に対する評価 

非常に不満足 不満足 やや不満足 どちらでもない やや満足 満足 非常に満足 合計
人数(人) 0 1 1 9 15 21 4 51
割合(%) 0.0% 2.0% 2.0% 17.6% 29.4% 41.2% 7.8% 100%  

 
次にコミュニケーションに関する来場目的によってカフェの居心地に対する評価に違いがあるかど

うかを調べるため，7 段階の尺度をそれぞれ 1 点から 7 点までの得点に変換し，各群の平均得点の差異

を分散分析によって確かめた．表 5 は 3 群の平均得点と標準偏差を示したものである．3 群による分散

分析の結果からは平均得点に有意な差は見られなかった（F（2, 46）= 2.03, p >.05）．各群間による多重

比較においても有意な差は確認されなかった．また，変換された居心地の得点と SCI との相関係数は 5％
水準で有意ではないものの.06 とほぼ無相関であった（t (39) = .38, p > .05）．これらの結果から来場目的

や SCI が異なっていてもカフェの居心地に対して全体的に満足度が高いことがわかった． 
 

表 5：コミュニケーションに関する来場目的別のカフェの居心地に対する評価 
 

 
 

表 3：年齢別のコミュニケーションに関する来場目的

図 3：来場目的別の社会関係資本指数
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同伴者との
交流(n=26)

他の来場者と
の交流(n=6)

自分の時間を
過ごす(n=17)

若年者
(n=35)

40代以上
(n=12)

地元の食材を使ったメニューを食べられる 15 4 12 21 3
地元の作家がつくった器を使って飲食できる 10 2 14 24 9
知り合いと出会いやすい 6 1 0 5 1
知らない人とおしゃべりしやすい 1 1 3 6 1

それでは，居心地の満足度の高さはカフェのどの部分からもたらされたものであろうか．表 6 は居心

地の満足度とカフェの雰囲気に対する評価との相関を示したものである．「静かな」以外のすべての項

目でカフェの居心地の良さと有意に正の相関があり，カフェの環境特性や景観の要素がカフェの居心地

に影響を与えていると考えられる．図 4 に示したのはカフェ全体の雰囲気に対する来場者の評価の平均

点である．すべての項目において評価の平均点がポジティブな範囲に位置していることがわかる．さら

にコミュニケーションに関する目的別で評価の違

いを見るために，こちらも三群によるそれぞれの項

目での評価の平均点の分散分析を行ったが，いずれ

の項目においても有意な差は確認されなかった． 

 
 
 
 
 
 
 
 
表 7 はチェーン店のカフェ（スターバックスなど）と比べてひょっこりカフェの方が良いと感じた点

について示したものである．来場者の半数以上は「地元の食材を使ったメニューを食べられる（62.7％）」

「地元作家のつくった器を使って飲食できる（54.9％）」の二つをひょっこりカフェの優位性として支

持していることがわかった．  
 

 
次に来場目的別と年代別で優位性の評価に違いがないかを調べたところ（表 8），同伴者との交流群

と自分の時間を過ごす群，そして若年者においても「地元の食材を使ったメニューを食べられる」と「地

元作家がつくった器を使って飲食できる」が遍く支持されていることを確認した．同伴者との交流群で

は，26 名中 6 名が「知り合いと出会いやすい」ことをひょっこりカフェの優位性と挙げていた．同項目

で自分の時間を過ごす群は 0 名であったものの，逆に 3 名が「知らない人とおしゃべりしやすい」こと

を優位性として挙げていた．同伴者との交流群と他の来場者との交流群で同項目を優位性として挙げた

のはそれぞれ 1 名ずつであった． 

 
 

 
 
 
 
 

 
居住地が市内にある来場者と市外にある来場者で分けてひょっこりカフェの優位性を分析したとこ

ろ，居住地が市内外に関わらず，地元の食材と器が支持されていることがわかった（表 9）． 

 
 
 

‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3

落ち着かない

親しみにくい

沈滞した

閉鎖的な

うるさい

野暮な

全体(n=47) 同伴者との交流(n=26)

他の来場者との交流(n=6) 自分の時間を過ごす(n=17)

解放的な

活気のある

静かな

落ち着く

親しみやすい

洗練された

図 4：カフェ全体の雰囲気に対する評価 

表 6：カフェの居心地の満足度と 
雰囲気に対する評価の相関 

洗練された .46 **
静かな .07

開放的な .42 **
活気のある .42 **
親しみやすい .68 **

落ち着く .64 **
** p  < .01

相関係数

表 7：チェーン店カフェと比べたひょっこりカフェの優位性（複数回答可） 

イベントに　
参加できる

地元の食材を使った　
メニューを食べられる

地元の作家がつくった
器を使って飲食できる

知り合いと　
出会いやすい

知らない人と　　　
おしゃべりしやすい

ひとりに　
なりやすい

アクセス
しやすい その他 ない

人数(人) 8 32 28 7 6 2 8 3 5
割合(%) 15.7% 62.7% 54.9% 13.7% 11.8% 3.9% 15.7% 5.9% 9.8%

表 8：来場目的別のチェーン店カフェと比べたひょっこりカフェの優位性（複数回答可，単位:人） 

表 9：居住地別のチェーン店カフェと比べたひょっこりカフェの優位性（複数回答可，単位:人） 
イベントに　
参加できる

地元の食材を使った　
メニューを食べられる

地元の作家がつくった
器を使って飲食できる

知り合いと　
出会いやすい

知らない人と　　　
おしゃべりしやすい

ひとりに　
なりやすい

アクセス
しやすい その他 ない

市内(n=25) 4 13 11 4 2 1 6 2 4

市外(n=28) 2 17 16 2 4 1 0 1 1
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6.3. 新たなコミュニケーションの発生とコミュニケーションの煩わしさ 
同伴者以外にひょっこりカフェで知り合いと会った人は 30 名（52.6％）であり，そのうち知り合いと

出会ったことが煩わしいと感じた来場者はひとりもいなかった．むしろ 30 名のうちの 27 名が知り合い

と出会ったことに対して「非常に嬉しい（11 名）」「かなり嬉しい（7 名）」「やや嬉しい（9 名）」

と回答した．次に知らない人とのコミュニケーションの発生について調べたところ，15 名（26.3％）が

知らない人とコミュニケーションをしたと回答した．15 名のうちそのコミュニケーションが煩わしいと

感じた人も皆無であり，全員が知らない人とのコミュニケーションについて「非常に嬉しい（3 名）」

「かなり嬉しい（4 名）」「やや嬉しい（8 名）」というポジティブな回答をした． 
 知らない人とのコミュニケーションが何をきっかけにして発生したかについては 9 名がカフェ内の食

器，飲み物，スイーツの話題がきっかけになったと答え，2 名がイベントワークショップへの参加がき

っかけになったと答えた．カフェでの知らない人とのコミュニケーションは，主催者が積極的に推し進

めたものではなく，いずれも自然に発生したものである．観察からは近くの席に座る，もしくは相席に

なるという物理的距離の近さからコミュニケーションが発生していることが見て取れた． 
 
7. 考察 

 7.1 ソーシャル・キャピタルの低い若年者を惹きつけた要因 

 若年者の来場者のうち74%（26名）が参加する地域活動が年に数回以下か全くない，64%（20名）が

所属している地域活動団体はないと回答したことから，ひょっこりカフェは狙った対象者である地域社

会への関心や活動への参加が低い若年者を呼び込めていると言える．しかし，来場した多くの若年者は

普段接点の薄い地域社会と繋がろうという目的ではなく，自分ひとりの時間を過ごす目的でひょっこり

カフェを訪れている．仮にひょっこりカフェが他者とのコミュニケーションを行う場という目的を強調

していたとするならば，今回来場したSCIの低い若年者はひょっこりカフェに訪れていない可能性が高

い．なぜなら彼らが求めているのはOldenburg型ではなくマイプレイス型のサードプレイスであるからだ．

このような意味において，サードプレイスを創出する当初から他者との交流の場であることを謳い過ぎ

ないことは，SCIの低い若年者をまずは地域の場に引き込むためには必要なことであろう． 
もうひとつSCIの低い若年者を引き込めた理由としてカフェが常設ではなかったことが挙げられる．

Oldenburg型のサードプレイス機能を強く持つためにはその場が常にあり，いつでも訪れることができる

ということが求められる．なぜならOldenburg型のサードプレイス機能の成立条件には「なじみ」の形成

が不可欠であり，ある程度限定的な利用者がその場に特定の意味を見出すことで人々の集まりを促すと

いう側面があるからだ(井川他，2005)．いったんその場に「なじみ」が形成されると新規の利用者がそ

の「なじみ」の中に溶け込むことは容易ではない．ましてや普段の生活において地域社会との接点に乏

しいSCIの低い若年者が地域の利用者と地域の場が強く結び着いた関係に入っていくことはさらに困難

を伴う．サードプレイスが常設でないことは，来場前から成立している人間関係を考慮しなくてはなら

ないという心理的負担を取り除くものである．ひょっこりカフェにまた来たいと思う要素について来場

者に尋ねたところ，21名が不定期開催であることを挙げ，常設開催を挙げた10名を上回る結果となった．

他にも2005-06年に新潟県中越地区で実施された「仮説de仮説カフェ」はあえて常設にしないことで，閉

鎖的である日常コミュニティから一時的に避難できる居場所としての役割を果たすことに成功してい

る(岩佐, 2008)．開かれたサードプレイスであることは，SCIの低い地域の若年者だけではなく市外の居

住者にとっても心理的なアクセスのしやすさを高めていると考えられる．しかし，イベント的であるが

ゆえにその場でのコミュニケーションが継続的なものになりにくく，ソーシャル・キャピタルを醸成に

しくいというデメリットも持ち合わせている． 
 こうした設置形態以外にSCIの低い若年者と能美市外の居住者を呼び込めた要素として，ひょっこり

カフェがチェーン店カフェにはない優位性を持ち合わせていたことが挙げられる．具体的には九谷焼や

地元の特産品を用いるといった能美市の魅力的な資源の提供である．それらの優位性によって来場者の

居心地の良さが高められている可能性がある．市外居住者だけではなくSCIが低い若年者が地元の食材

や器を評価していることは，地域の資源の発見やその良さに気づくきっかけとなった可能性がある． 
 7.2 Oldenburg 型とマイプレイス型サードプレイス機能のバランス 

では，コミュニケーションに関する来場目的が異なる来場者の双方がひょっこりカフェにおいて共に

居心地の良さを感じられたのはどのような理由が考えられるのだろうか．ひとつに来場者同士の会話が

ひとりで過ごしたい来場者の妨げとならなかったこと，逆にひとりで過ごしたい来場者の存在が来場者
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STEP1:

若年者を引き寄せ，かつ，マイプレイス型目的も
Oldenburg型目的も達成できる場所を作る.

STEP2:
他者とのコミュニケーションがおこる仕掛けを作る
仕掛け：座席，カフェの飲食物，ワークショップ

STEP3:

カフェの運営に若年者が参加できる仕組みを作
り，地域関与の実感を若年者に醸成する．

済

計画

計画

同士の会話をする上で懸念材料をならなかったことが考えられる．これは各々の来場目的を持った来場

者の比にも拠るものでもあるが，カフェ空間（雰囲気）を開催側がどのように作るかということにも拠

る問題である．「解放的な」「親しみやすい」「活気のある」という交流を促進させると考えられ

る要素と「落ち着き」「洗練された」「静かな」というひとりの時間を過ごす上で重要と考えられ

る要素が実現できていることが，双方の居心地の満足度のバランスが取れている要因であろう． 
 これまで来場者が求めるそれぞれの目的をひょっこりカフェが実現できている可能性について示し

てきたが，例えば主催者側が望む地域社会への関心や参加を高める場となるようなことは起こっている

のであろうか．知らない人との交流した来場者（14名）のうち，自分の時間を過ごす目的の来場者で知

らない人と交流したのは1名だけであり，そのほとんどは同伴者との交流目的（9名/14名）と他の来場者

との交流目的（4名/14名）の来場者であった．しかし表8で示したように自分の時間を過ごす目的の来場

者の中にはひょっこりカフェが知らない人とおしゃべりをしやすいと感じている人がいることから，何

かしらのきっかけで他者との交流が発生する仕掛けを行うことで，来場者同士に新たな交流が生まれる

可能性がある．それは実際にコミュニケーションが発生した相席を利用する方法や，話題のきっかけと

なったメニューや器などにより特徴を持たせるという方法が考えられる． 
 7.3 新しいサードプレイス像の提案 

 以上の考察から我々は社会関係資本指数（SCI）が低い若年者にとって居心地が良く，かつ地域社会

への関心と参加を生み出す場として図5のような3段階による新たなサードプレイスの提案を行う． 
 STEP1では常設や交流が生まれやすい雰囲気をあえて目指さず，地域資源を活かす形でSCIの低い若年

者を地域の場に引き寄せる．分析結果からは次のことが支持されている．若年者を引き寄せることは，

自分の時間を過ごせる場所を作ること，常設ではないカフェ（人間関係が固定されていない開かれた場

所）を作ること，地域の資源や良さに触れるきっかけを作ることで実現できている．また多様な目的を

両立させることは，異なる目的の達成が互いに阻害されない環境を作ること，開放的な雰囲気と落ち着

きのある雰囲気を両立する環境を作ることで実現できている．つまりSTEP1は現状で実現できている． 
 STEP2では，マイプレイス型のカフェでは起こりにくい他者

との交流を起こす方策として人為的な小さな仕掛けを設計する．

分析結果から，仕掛けとして座席の位置関係やカフェの飲食物，

ワークショップを工夫した自然なコミュニケーションのきっか

けを設計すること有効であることが示唆された．STEP2により，

Oldenburg型とマイプレイス型の機能を持ったサードプレイス

が実現され，若年者に他者との交流を通した地域社会への関心

を持つきっかけが生み出される． 
 生み出された地域への関心を増幅する仕組みとして，カフェ

の運営という地域社会への関与の窓口を作り出し地域関与の実

感を若年者に醸成する事が有効であると考える（STEP3）．

STEP3の実現可能性は検討すべきであるが，2012年11月に開催

された第2回のひょっこりカフェで実施したアンケートでは，全

回答者の20.5％（32名）が，機会があればカフェの運営に協力

したいと答えており，十分に実現の可能があると考える． 
 
8. 結論 
 本論では，若年者が地域社会に関心を持ち繋がるきっかけとなるサードプレイスの創出という目的の

もと，交流の場としてのサードプレイス機能（Oldenburg 型）と自分の時間を過ごす場としてのサード

プレイス機能（マイプレイス型）を有機的に結びつける新たなサードプレイス像の検討を行った．新た

なサードプレイス像を念頭に実験的に創出されたカフェの分析から次のことが分かった．1.来場者属性

とソーシャル・キャピタル：カフェの来場目的には多様性があり，若年者は自分の時間を過ごす目的の

割合が多く，年齢が低いほど社会関係資本指数（SCI）が低い．2.来場者の居心地満足度：来場目的や

SCI に依らずに来場者の居心地満足度は高く，カフェに対する印象評価も同様に高い，また多くの来場

者が地元の作家の器を使えること地元の食材を味わえることを評価している．3.新たなコミュニケーシ

ョンの発生：知らない人とコミュニケーションが発生したきっかけは，カフェの飲食物について話題や

ワークショップへの参加などの自然発生的な要因である． 

図 5：目指すサードプレイス像実現のため

のロードマップ 
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 以上の結果から次のことが示唆される．若年者を惹きつけるサードプレイスを創出するためには，自

分の時間を過ごせる場所を作る事，人間関係が完全に固定されていない開かれた場所（例えば常設では

ないカフェ）を創出すること，地域の資源や良さに触れるきっかけを作ることが有効である（7.1）．ま

た，他者との交流目的と自分の時間を過ごす目的を両立させるサードプレイスを創出するためには，双

方の目的が互いに阻害されない環境を作ること，開放的な雰囲気と落ち着きのある雰囲気を両立させる

ことが有効である（7.2）．更に，カフェの飲食物やワークショップを工夫し自然なコミュニケーション

のきっかけを設計することで，自分の時間を過ごす目的で集った若年者に対しても，他者とのコミュニ

ケーションを誘発できる可能性がある（7.2）． 
結果と考察を踏まえ，我々は，ソーシャル・キャピタルが低い若年者に地域社会への関心と参加を生

み出す新たなサードプレイス像を提案する（図 5）．そのアイデアの核心は，自分の時間を過ごすとい

うマイプレイス型のサードプレイス機能と，地縁的に近しい人々と交流するという Oldenburg 型のサー

ドプレイス機能が両立する空間を作り出し，その空間の中に自分の時間を過ごすという目的から他者と

の交流という目的への偶然の逸脱を引き起こすきっかけを埋め込むことにある．我々は，伝統工芸や地

場の食材といった地域で共有されてきた資源に触れる機会を空間内に配置することで他者との交流の

きっかけを作り出すことが可能であると考える．また生み出された地域への関心を増幅する仕組みとし

て，カフェの運営という地域社会への関与の窓口を提供し，若年者と地域社会との間に関係を作り出す

ことが有効であると考える．以上の意図のもと設計したカフェを実施し，若年者の地域に対する意識変

容を評価することと，彼らを取り巻く地域社会との関係の変化を明らかにすることが次なる課題である． 
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【要約】現代アートにおいては，受容者が作品に美もしくは価値を見出す過程も作品を構成する重要な

要素である．本研究では，作品の美もしくは価値を記述した「レビュー（review）」を記述する方式と

して，知識構築法（Knowledge Building Method: KBM）を応用することを提案する． 
 

【キーワード】知識構築法，レビュー，現代アート 
 
1. はじめに 

現代アートにおいては，受容者が作品に美もしくは価値を見出す過程も作品を構成する重要な要素で

ある．本研究では，作品の美もしくは価値を記述したデータを「レビュー（review）」とする．これは

作品を価値づける上で重要な役割を果たすメタデータである．産出されたレビューは，インターネット

などを通じて短期間に共有され，その評価が行われる．それはイノベーションの普及過程曲線と似たも

のとなることが仮定できよう．本研究では，レビュー執筆者（レビュアー）の養成およびレビュー記述

方式に知識構築法（Knowledge Building Method: KBM）を応用する．KBM では，メタ認知による思考を，

タグを付与し記述する．タグの構造は，執筆者の思考過程の中で逐次構造変換・編集することができる．

この機能を用いることで，現代アートを解釈する多様な視点・概念をレビューに取り込み，記述するこ

とができる． 
本研究では，現代アートのレビューという探索的な思索の過程を記載するフォーマットを作成し，そ

のフォーマットに基づいたレビュアー教育の方策の提案を行う． 
ここで提案するレビューという概念は，美術評論や美術批評とは若干異なる．多くの美術評論，批評

はそのものが文学的な作品性を帯びている．しかし，ここで提案するレビューは作品についてのメタデ

ータであり，各人の価値を記述するものである．各人が価値を見出したことを社会的に共有するための

ものであり，同じ作品であっても，レビューによってその作品の価値は新たに生じることになる． 
図 1 にレビューの普及過程曲線を示す．これは Rogers（1983）が提唱した S 字曲線（S-curve）モデルを

レビューの普及過程に応用し，仮説したものである．Rogers の S 字曲線はイノベーションの普及過程を

表しているものであるが，新たに提出されたレビューは，イノベーションと同じように捉える事ができ

るだろう． 
 

 
図 1：レビューの普及過程曲線 
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2. 先行研究 

一般的に，美術批評は美術作品の価値を判断し，それを通して人間の創造活動の本質を明らかにしよ

うとする営み」であるとされる．ただし，この定義は必ずしも包括的なものではない．川田（1989）に

よると，「今日的な美術批評は 18 世紀のフランスアカデミーの会員を中心にルーブル宮の一室で始ま

った展覧会「サロン」展についてのディドロの批評にさかのぼる」といわれる．この時期のフランスで

は個展や公募展が頻繁に開催されていた．当時台頭してきた新聞や雑誌といったマスメディアは，個展

や公募展の美術批評をこぞって掲載した．このように，マスメディアと美術評論，批評の関係は密接な

ものであり，今日のメディア環境の変化の中で，本来美術評論，批評のあり方も変化するのが必然であ

るといえよう． 
美術批評家のロジャー・フライは，「フォーマリズム」と呼ばれる批評のメソッドを提案した．フォ

ームと客観性を核とするフライの批評は，それまでの伝記を中心とした批評や文学的な印象批評とは一

線を画していた． 
ロジャー・フライは，セザンヌを英国において初めて本格的に紹介した美術批評家であり，セザンヌ

の他，マティス，ゴーギャン，ピカソなど，同時期に現れた芸術家群を「ポスト印象派」と名付けたこ

とでも知られる．「ポスト印象派」と総称された画家には多様な理念と作風があったため，彼らの作品

を一度に理解するためには，異質なものを水平に並べて評価できる基準が必要だった（要，2005）． 
現代においても，「現代アート」の名のもとに多種多様な理念と作風をもつ作家が一括りにされてい

る．その一方で，現代アート界の中では細分化と専門化が進んでいる．特に現代アートは，その価値の理解

と共有が困難な，村上隆（2006）のいうハイコンテクストかつローインパクトな作品も多い．現代アート作

品に対し，多様な分野の専門家もしくは非専門家が協働して検討し，価値付けを行うためには一定の形式が

必要だと考える．しかし，現在はそのような美術批評のメソッドが確立されていないのが現状である． 
ここで，ロジャー・フライのフォーマリズムと本研究で提案する知識構築法の違いを明らかにしてお

く．フライは，「公平無私に作品の内的な情報だけを記述しようとし，そして作品の背景となる思想や，

物語といった主題・内容よりも，画面上の構築物に目を向けた」（要，2006）．つまり，フライのフォ

ーマリズムは，作品の背景の情報を切り落とすことによってより客観的な作品のみの評価を行うという

ものであった．それに対し，本研究で提案する知識構築法は，作品の主題など背景となる様々な情報を

も包含し，客観と主観を明確に分け，他者と共有しやすい形で整理することを意図している．このこと

によって，レビュアーによって記されたレビューもまた，メタデータとして作品の構成要素となり，参

照しやすい形で後世に伝えられていく．ハイコンテクスト，つまり豊富な背景知識がないと理解できな

いとされる現代アートの理解と共有を促進するためには，知識構築法が有効であると考える． 
 
3. データとメタデータの違い 

データとメタデータの違いについて，ここで確認しておきたい．本研究では，美術作品そのものをデ

ータと考える．作品はそれ自体で様々な情報を含んでいるが，それを読みとるのは鑑賞者である．その

作品に説明を加えるものが，メタデータである． 
メタデータには様々な層がある．例えば展覧会の絵画の場合，何という作品名で，誰によっていつに

描かれ，どのような画材が用いられ，大きさが縦横どれくらいあるのか，ということは基本的な層のメ

タデータである．それが売品の場合は価格が，既に誰かに所蔵されているものなら所蔵者が表示される．

作者自身もしくは展示者によって解説が加えられることもあるだろう．そうした解説もまた，基本的な

データの層に重ねられるメタデータである．展覧会を訪れた鑑賞者は，作品（データ）と，同時に表示

されたメタデータを総合して作品に批評を加える． 
批評には，個人が頭の中で考えたことも，それを口から発した言葉も，書き表したものも含まれる．

また，書き表した批評を公開するメディアも様々である．それらの批評もまた，メタデータである．そ

の後の鑑賞者は，公開された批評というメタデータ込みで作品を鑑賞し，さらに批評を加えていく． 
メタデータは時を経るごとに何層にも形成され，作品の価値を変化させる．例えば，影響力のある人物

によって加えられた批評によって，歴史上の作品の評価が大きく変わることもある．作品に美もしくは

価値を見出す過程も作品を構成する重要な要素であり，鑑賞者も含めて美術作品の創造に参加している

のである． 
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4. 知識構築法の応用 
伊藤（2009）は，学習方略としての言語化の効果について，教える側の学習効果に着目した Tutoring, 

自己説明，協調学習の学習メカニズムを統合した言語化による学習の目標達成モデルを提案している． 
学習方略としての言語化の目標達成モデルは，3 つのプロセス，「知識陳述」「認知的葛藤」「知識

構築」からなると指摘している．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
に内的な活動を繰り返すサイクルである．認知的葛藤は，言語化の成果物を他者とのインタラクション
を通じて吟味するなかで葛藤状態（メンタルモデルのずれの認知，他者との違いの認知，誤りの認知な
ど）に直面し，その葛藤状態の解消を目標とした知識構築サイクルへとつなげるプロセスである． 
知識構築サイクルで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考えを外化すると

いう言語化目標とは質的に異なっている． 
 この学習方略としての言語化の目標達成モデルを基にして，池田らは知識構築法（Knowledge Building 
Method）としてリフレクティブな教育方法論として展開した（藤井ら，2010）（崔ら，2011)． 
本研究では，知識構築法の言語化を通じた目標達成モデルの枠組みを基に，現代アートのレビューを

「エビデンス」「リーズン」「結論」という構成で記載することを提案する． 

アート評論（批評）には長い歴史があり，その理論・枠組みの蓄積がある．そのため，リーズンをど

のように記載していくべきかが重要な問題であるとともに，既出の批評理論・枠組みを活用するのみな

らず，自らが思考することを通じて，新たな価値観を創出することも重要である．リーズンの記載のタ

グをレビュアーが構築していくことを可能とすることで，思考の枠組みを常に変容させ，視点を転換す

ることを促す思考支援を実現する．その点でいえば，池田らの知識構築法が複数の思考（自己内思考，

他者思考）を前提としているのに対して，レビュー教育においては他者性を必ずしも要求しないという

ことで異なる．レビュー作成はあくまで内的な行為に依拠するものであり，自己内での探索的な行為を

支援するものである． 
 
5. レビュー教育の意義 

本研究の意義は，現代アートのレビュー作成能力を，知識構成法というメソッドに則ったシステムを

構築することで高めることにある． 
ただし，レビューの思考方法およびその記録方法を規定することによって，「型に嵌った思考になる

のではないか」，すなわち，レビュアーの自由な思考や解釈が阻害されるのではないかという議論もあ

るだろう．確かに，美術批評にはそれ自体が文学作品として成立しているものもある．構成を予め決め

るということで，文学的な表現は制約を受けるであろう．個人の主観に基づき，読者の感性に訴えかけ

る文学作品としてのレビューの存在も，もちろん重要である． 
しかし本研究では，批評を一定の形式のレビューとして書き表す方法を教育することによって，2 つ

の効果を期待する． 
1 つ目は，レビュアーに対する思考の支援である．本研究は，視点を転換することを支援する思考支

援研究の 1 つである（図 2）．視点の転換を是とする理由は，より多様な角度からのレビュー生成を促

すためである．美術作品を鑑賞した時に鑑賞者の内部に生じた「感想」を，知識構築法というメソッド

に則って鑑賞者自身が再検討することによって自己内での対話が生まれ，思考が深まると共に様々な角

度からの検討が加えられる．知識構築法による視点の転換は，鑑賞者の直感に基づくオリジナリティを

損なうものではなく，直感からより思考を深め，広げるための支援なのである． 
2 つ目は，レビューの共有の支援である．レビューを一定の形式で共有することにより，レビューの

読者にレビュアーの意図する内容を正確に伝えることができる．レビューの上に重なるレビューの生成

を促すことになる．一定の形式に沿った形で文書を作成し，共有するということは研究論文とも共通す

る．研究論文の場合も，形式の存在は著者の思考を促し，読者による参照を容易にするものであり，論

文自体のオリジナリティを阻害するものではない．他者に参照しやすくすることにより，元の論文を下

敷きに更に論文が生成されるという点も，今回提案するレビュアー教育と共通する． 
知識構築法は他の分野の文書構築教育にも活用できる．分野ごとの構成や扱うエビデンス，リーズン

の共通性と差異を意識して議論をすることで，より知識の共創が活性化されるものと考える． 
 

IV 2-3



知識共創第 3 号 (2013)   

 

 
図 2：内的な探索の支援を意図した KBM 
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日本における科学者の責任論の議論の系譜とその課題： 

省察に注目した解決策の考察 
A review of responsibility of Scientists in Japan 

 

大河 雅奈 
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北陸先端科学技術大学院大学 
Japan Advanced Institute of Science and Technology 

 

【要約】本稿では日本の科学者の責任論をレビューし，課題とその解決策を考察した．「科学者」「責

任」「倫理」などのキーワードの論文を収集して読み込んだ結果，責任論にはいくつかの系統の議論が

独立に存在し，それぞれの系統をまたぐ論点が落ちやすいことや，社会の影響によって責任の内容や課

題が変化しているにも関わらず，制度・教育改革といった科学者の実際的な行動が遅れる傾向があるこ

とが指摘された．本稿では，科学者の行動を促すため方策として，科学者が責任に対する信念や価値観

を変容していく必要性をとりあげ，「省察」を行う重要性を指摘した．  

 

【キーワード】科学者の責任論 科学者の社会的責任 省察 

 

1. はじめに 

2011 年に起きた東日本大震災は，原発問題を中心に，科学者の社会からの信頼のあり方を根底から揺

さぶった．このような状況を受け，科学と社会の間の信頼と，今後の科学者のあり方を見いだすために，

科学者の責任論の再考が行われている(1)． 

これまでの科学者の責任論をみると，不正問題を中心とした，科学者の科学者に対する倫理や責任を

扱う内部責任と，科学者の社会に対する倫理や責任を扱う外部責任が議論されてきた．これらの二つの

責任論は，双方とも科学者が何をすべきか，という規範や責任を論じているにも関わらず，別のものと

して認識され，この二つの責任論を統括して今後の対策を論じた研究はあまり多くない．また，二つの

責任論について触れている研究や文献であったとしても，どちらか一方の責任論に主眼が置かれること

が多く，二つの責任論の先行研究を十分に検討した上で今後の対策が論じられることは，筆者が見る限

りきわめて尐ない(2)．このため，双方をまたがる課題が見落とされやすい可能性がある．さらに，外部

責任論については，いくつかの立場や系譜の議論が存在し，接点や連続性が低いことが指摘されている

(藤垣・廣野, 2008；廣重・吉岡, 2012)．過去に現在の問題点と同じ構造が隠れているとするならば，そ

の反省や問題点を踏まえなくては，社会との信頼関係を構築することはできない． 

科学者の責任論の再考が進む今，日本における科学者の責任論の歴史的な変化を内部責任・外部責任

を通じて検討し，議論するための土台を作ること，またその土台を踏まえて二つの責任論を統括した課

題を見出す必要性は高いと考えられる．本稿では内部責任・外部責任の議論をレビューしたうえで，課

題を提示し，その解決策を探りたい． 

 

 

2. 科学者の責任論 

2.1 定義とレビューの方法 

まずは本稿が対象とする「科学者」と「責任」の定義と範囲を簡潔に提示しておきたい．本稿で想定

している「科学者」とは，研究と論文生産を主な仕事としている職業科学者であり，なかでも自然科学・

工学分野の科学者をさす．これらの科学者は大学，研究所に勤めていることを前提とする．科学者の責

任論では，技術者や，企業に勤める研究者を含む場合もあるものの，本稿ではより責任の所在や内容が

見えにくい大学や研究所の（いわゆるアカデミック・サイエンスの）「科学者」に限定した． 

また，本稿では責任を「なんらかの行動や決定の結果に関し，他者に対する応答として生じる任務」

と簡潔に定義する．責任と関連した用語として，倫理・規範・道徳あるいは役割というキーワードもあ

る．これらは科学者の責任の判断基準として提示されることが多いため，これらのキーワードをもつ文

献をレビューの範囲に収めた． 
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本稿では，日本語文献を対象に，「研究者」「科学者」の「責任」「倫理」「規範」「道徳」「役割」

というキーワードをタイトル・アブストラクトに含む著書・文献・論文を Cinii や Google などの検索サ

イトで検索し，文献を収集するとともに，その参照・関連論文を収集した．その結果，本稿の範囲に当

てはまるものが 140 編以上収集された．これらの文献を読み込むことにより，レビューを行った． 

なお，関係する分野として技術者を中心とした責任論や倫理がある．これらは科学者の責任論と関連

性があり，一部は重複しているものの，歴史的な系譜や扱う範囲が異なる(3)
 ．本稿では議論の範囲を明

確にするため，技術者の倫理は扱わなかった．関連するほかの分野としては，環境倫理や生命倫理など

の個別の分野について論じる倫理や責任論もある．これらは「遺伝子組み換え」といった比較的限定さ

れたテーマに結びついて議論が展開されている．本稿では各論に入り込んだ文献は参照せず，あくまで

科学者全体の責任論の動向を記述した． 

科学者の責任論に関係する議論は，上記の条件による検索以外でも幅広く存在する．タイトルやアブ

スラクトに上記キーワードを含んでいない場合でも，考察で科学者の規範や責任を論じる文献も多い．

しかしながら，そのような論文は幅広く存在し，検索・収集する際の基準を見出すのが困難であった．

話題が筆者の主観によって偏ることを避けるため，本稿ではこのような文献は除外した． 

 

2.2 内部責任論 

前述したように，科学者の責任論は内部責任・外部責任が独立して議論されてきた．まずは内部責任

論について，定義や歴史，議論の内容などを見ていく． 

内部責任とは，科学者共同体の内部で通用する，科学者の科学者に対する職業倫理のことである．内

部責任では，「不正を行わないこと」が科学者の責任であるとされ，不正の現状と対策が議論されてき

た．科学者の不正には，アメリカで大きく二つの定義が存在する．ひとつは米国連邦政府や研究公正局

の定義であり「ねつ造・偽造・盗用(FFP)」の三つを指している(ステネック, 2005)．ここでいう捏造と

はデータや結果のでっち上げであり，改ざんは装置の不正な操作やデータ書き換えや恣意的な無視，盗

用はデータやアイデアを，出典を明示せずに引用することである．一方，米国公衆衛生局は「科学の不

正行為は，捏造・偽造・盗用，あるいは科学界での研究の申請・実行・報告などの際に一般に受け入れ

られている共通事項からの著しい逸脱行為を意味する」という表現をとり，広い定義を採用している(山

崎, 2002)． 

日本学術会議では，「ミスコンダクト」を次のように定義している．「捏造(Fabrication)，改ざん

(Falsification)，盗用(Plagiarism)(FFP)を中心とした，科学研究の遂行上における非倫理的行為を指してい

る」．不正ではなく「ミスコンダクト」と呼ぶのは，不法性や違法性よりも倫理性を重視し，社会規範

からの逸脱行為も視野に入れるためである(日本学術会議, 2005)．このように不正の範囲や言葉使いには，

多尐のばらつきがある．ただし，どの定義においても，常識的な注意を十分に払ったうえでの過失は不

正に含めていない． 

ステネック(Steneck)は研究者の行動を「意図的な不正行為」と「責任ある研究活動」にわけ，その間

にグレーゾーンが連続的に広がるというモデルを提案している(Steneck, 2006)．このグレーゾーンは，組

織や道徳によって判断が割れることのある「疑わしい行動」である．「疑わしい行動」にはデータの恣

意的な取捨選択，実験ノートや試料の不適切な扱い， 二重投稿・自己剽窃，オーサーシップの不適切

な表示，以前発表した内容と異なる研究結果の秘匿，研究費の使用に関する不正，研究の中立性の喪失，

知的所有権の侵害，被験者や実験動物の不適切な扱い，環境や人々の健康に影響を及ぼすような行為，

各種ハラスメント，新規性の詐称，表現上の不適切性（誇張・レトリックなど），ガイドライン違反な

どが含まれている． 

上記のような不正は，近代科学の誕生以降しばしば発覚してきた．しかし，社会問題として大きく取

り上げられたのは 1980 年代以降である．きっかけは，1980 年代にアメリカの一流の研究機関で不正問

題が多数みつかり，マスメディアが報道したことである．アメリカで生じた不正に関する議論は，その

後世界に広まった．(ブロード, 2006) 

日本で不正が問題化したのは，2000 年に起きた旧石器発掘ねつ造問題である．マスメディアによって

報道され，大きな問題となった．この前後には原子力発電所の事故や医療ミスが問題になり，生命倫理

の問題も議論されるようになった．このような背景のもと，日本の学協会のなかで倫理要綱を制定する

組織も尐しずつ現れ始めた(科学倫理検討委員会, 2007)．また，日本学術会議が声明を発表し，文部科学

省もガイドライン策定を行うなど，統括的な組織のレベルでも対応がとられた(文部科学省, 2006；日本
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学術会議, 2005；日本学術会議, 2006)．一方で科学者全体への周知や教育への反映は不明瞭で，具体的な

対策はみえていない． 

では，科学コミュニティは，どのような不正対策をしてきたのか．そもそも科学者の不正の基準とな

る規範は，17 世紀以来，学会といった科学者コミュニティのなかで作られ，伝えられてきた(古谷, 2006)．

この規範は暗黙的であったが，20 世紀半ばにマートンがその内容の明示化を試みている．マートンの提

示したエートスは，公有主義・普遍主義・無私性・独創性・組織的懐疑主義であり，英語の頭文字をと

って CUDOS と呼ばれている (マートン, 1961)．一方ザイマンは，科学者の人口が激増し，研究が国家

や軍事，あるいは資本主義の経済構造に取り込まれている現代においては，所有的・局所的・権威主義

的・請負的・専門的（これらをまとめて PLACE と呼ぶ）という規範のほうがふさわしいとしている(ザ

イマン, 1995)．しかし，このような指摘があるにも関わらず，科学界のシステムは 20 世紀前半までに作

られた性善説，マートン的エートスを前提とした体制からほとんど変容していない(村松, 2006)． 

マートンのエートスの維持を可能にしている科学の自浄作用には，1)研究助成などにおける研究プロ

ポーザルの審査，2) 学術誌に投稿された論文の査読，3) ほかの研究者による再現実験（追試）の三つ

が知られている．科学者の多くは，これらがある限り不正は遅かれ早かれ発覚し，不正なデータは科学

の主流から排除されると考えている． 

しかしながらこれらの自浄作用には限界がある．まず，ピアレビューの限界があげられる．ピアレビ

ューは上記 1)と 2)を支える機構である．第一に，審査される論文やプロポーザルの中の，実験・観察結

果のデータが真実であるかどうは，その論文だけでは判断できない．第二に，科学の専門分化が進んだ

ところでは，論文の妥当性を判断できる科学者がごく尐数，あるいはほとんどいない可能性がある．第

三に，論文で提唱された科学的知識が妥当かどうかという基準は，科学者によって異なる．第四に，ピ

アレビュー時にも不正が生じることがわかっている(山崎, 2007)． 

また，3)の追試にも限界がある．第一に，追試は最終手段であり，常に行われているものではない (ブ

ロード, 2006)．第二に，巨大科学や大型プロジェクト，高度な情報処理が行われている場合，あるいは

そもそも追試を行うことができる同分野の科学者が尐ない場合，ヒトの卵子の使用など研究資源の利用

が制限されている場合などには，論文発表後数年内に追試することが不可能な場合もある(武田, 2006)．

第三に，操作の「こつ」など，文章化されない技能が実験の成否を左右することも多く，追試で結果が

再現できないからといって不正が直ちに疑われるわけではない(村松, 2006)．さらには発表される論文数

が飛躍的に増大していることも，追試を難しくしていると考えられる． 

このように，自浄作用によってマートンのエートスを維持するのは難い．さらには，科学者個人がも

つエートスが，社会的な影響によって維持できなくなることも指摘されている． 

たとえば，不正問題の要因として第一に挙げられているのは，競争激化による圧力である(ブロード, 

2006；石黒, 2007；文部科学省, 2006 など)．第二次世界大戦以降，科学は経済的，軍事的な有用性が認

識され，国家の威信として拡大化が図られるようになった．その結果，国や社会からの圧力が増し，研

究開発競争が激化している．競争的資金の拡大や研究者の流動性の向上，若い人材のポスト不足などの

影響も，競争激化に拍車をかけている．また競争の際の判断基準となる業績評価の方法も問題となって

いる．科学が巨大化し，分野が細分化した結果，分野外の研究者や政策担当者などが業績を評価したり，

研究動向を把握したりすることが難しくなった．このため，論文の数やインパクトファクターを判断基

準とすることが増え，論文の競争激化や過剰生産が生じている．過剰生産は厳密な審査を阻害し，二重

投稿やオーサーシップ違反，不適切な引用などを誘発する． 

不正が生じる要因として，利益相反の問題もあげられている(唐木, 2007 など)．利益相反とは「外部

との経済的な利益関係等によって，公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる，又は損

なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態」をさす．利益相反はもともと企業の

研究者で問題となっていた．しかし現代の科学者は科学の産業化を背景に，大学と企業など複数の組織

に所属する場合がある．利益確保のため結果の公表を控えるといった，科学のエートスとの齟齬が生じ

ている． 

技術の進歩が研究者の日常を変化させ，不正を増やす要因になっているという指摘もある(田島, 2009)．

コンピューターの能力の向上と普及，ネットワーク環境の整備により，画像やデータの改変や捏造，論

文の盗用が容易になったと言われている．また，実験装置が高度化，複雑化し，データ処理がブラック

ボックス化したことも，データの妥当性の判断を阻害し，不正を誘発するようになったと言われている．

この他にも，研究組織の管理機能不足や，研究者間のコミュニケーションの不足，権力による湾曲，倫
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理に対する教育体制の不備などが不正の要因として挙げられている． 

このように，社会が歴史的に変化してきたなかで，科学者にはこれまでにない影響をうけるようにな

った．その結果，科学の既存の制度では対応できなくなり，不正問題が多発，社会問題化している．し

かしながら科学者の対応は基本的にピアレビューと追試という伝統的な方法に限られている場合が多

い．不正の要因の多くを占める社会・制度的な影響に対し，科学者の対応は遅れていると考えられる． 

 

2.3. 外部責任論 

外部責任とは，科学者の社会，あるいは社会の成員に対する責任である．ゆえに科学者の社会的責任

とも呼ばれる．社会の成員とは以下に説明するように，納税者や政府，パトロン，一般市民などである．

科学者も一市民という考え方もあるものの，社会というときには科学者以外の人々やシステムを指すこ

とが多い． 

そもそも科学者は歴史的に見て，科学技術がもたらした害悪についての社会的責任をとることに，積

極的ではなかった．科学者は，公害，核兵器など社会に害悪を及ぼした科学に関わる問題が生じたとき，

科学は価値中立であると主張し，その利用の結果に対して責任はないとしてきた．しかし科学の中立性

に対しては多くの反論がある．たとえば柴谷は次のように述べている．科学者は科学技術のメリット（福

祉や有用性）に関しては主張するにもかかわらず，悪用に対しては知らないという．価値中立と言うか

らには，社会にもたらしたメリットに関しても科学者は何の貢献もないはずである (柴谷, 1973)．また，

科学を行う側の関心は，人間の関心に左右される．科学は人間の価値観によって推進され，影響をうけ

る(Mitcham, 2012)．科学的知識の内容が価値中立であったとしても，科学者や科学の進め方は価値中立

ではないため，科学がもたらした影響に対して責任がないとはいえない．さらに科学者自らも，社会に

対して責任があると述べてき経緯がある．ここでは外部責任の系譜と科学者の主張や対応を見てみたい． 

 

現代の科学者の外部責任論のルーツは，第二次世界大戦の核兵器の利用にある．科学は 19 世紀中ご

ろ以降，技術開発と結びつき，国家や産業と強く関わるようになった．これは経済界や政府だけが求め

たのではない．科学者自身も積極的に国家・産業技術に与える影響を強調してきた．19 世紀までとは異

なり，科学研究が大型化したため科学者自身のポケットマネーやパトロンの支援だけでは手に負えなく

なったのである．このため科学者は国家的意義を強調することによって政府がスポンサーになることを

求めた． 

そして 20 世紀に入り，ふたつの世界大戦がはじまると，科学は国家の安全保障の柱として大規模に

国家戦略に取り込まれるようになる．科学者らは化学兵器や核兵器などの開発に関わった．科学者らは

必ずしもやむを得ず開発に参加したのではない．たとえば，核開発はシラードやアインシュタインとい

った物理学者らの働きかけで開発が開始された．オッペンハイマーなどの数名の有力な科学者は，原子

爆弾の投下について意見を求められた際，反対することはなかった(古川, 2000)．日本の科学者について

も「研究生活が続けられさえすれば，いかなる研究でもあえて辞さぬ」という観念に取りつかれ，科学

技術動員に協力していた(山崎, 2001)．科学者の社会的責任という考え方がバナールによって打ち出され

たのは，この第二次世界大戦の時期(1939)である(バナール, 1981)． 

科学者らは戦後，自らの仕事がもたらした脅威に直面して反省し，自らの社会的責任を自覚したとい

われている．たとえば，オッペンハイマーは戦後核兵器の国際的管理の重要性を訴え，水素爆弾の開発

計画に反対している．また，イギリスの哲学者ラッセルは，1955 年にアインシュタインや湯川秀樹らと

ともにラッセル・アインシュタイン宣言を発表し，核兵器廃絶・科学技術の平和利用を訴えた．日本に

おいても世界的な動きに影響を受け，第一回科学者京都会議が開かれた．そこでは科学は人類の福利と

平和のために利用されるべきであるとし，核兵器の軍備撤廃を主張している．この第一回～三回科学者

京都会議の声明が，日本における科学者の社会的責任論の原型となった(廣野, 2002)．一方で，学術会議

で行われた調査では，一割を超える回答者が第二次世界大戦中が「もっとも自由に研究できた」と答え

ており，深刻な反省があったのか疑わしいともいわれている(山崎, 2001)．さらに，これらの声明や原爆

に対する科学者の反応に関し，罪の意識のなさがみえること，あるいは，技術的適応だけを制御すれば

よいという科学信仰があることに対して批判もおきた（唐木, 2012）(4)． 

戦後しばらくの間は，科学者たちは研究体制の民主化や平和運動などの活動を行った．しかし，原爆を

ルーツとした科学者の責任論は，ごく一部の活動を除き，その後日本で展開を迎えることはなかった(5)． 

1970 年代には別の議論が始まった(石原, 2009)．公害が社会問題化し，科学に対する不信が広がり，
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「人間のための科学」が強調されるようになったのである．また，遺伝子組み換えといった新しい技術

の登場により，予想もできない危険が生じる可能性が指摘されるようになる．1975 年にはアメリカで「遺

伝子操作をめぐる規制問題に関する国際会議（アシロマ会議）」が開催され，物理的・生物的な封じ込

めを行うという，遺伝子組み換えの安全対策に関するガイドラインが策定された．これを受けて日本で

もガイドラインが作られている． 

1974 年，ユネスコは「科学者の地位に関する勧告」 を出した．勧告では，研究・開発の目的や計画

を自由に決定し，非人道的，反社会的，反生態学的な研究・開発には反対する責任と権利と，自国に対

して社会的に貢献する責任と権利とを明記したうえで，科学者の地位と権利の保障を訴えた．これを受

けて 1980 年，日本学術会議は，「科学者憲章」を発表した(6)．「科学者憲章」では，科学研究を人類の

福祉と世界平和に貢献するものとし，科学の無視や乱用と言った危険を排除するよう努力すると述べら

れている．同時に学問の自由を擁護し，科学の発展と知識の普及を尊重すること，また，科学の国際性

を重んじることが記載されている． 

1990 年代になると，アメリカのヒトゲノム・プロジェクトが始動する．この際，科学プロジェクトの

倫理的・法的・社会的問題（ELSI）研究が実施された．これ以降，大規模な科学技術の研究の際に，ELSI

研究が実施されるようになった． 

1999 年にはハンガリーの首都ブダペストで世界科学会議が開かれ，「科学と科学的知識の利用に関す

る世界宣言」が採択された．背景には，これからの科学は環境問題といった新たな課題の解決に貢献す

るものでなければ社会の信頼と支持は得られない，という危機感があった．宣言においては 21 世紀の

科学の責務として，「知識のための科学」に加えて，「平和のための科学」，「持続可能な発展のため

の科学」，「社会のなかの，社会のための科学」という４つの概念を打ち出している．これを受け，日

本でも科学技術の社会還元に向けた施策が進められるようになった． 

2000 年代になると，日本では科学技術社会論学会が設立され，科学技術社会論において科学者の責任

論が議論されるようになる．科学技術社会論においては「科学の公共性」が一つの大きな関心事となっ

ており，その枠組みの中で外部責任が語られることが多い．その結果，外部責任は「科学者の説明と対

話の責任」が中心的な問題として語られている．今までの外部責任論と整合性がとれているわけではな

く，別の系統の議論である(廣野・藤垣, 2008; 廣重・吉岡, 2012)．科学者の外部責任論としては，第一

に説明する責任があげられる．また，近年は「市民から問いかけへの呼応責任」(藤垣, 2010)も指摘され

るようになった．ここでは大きく分けて二つの議論を紹介したい． 

 

(1) 自らの研究に関する説明と呼応の責任 

科学研究は国の公的資金（税金）で賄われている．このため，納税者である国民に対して，研究資金

の目的や使途，研究の中身などについて説明報告する必要があるといわれている．これは一般的に科学

者の「説明責任」「アカウンタビリティ」と呼ばれる概念である．ただし説明責任は単なる情報発信で

はない．国民が納得しなければ資金を要求できない，計画を変更しなくてはならないといった状況が起

こりうる．小林は，研究方法や成果が社会で問題となる可能性が大きい場合には科学者コミュニティで

の討議に加え，利害関係者を含む科学者以外の人々との議論が必要となるとしている．「研究テーマの

設定に関する倫理」も必要とされている(小林(信), 2007)． 

 

(2) 専門家としての説明と呼応の責任 

科学者は自分の分野の専門家である．それゆえ，科学に精通する者として，科学に関わる様々な問題

について解説したり，情報を提供したりすることが求められている．また，科学に関わる危険に気づい

た時には注意を促すことも科学者の責任のひとつであると言われている．科学者には科学的でない情報

や疑似科学を批判する責任なども挙げられることがある(池内, 2007)． 

また，近年盛んに議論されるようになったのは，政策決定における科学者の責任論である．これまで

政策決定は，科学的・技術的知識に精通した科学者や技術者，あるいは行政官が意思決定を行っていた．

しかし，1970 年代，ワインバーグは「科学者によって問うことはできるが，科学によって答えることの

できない問い」が存在することを提起し(Weinberg, 1972)，科学的に不確実性の高い問題や，判断に価値

観が関わる問題などは，民意が必要であるという考え方が広まった(小林(傳),2007)．その結果，科学者

には市民参加の討議に協力することが求められるようになった(7)． 
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このように，科学技術社会論では，大きく分けて二つの議論がされてきた．3.11 以降になると，坂田

昌一や唐木順三の本が再販されるなど，戦後の原子力に関わる科学者の動きに対する再注目が進んでい

る．また，最近の動きとして，日本学術会議が，2006 年に発表した科学者の行動規範を改訂したことで

ある(日本学術会議,2013)．改訂後は「社会的期待に応える研究，科学研究の利用の両義性，公正な研究，

社会の中の科学，法令の遵守に関する記述」を加筆した．科学技術社会論での議論や震災が契機となり，

科学者の責任論の考え方が科学者コミュニティに浸透し始めていると考えられる． 

しかしながら外部責任では，外部責任の遂行が科学者の制度に組み込まれていないことが問題として

指摘されてきた(吉岡, 1984；廣野,2002)．科学者が対話や説明をしなかったからといって，罰が与えら

れることはない．また，責任を果たしたということが評価されることもほとんどない．外部責任に関わ

る活動の多くは業績として評価されず，業績として掲載されたとしても評価は低い．アシロマ会議でガ

イドラインを作った例などの尐数の例を除けば，科学者の具体的な行動レベルにまで責任論が浸透して

いるとは言えないと考えられる． 

 

2.4.レビューのまとめと課題 

内部責任論は「科学者の科学者に対する責任」という定義であるゆえに，科学者内部の問題と考えら

れる傾向があった．しかしながら，内部責任の阻害要因やニーズを検討すると，社会や時代の影響を大

きく受けており，科学内部に閉じた問題ではない．科学者や科学者コミュニティは内部責任の維持を 19

世紀に確立された内部機構に頼っており，時代の変化に対応しているとは言い難い． 

外部責任論は時代の変化に応じていくつかの議論の系譜が別の人々によって語られてきた．アシロマ

会議やヒトゲノム研究などの影響を受け，日本でも取り組みが始まっていることから，科学コミュニテ

ィにも「社会的責任」に対する意識が広まってきていると考えられる．しかし，過去の反省や議論が，

現在の議論ではほとんど踏まえられていない傾向があった．たとえば原子力爆弾と原子力発電の安全利

用の議論は，本来は共通点や連続性があり(鈴木, 2008)，過去の議論を踏まえた責任論を再考する必要が

ある．  

これまでの責任論の総体をみたとき，内部責任論と外部責任論は別々に語られる傾向があり，相互に

参照されることはごく一部の論文をのぞいてはほとんどみられなかった．この二つの責任論を通じた課

題としては，どちらの責任論も社会の変化の影響を受け，責任論の内容や，対応策が変化していたにも

関わらず，対応が遅れる傾向があることである．特に，制度改革や教育改革を行うといった，実行策を

取る例は尐ない．つまり，社会からのフィードバックを受け，対応策を議論したり，宣言を発表するこ

とはあっても，科学者自身が制度や教育改革を提案し，実行することは尐ないと考えられる． 

責任論の系譜が別々に語られる弊害として，内部・外部にまたがる論点が落ちやすいことも指摘でき

る．たとえば，社会からの要請を受けて，研究者の評価方法や研究規範を変革する必要性である．研究

者の評価は，論文や発表と言った研究業績や同僚評価が基本であり，内部に閉じる傾向がある．しかし，

ニーズに基づいたプロジェクト型研究など，科学者以外のアクターが求める研究については，ピアレビ

ューよりもそれらのアクターの評価の方が重要である．また，近年一般化している，企業との共同研究

の際の規範も考える必要がある．秘密主義によって研究が業績に反映できない場合，研究者をどう評価

すべきか，そこでは科学者にどんな規範が求められるのか，考える必要があるだろう． 

また，科学技術の責任論や倫理は，対象，方法論，成果物の点においてトランス・ディシプリナリテ

ィーな特色を持つ（札野, 2002）．本稿で設定したキーワードに当てはまらない研究にも，責任論と関

連する研究が多様に存在すると考えられる．また，本稿でのレビューの対象はマクロな科学者コミュニ

ティ論である．ここでいうマクロとは，科学技術と社会の関係性を扱うレベルである(8)．しかし，本来

はメソ・ミクロレベルの研究も含めて議論する必要がある．どのようにして関連分野の議論を探し出し，

多様なアプローチを責任論の議論に組み入れていくかということも，考える必要がある． 

 

 

3. 課題解決に向けて：科学者の価値観・信念への注目 

上記のように，科学者の責任論にはいくつもの課題がみられた．独立している議論を統合するための

解決策としては，まずは相互の議論を知る必要がある．そして，レビュー等によって議論の土台を作っ

たうえで，「科学者の責任論」という分野に，様々な分野の知見を統合する仕組みを作る必要がある．

これについては科学者の行動規範について議論を続けている日本学術会議や，科学者の外部責任の議論
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を行っている科学技術社会論，あるいはそれぞれの分野の学会といった主導的な組織が，議論を継続的

に行う場をつくることが重要であると考えられる． 

さらに，議論を行ったうえで，制度や教育改革を実行することも重要である．先行研究においても，

科学者が責任を果たすための方策として制度改革，倫理教育の必要性が挙げられてきた(吉岡, 1984；廣

野, 2002)．しかし，レビュー結果からは，科学者自身が制度や教育などの具体策をとることが尐ないこ

とが示唆される．本稿では，以降で科学者が具体的行動をとるための解決策を考察したい． 

科学者が日々変化する社会の価値観やニーズを把握し，責任を果たす行動をとるためには，第一に社

会の状況を把握する必要があるだろう．実際，科学技術社会論では，研究者の社会リテラシーを向上す

る重要性も指摘されてきた．つまり，科学者はまず社会についての知識を身に付け，そのうえで学会な

どのレベルで対応を協議し，制度改革などのメソレベルの対策を行うと考えられている．しかしながら

実際には，科学者の社会リテラシーを向上したらば，必然的に具体的な行動が生じるとは考えにくい． 

科学者の社会リテラシーの向上と具体的な行動の間には，いくつかのステップがあると考えられるが，

筆者はそのひとつに，科学者が自分にとっての「科学者の責任論」を再構築するステップがあると考え

ている．つまり「何が責任として求められているのか」「私はいま何をすべきか」「私や私の分野では，

何をすることが社会にとって良いことで，何をすることが悪いことなのか」という科学者個人やコミュ

ニティの（つまりミクロレベルの）倫理観・信念の変革を行うステップである．倫理教育や制度改革の

実施は，価値観・信念の変革の次の段階に来るものである．ミクロレベルの変革を伴わずに規範や制度

を変革したとしても，形骸化や不正が生じてしまうと考えられるためである． 

では，どうしたら科学者の価値観や信念の批判的な見直しができるのだろうか．筆者が注目するのは，

「省察」である． 

 

 

4.「省察」の科学者の責任論への応用可能性 

「省察(reflection)」は教育学や経営学など，様々な研究者が議論し，理論を構築してきた．reflection

という言葉は，反省，省察，内省，振り返りなど訳語が多数あり，定義も議論の系譜も複数ある．園中

で、本稿では意識変容を目指した省察に注目したい．ここでは意識変容の学習の第一人者である，成人

教育の研究者，メジローの理論をとりあげる． 

メジローは省察を三種類に区別している．ひとつは「内容の省察」であり，問題の内容や説明につい

ての振り返りである．二つ目は「プロセスの省察」であり，問題解決の方法について考えることを含ん

でいる．三つ目は，「前提の省察」であり，前提を振り返って，問題自体の妥当性が問い直されること

である．問題の背後にある前提や信念，価値観が問い直されることで，意識変容が生じる可能性がある

（Mezirow, 1991）．ここでいう意識変容とは，「人やものごとがどうなるかについての前提や期待を振

り返り，その前提が誤っていることに気づき，それを修正」することである．本稿で重視するのは，こ

の「前提の省察」である． 

メジローの理論では前提となる知識や価値観，信念を自覚し，批判的に検討する．一方，科学者の責

任論で求められる省察は，自分の研究や自分が属する科学への，価値観や信念・知識の批判的な省察で

ある．つまり，メジローの理論を踏まえることで，科学者個人やコミュニティは，科学者の責任論を再

構築できると考えられる．  

では，どのようにして省察を行えばいいのだろうか．メジローは意識変容が生じる場面を次のように

述べている．学習者は，異文化に接してこれまでにない価値観に出会う，あるいは死といった生き方や

アイデンティティについて根本的な見直しが求められる場面に出会った時に，恐れや罪悪感を伴うジレ

ンマを感じ，それまでの知識や価値観に基づいた対策ができなくなる．そしてこのジレンマが生じた時

に，自分の生き方の前提を批判的に見直し，新たな知識を自分の前提を構成している枠組み（意味パー

スペクティブ）に統合するという．また，メジローによると，「前提の省察」を行うためには会話が有

効であるという．会話をする際には，十分な情報があること，強制力がないこと，会話の多様な役割を

想定する平等な機会があること，自己の前提に対して批判的な省察を行う姿勢を持つこと，他者の観点

に共感的かつオープンであること，聞く意志と共通基盤や異なる観点の統合を探る意志があること，一

時的で最善な判断を行うことができることをあげている．そしてこれを支援する教育者やファシリテー

ターの重要性を挙げている(Mezirow,1997)． 

これを踏まえると，科学者の省察には，適切なファシリテーターのもとで，科学者以外の異なる価値

IV 4-7



知識共創第 3 号 (2013)   

 

観をもつ人々と対話し，価値観や信念のギャップ，あるいは自らの社会に対する考え方を自覚し，批判

的に省察することが求められると考えられる．省察の結果，もしも自らの価値観や信念が誤っていた場

合にはそれを見直すことが求められる． 

上記のような省察を具体的にイメージするために，戦後～1960 年にかけての科学運動を取り上げて考

えてみたい．廣重は戦後の科学・技術に関連する政治的・社会的な問題の解決をめざす運動の勃興と衰

退の歴史を分析した(廣重・吉岡, 2012)．その結果，当時の科学者らが正確な社会の現状認識をせず，見

通しを見誤ったために，科学運動が衰退してしまったと結論付けている．廣重によると，戦後，科学者

たちは封建性や対米従属批判を根拠に運動を行っていた．しかしながら，日本は天皇制から独占資本主

義へ移行し，経済が予想以上に発展してしまった．封建制批判を行っていた科学運動は批判の矛先を失

い，産業側が科学を積極的に運用しようとする動きに対して対応できなくなってしまった． 

この例について，省察がどう働きうるのか考えてみたい．第一に当時の科学者は，正確に社会の動き

を把握する必要があった．そして，自らの価値観や信念，すなわち封建性や対米従属批判を良しとする

立場が本当に適切なのかどうかを，批判的に省察する必要があった．この省察のためには，政策関係者

や産業界，あるいは市民と対話することが有用であったと考えられる．そのうえで，台頭する独占資本

主義に取り込まれずに，科学の自律性の保持と民衆の福祉に役立つことを新たな信念としてもち，対策

を考えることが求められたと考えられる（これはあくまで省察を考えるための例である）． 

一方で，科学者に価値観のギャップをもたらすような対話の場，学習の場を準備することは容易では

ない．クラントンは，意識変容の学習の方法のひとつとして事例研究をあげている(クラントン, 2003)．

科学技術社会論や科学論などの研究成果を利用して事例研究を行い，自らの価値観や信念の相対化の方

法を学ぶことが有用かもしれない． 

科学技術社会論では，科学と社会の関係性が議論されてきた．専門家と非専門家のフレーミングや価

値観，考え方の違いを考察した研究も多い(例えば藤垣, 2005;Wynne, 1996)．また，科学論では，科学と

は何か，どういう営みなのかについて，哲学や歴史，社会学といったアプローチで探求してきた(例えば

金森・中島, 2002)．これらの分野では，科学を相対化したり，科学と社会を対比したりする研究が豊富

にある．このため，自らの科学に対する価値観や信念を客観的に分析する手助けになる可能性がある． 

省察の重要な点は，「何が責任として求められているのか」「自分は何をすべきか」ということに関

して，結論をあらかじめ用意していないことである．省察を行い，科学者の責任論を考えるのは科学者

個人，あるいはコミュニティ自身であり，なんらかの価値観を強要することはない．これは科学が権力

に抵抗する自律性を保持する上で重要である．また，現代の科学は細分化し，多様化している．社会へ

の影響力が比較的弱い理論的な分野もあれば，より技術に接近した科学技術の分野，社会的な問題の解

決を目指した分野もある．分野，あるいは科学者によって社会的責任の内容や，取るべき行動は異なっ

てくるだろう．このため，個々の科学者がそれぞれで省察を行い，方針を考えることは重要であると考

えられる． 

 

本稿では科学者の責任論のレビューを行い，課題とその解決策を省察の概念を用いて考えた．ただし，

科学者の責任の遂行は省察の支援だけでは十分ではない．現在の科学者は競争にさらされ，責任を果た

す活動を行う余裕がないと言われることがある．そのため，第一に，科学者をとりまく環境を改善し，

（省察を含んだ）責任に関わる活動に参加しやすくする必要があるだろう．また，省察が制度改革につ

ながるためには，社会リテラシーの向上やコミュニティレベルでの議論が必要である．果たすべき責任

の内容について，社会との合意が必要な場合は，熟議の機会も作らなくてはならない．このように，多

くのアプローチでの対応策が必要である．また，本稿の文献収集の方法論ではレビューとして限界があ

った．本稿はあくまでこの分野の議論を統合するための第一歩として執筆したものであり，今後の議論

が必須である．これからも，多様なアプローチを取り入れながら調査を続けていきたい． 

 

注 

(1) 2011 年以降の科学者の責任論の再考に関わる議論としては，たとえば，岩波『科学』で責任論に関わる記事が多数

掲載されたこと，坂田昌一の再評価(坂田・樫本, 2011；江沢, 2012 など)が行われていること，などがあげられる． 

(2) 外部責任・内部責任を通して議論した日本語の教科書や文献には，たとえば池内(2007)や藤垣(2010)，ニュートン

(1990)などがある． 
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(3) 技術者の責任論の歴史的系譜については金光(2006)を参照のこと．また，技術者の責任論は多数の教科書がある．教

科書については石原(2003)を参照のこと． 

(4) 唐木の批判や，戦時中の科学運動に対する評価に関しては，批判や議論がおきている．詳細は唐木(2012)，武谷(1982)，

内井(2002)，村上(1994)，藤永(1996)などを参照． 

(5) 例外的な活動としては，高木仁三郎の活動が有名である．詳細は高木(1999)などを参照のこと． 

(6) 科学者憲章は次の URL で見ることができる．http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/09/11-18-s.pdf [2013, February, 1] 

(7) 市民参加の討議の際に科学者が考慮しなくてはならない，妥当性境界の違い，社会的合理性と科学的合理性の違い，

変数結節と状況依存性などの論点については，藤垣(2003)を参照のこと． 

(8)  札野は技術も含めた科学技術倫理が取り扱う対象，方法論を，メタ，マクロ，メソ，ミクロに分類している．メタ

は科学技術そのもののレベル，マクロは科学技術と社会との関係，メソは科学技術の制度・組織，ミクロは科学技

術者個人とその行動を指す(札野, 2002)． 
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Abstract 

The main purpose of this paper is to analyze how many disciplines and which disciplines contribute more to 

emerging ‘service innovation’ discipline. In this study, bibliometric techniques of keyword analysis were used to trace 

the contribution of different disciplines to ‘service innovation’ discipline. A five step procedures were followed for the 

determination of disciplines which are contributing to “service innovation” discipline. Initially, a search was conducted 

in Web of Science database for retrieving ‘service innovation’ research papers. Secondly, a total of 545 papers were 

retrieved and 245 journal papers were chosen for analysis. In the next step, 1,217 citing documents and 1,602 cited by 

documents were determined. The fourth phase was the analysis and standardization of keywords in ‘citing documents’ 

and ‘cited by documents’. Final step was determination and standardization of discipline names. The discipline names 

were checked by an expert and academic in service science. In this step, we considered the discipline names which 

occurred at least 4 times in ‘citing documents’ and ‘cited by documents’ and finalized 31 discipline names in ‘citing 

documents’ and 28 discipline names in ‘cited by document’. The results show that there are similarities of disciplines 

for contribution to ‘service innovation’ in both ‘citing documents’ and ‘cited by documents’. The findings also yields 

that ‘social equity’, ‘social capital’, ‘intellectual capital’, and ‘service supply chain’ are also contributing to ‘service 

innovation’. So, service innovation scientists or service science scientists should give considerations to those 

disciplines.  

 

Keywords 

service innovation, keyword analysis, emerging discipline 

 

1. Introduction  
   Service innovation (SI) is an emerging discipline and has been developed from different disciplines. Service 

innovation or service science, management and engineering (SSME) are widely recognized as a key driver for the 

economic growth (Sakata, Sasaki, Akiyama, Sawatani and Shibata, 2011). SI or service science can be though of 

as an integration of many areas of study known as service management, service marketing, service operations, 

service engineering, service computing, service human resources management, service economics and others 

(Spohrer, Anderson, Pass, Ager and Gruhl, 2008). SI is an emerging interdisciplinary approach that combines 

fundamental science and engineering theories, models and applications with facets of the management field, 

particularly knowledge, supply chain and change management, in order to enhance and advance of this emerging 

service innovation field (Wu and Wu, 2010).  Since 1980s, many scholars in innovation management such as, 

Miles (2000), Sundbo (1997), Gallouj and Weistein (1997), Gallouj (2002), den hertog, Broesma and van Ark 

(2003), as well as Tidd and Hull (2003) lay the theoretical foundation of innovation in the service sector. 

Nowadays, SI has been researched much more frequently than before (Zhu and Guan, 2012) and its contribution 

to creating economic growth has also been recognized (Coombs and Miles, 2000; Gallouj, 2002). However, 

Gallouj and Savona (2009), Noor and Pitt (2009), Droege, Hildebrand, and Forcada (2009), as well as Macbeth 

and de Opacua (2012) critically reviewed the researches in SI. But there are just a few researchers, such as Siddike 

and Kohda (2013), Zhu and Guan (2012), Lee and Su (2012), Sakata et al. (2011), and Bergmann and Dachs 

(2003) analyzed the research and productivity in the field of SI. Although SI has been studied more widely than 

before, and many disciplines are contributing to emerging ‘service innovation’ discipline, so this study has been 

conducted in order to explore how many disciplines and which discipline contribute more to emerging ‘service 

innovation’ discipline by using bibliometric techniques of ‘keyword analysis’.  
 

2. Literature Review 
   Nowadays, SI has been researched widely (Zhu and Guan, 2012). Scholars from different disciplines are 

contributing for the development of emerging ‘service innovation’ disciplines. With the proliferation of research 

and publications in SI domain, many scholars (Siddike and Kohda, 2013; Zhu and Guan, 2012; Lee and Su, 2012; 

Sakata et al., 2011, and Bergmann and Dachs, 2003) have been analyzed the research and publication of SI 

bibliometrically. Bibliometric research is devoted to quantitative studies of literature. It encompasses a number of 

empirical methods, such as citation and co-citation analyses, co-word analysis, complex network analysis, etc 

(Ding, Chowdhury, and Foo, 2001; Milojevic, Sugimoto, Yan, and Ding, 2011). Bibliometric studies can be used 

to trace the development of subject mapping/cartography using author co-citation, and journal co-citation analysis 
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(Ding, Chowdhury, and Foo, 1999; 2000). Bibliometric studies can also be used for the advancement or 

development of knowledge on the development of science and technology in elation to social and to policy 

questions (van Raan, 1997).  

 

   Recently Siddike and Kohda (2013) conducted a bibliometric study on service innovation (SI) research in the 

world and explored the growth and development of research productivity in SI during the period of 2001-2011. 

They explored the overall growth of SI research, and then investigated the cross-country comparisons in its 

research performances, with the focus on the world share, relative research effort, impact and the quality of top ten 

productive countries in the world. They also developed productive institution index, productive author index, and 

productive journal index in the field of SI. They showed that USA is the leading country and has the biggest share 

of SI research in the world. Similarly, Zhu and Guan (2012) carried out another bibliometric study of SI research 

based on complex network analysis by using small world complex network theory. They analyzed scientific 

research in the field of SI, and discovered its research focuses. They considered the keywords and subject 

categories of the publications as actors to map keyword co-occurrence network and subject category 

co-occurrence network, and compared them with their corresponding random binary networks to judge whether 

these complex networks have the characteristics of small world network, in order to find the hot issues in the field 

of SI by the small world network analysis. They found that case study, service industry, service quality, market 

orientation, new product development, and knowledge management were the most popular keywords in the field 

of SI. They concluded that there were more researchers who did investigation about SI in the category of Business 

and Economics, Engineering, Public Administration, Operations Research and Management Science, and 

Computer Science than those in other categories.  

 

   Sakata et al. (2011) developed a methodology to determine the structure and geographical distribution of 

knowledge, as well as to reveal the structure of research collaboration in such an interdisciplinary area as SI by 

performing journal information analysis, network analysis and visualization. They showed that there are mainly 

two groups of elements relating to SI. Knowledge in these areas has been growing rapidly in recent years. In 

particular, the fields of ecosystem and IT and Web are exhibiting a high growth. They also demonstrated that the 

global network of knowledge is formed around the powerful hub of the US. They showed that the research 

competencies of Asian countries lags behind that of the US and European Union. They expected that their 

methodology will be useful in forming policies to promote service innovation. Moreover, they proposed creation 

of an international collaboration fund. Chuan and Goudarzlou (2010) conducted a bibliometric study of service 

science for the assessment of institutional and individual research productivity. They assessed the regional, 

institutional, and individual research productivity in major service journals. They showed the evidence of 

worldwide contribution to service research, although there is dominance from academicians and institutions in 

North America and Europe. Other regions of the world, particularly Asia, are increasing in contribution. 

Bergmann and Dachs (2003) showed that in the last 15 years attention has been primarily focused on 

technological change in telecommunications, media and software industry and its consequences for the market 

structure in service sectors. Most of the bibliometric studies on SI show either citation analysis (Cheng, Kumar, 

Motwani, Reisman, and Madan, 1999; Vincent and Ross, 2000; Polonsky and Whitelaw, 2005) and ranking of 

technology and innovation management journals (Linton and Embrechts, 2007; Linton, 2006) or network analysis 

of SI researches (Zhu and Guan, 2012; Lee and Su, 2012; Sakaki et al., 2011; Bergmann and Dachs, 2003) or 

ranking of the world’s top innovation management scholars and universities (Yang and Tao, 2012). So, there is a 

gap in literature for which disciplines and how many disciplines are contributing more to SI field. To bridge the 

gap in literature, this study explores how many disciplines and which disciplines contribute more to the emerging 

field of ‘service innovation’ by employing bibliometric techniques of ‘keyword analysis’ in ‘citing documents’ 

and ‘cited by documents’. 

 

3. Objectives and Methodology 
   The aim of this study is to find out how many disciplines and which disciplines contribute more to the 

emerging service innovation (SI) discipline. The more specific objectives of this study are: 

 To identify and compare the most occurred keywords in SI field in both ‘citing documents’ and ‘cited by 

documents’; and 

 To find out how many disciplines and which disciplines contribute more to SI discipline by the 

comparison of keywords of ‘citing documents’ and ‘cited by documents’. 
 

In this study, initially we get a document set which retrieved with the search word “service innovation” in Web of 
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Science data base. Let’s name the retrieved document set A. Now, we can get a new document set which is cited by the 

documents in set A. It is called ‘Citing documents’ set and lets name set B. Similarly, we can get another new document 

set which cites the documents in the document set A. It is called ‘Cited by documents’ and lets name set C. In this study, 

by analyzing the keywords from document set B (citing documents) and document set C (cited by documents), we will 

be able to identify how many disciplines and which disciplines contribute more to ‘service innovation’ discipline. 

 

Set A

Ref

SI research papers

Set B Set C

Citing documents
Cited by documents

S
et

 A
 c

it
es

 S
et

 B

S
et A

 is cited
 b

y
 S

et C

Ref

Keyword analysis 

from set B and set C
 

Figure 1: Framework of keyword analysis 

 

A five step procedures were followed for the determination of disciplines which are contributing more to the 

emerging “service innovation” discipline.  

 

Step 1 

Initial step was conduction of search in Web of Science database for retrieving ‘service innovation’ research 

papers. The data source for this study is international scholarly publications and citations from the Science 

Citation Index (SCI) and the Social Sciences Citation Index (SSCI) between 2001 and 2011, compiled by the 

Thomson Reuters on Web of Science (WoS). Thomson Reuter’s Web of Science (WoS) database used for 

retrieving data for this study. As WoS is one of the main database that is frequently used to rank journals in a 

discipline in terms of their productivity as well as the total citations received so as to indicate the journals impact, 

influence or prestige. We conducted search in the WoS database (http://www.isiwebofknowledge.com) on 
December 05, 2012. Our search strategy was based on the keyword of the previous study of Lee and Su (2012) as 

well as Siddike and Kohda (2013). As Lee and Su (2012) standardized a total of 560 keywords and ‘innovation’ as 

well as ‘service innovation’ were the most frequently occurred keywords. So, we conducted search on “service 

innovation” TOPIC field, i.e., including titles, abstracts, key words and subject categories.  

 

Step 2 

In this step, a total of 545 papers were retrieved and 245 journal papers were chosen for analysis. Reviews, 

letters, editorials, corrections, news, meetings, biographies, and related papers were not incorporated. 

 

Step 3 

In the third step, 1,217 citing documents and 1,602 cited by documents were determined.  

V 1-3



Knowledge Co-Creation Volume 3 (2013)   

 

Step 4 

The fourth step was the analysis of keywords in ‘citing documents’ and ‘cited by documents’. In this study, we 

consider only authors-given keywords. Because, authors-given keywords depict the main ideas of a paper. By 

analyzing the keywords of ‘citing documents’, 2,835 keywords occurred 5,167 times. Similarly, 3,287 keywords 

occurred 7,292 times for ‘cited by documents’. In this step, we standardized the keywords by eliminating ‘plural 

forms’ to ‘singular forms; technique, technologies, technology are standardized to technology. Due to the fact that 

different words can be used for describing the same concepts, we standardized the words.  

 

Step 5 

The fifth step was determination and standardization of discipline names. First, one of the authors determines 

the discipline names. Then, the discipline names were checked with the consultation of an expert and academic in 

service science. In this step, we considered the discipline names which occurred at least 4 times in ‘citing documents’ 

and ‘cited by documents’ and finalized 31 discipline names in ‘citing documents’ and 28 discipline names in ‘cited by 

document’. Figure 2 shows the five step procedures of keyword analysis. 
 

 
Figure 2: Five steps procedures for keyword analysis 

 

4. Results and Discussions 
 

4.1 Most occurred keywords 

In this study 245 journal papers were chosen for analysis. We determined 1,217 citing documents and 1,602 

cited by documents. The results of keyword analysis show that 2,835 keywords occurred 5,167 times in ‘citing 

documents’ and 3,287 keywords occurred 7,292 times for ‘cited by documents’. Table 1 indicates the top 20 

keywords in both ‘citing documents’ and ‘cited by documents’ ranked by their degree of occurrences. Comparing 

the degree of occurrences of keywords in ‘citing documents’ and ‘cited by documents’, we can see that there is a 

positive relationship between the keywords of both group of documents. When a keyword was involved in one 

more paper, the other keywords appeared in the same paper together with it would be more than before (Zhu and 

Guan, 2012). The number of the neighbors of the keyword increased, and then the degree of it became higher. So 

the degree can measure the relationship between a keyword and others, and basically reflect the number of papers 

with which it was involved in the field of ‘service innovation’.  

 

From the comparison between ‘citing documents’ and ‘cited by documents’ in Table 1, we can discover that 

besides innovation and service innovation, service, service science, service-dominant logic, knowledge 

management, service industry, new service development, new product development, customer satisfaction, 
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co-creation, value co-creation, technology, health care, market orientation, service system, service quality, case 

studies, literature review, etc. had high degree and were associated to high number of papers. It can be concluded 

that the service innovation studies focused on these aspects of topics. Most of the companies discussed in the 

service innovation field are service companies. Many companies came into being service industry. So it is easy to 

understand service industry was a research priority in the field of service innovation. Many researches on service 

innovation were case studies and reviews, so the keywords ‘case study’ and ‘literature review’ were mentioned 

many times. Service innovation was accompanied with product innovation, so new product development was a 

hot topic for new service development. The success of service innovation was reflected in market effect and 

service quality, so the development process of service was market oriented.   
 

Table 1: Most occurred 20 keywords in SI research 

Citing Documents (1,217) Cited by Documents (1,602) 

Keywords (2,835) 
Occurrences 

(5,167) 
Keywords (3,287) 

Occurrences 

(7,292) 

Innovation 262 Innovation 338 

Service 131 Service innovation 185 

Service innovation 71 Service 130 

Service-Dominant Logic 44 Service science 73 

Knowledge management 43 
Knowledge 

management 
49 

Service science 40 Performance 39 

Knowledge intensive 

business services 
28 Service industry 39 

Innovation systems 26 Service-Dominant Logic 36 

New product 

development 
23 

New service 

development 
33 

Technology 22 Customer satisfaction 27 

New product innovation 20 

Knowledge intensive 

business services 

(KIBS) 

26 

Co-creation 19 Service quality 26 

Health care 19 Service systems 26 

Information systems 19 United Kingdom 26 

Information technology 17 Strategies 24 

Market orientation 17 Literature review 23 

Organizational innovation 17 Entrepreneurship 22 

Product development 17 Market orientation 22 

Case studies 16 Technology 22 

Customer satisfaction 15 Open innovation 21 

Entrepreneurship 15 
Service delivery 

innovation 

21 

Product innovation 15 Co-creation 20 

Value co-creation 15 Partner match 20 

Customer 13 Value co-creation 20 

Knowledge  13 Marketing 19 

New service development 13 Business model 18 

Service system 13 Co-production 18 

Value creation 13 Intellectual capital 18 

Collaboration 12 Innovation orientation 17 

Design 12 Internationalization 17 
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4.2 Discipline names 

   Table 2 shows the ‘discipline names’ from ‘citing documents’ and ‘cited by documents’. We consider the 

discipline names which occur at least 4 times in both ‘citing documents’ and ‘cited documents’. We finalized 31 

discipline names in ‘citing documents’ and 28 discipline names in ‘cited by document’. The discipline names 

were checked by an expert and academic in service science. The results show that there are similarities of 

disciplines for contribution to ‘service innovation’ in both ‘citing documents’ and ‘cited documents’ and ‘service 

science’, ‘health science’, ‘information technology’, ‘tourism’, ‘manufacturing’, ‘retailing’, ‘economics’, 

‘banking’, and ‘small to medium-sized enterprises (SMEs)’ disciplines are contributing more to ‘service 

innovation’ discipline. The findings from the list of ‘cited by documents’ also yields that ‘social equity’, ‘social 

capital’, ‘intellectual capital’, and ‘service supply chain’ are also contributing to ‘service innovation’ discipline. 

 

Table 2: Discipline names (At least 4 times occurred) 

Citing Documents Cited by Documents 

Disciplines Occurrences Disciplines Occurrences 

Service science 40 Service science 73 

Manufacturing industry 20 Service industry 39 

Health care 19 Manufacturing industry 30 

Information technology 17 Information technology 17 

Entrepreneurship 15 Financial services 13 

Small to medium-sized 

enterprises 
12 Health care 13 

Tourism 12 
Small to medium-sized 

enterprises 
13 

Social equity 11 Tourism 13 

Governance 10 Telemedicine 8 

Telecare 10 Banking 8 

Intellectual capital 8 Primary health care 7 

Nursing 8 Retailing 6 

Primary health care 8 Service Engineering 6 

Telemedicine 8 Service entrepreneurship 6 

Public service 7 Thalassaemia 6 

Web 2.0 7 Web 2 0 6 

Financial services 6 Consultancy services 5 

Mental health 6 e-health 5 

Retailing 6 Health services 5 

ServiceI supply chain 6 Nursing 5 

Teledermatology 6 Service Management 5 

Thalassaemia 6 Services marketing 5 

Care 5 Telecare 5 

e-health 5 Teledermatology 5 

Operations management 5 Telehealth 5 

Service engineering 5 Information technology 17 

Service management 5 Economies 4 

Service marketing 5 Hotel industry 4 

Service operations 5 

Social capital 5 

Banking 4 

 

   Figure 3 shows the disciplines that contribute to the field of service innovation. α=B
*
∩C

*
 indicates that service 

science, health science, information technology, tourism, manufacturing industry, economics, and retailing are the 

common disciplines which are contributing more to emerging ‘service innovation’. It is noted that scholars from 

both sets are very interested in emerging ‘service innovation’ field. β shows the disciplines which are derived 

from B
*
−C

*
 and γ reveals the disciplines which are derived C

*
−B

*
. So, β indicates that entrepreneurship, social 

equity, social capital, governance, public service, intellectual capital, and operations management disciplines are 
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also contributing to ‘service innovation’ discipline. It is noticed that the researchers from this group has broaden 

their ideas to these (entrepreneurship, social equity, social capital, governance, public service, intellectual capital, 

operations management) disciplines towards ‘service innovation’. So, the scholars of ‘service innovation’ should 

give consideration to the disciplines in β. On the other hand, γ=C
*
−B

*
 shows that ‘consultancy service’ discipline 

is also contributing to emerging ‘service innovation’ field.  
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Figure 3: Disciplines that contribute to service innovation 
 

5. Conclusion 
   Nowadays, more and more scholars are interested to the emerging ‘service innovation’ field. The main purpose 

of this paper was to identify how many disciplines and which disciplines contribute more to ‘service innovation’ 

discipline. The results show that there are similarities of disciplines for contribution to ‘service innovation’ in both 

‘citing documents’ and ‘cited by documents’, and ‘service science’, ‘health science’, ‘information technology’, 

‘tourism’, ‘manufacturing’, ‘retailing’, ‘economics’, ‘banking’, and ‘small to medium-sized enterprises (SMEs)’ 

disciplines are contributing more to ‘service innovation’. This study also yields that ‘social equity’, ‘social capital’, 

‘intellectual capital’, and ‘service supply chain’ disciplines are also contributing to ‘service innovation’ discipline. 

So, service innovation scientists or service science scientists should give considerations to these disciplines for the 

betterment of ‘service innovation’ field. To the best of our knowledge, this paper is the first attempt for 

determination of which disciplines and how many disciplines are contributing more to the emerging ‘service 

innovation’ discipline based on ‘citing documents’ and ‘cited by documents’. There are several limitations of this 

study. First, this study is based on the retrieved records from only Web of Science database. So, similar work can 

be repeated in case of other databases. Second, this study is not free from bias, as the determinations of keywords 

were done by manually. So, further research should be carried out using computer assisted software.  
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自律的健康行動の設計に向けて：  
ヘルスケイパビリティ･アプローチへの課題と戦略  

 
Toward Design of Autonomous Health Behavior: 

Agenda and Strategy for Health Capability Approach 

山田 広明，橋本 敬 

YAMADA Hiroaki, HASHIMOTO Takashi 

北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 

School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology 

キーワード：ヘルスケイパビリティ･アプローチ，マルチエージェントシミュレーション，シミュレーションシナリオ分析 

1. 背景と目的	 
生活における自律性は，健康と並び人々の生活の質(Quality of life)を構成する重要な要素である．し

かし，従来の健康・公衆衛生政策は指導的な方法に偏り自律性を軽視してきた．Ruger(2010)は，公衆
衛生計画を通して生活の質を総合的に向上させるためには，人々自身の意思と力で健康が守られる状

態を目標にし，その達成のサポートを企図・実施する新たな方法論，ヘルスケイパビリティ･アプロー

チ(HCA)が必要であると主張した．本論の目的は，HCAを確立する上で解決すべき課題を明らかにし，
解決への研究プログラムを提示することである． 
2. HCA 実現のために解決すべき２つの課題	 
住民自らが健康増進活動の担い手となり地域の健康を守っていく運動の広がりと定着が起こった，

長野県の保健補導員の事例（今村ら, 2010）がある．保健補導員の事例は HCAにより起こしたい現象
の代表例と言える．ここで見られたコミュニティ活動の創出・拡大・定着の過程を分析し，フィード

バック構造や必要条件を特定すれば，HCAを計画的に引き起こすための設計要件を明らかにできる． 
今村らは，保健補導員コミュニティでお互い様・ご近所づきあいの規範意識から参加した住民達が，

コミュニティに参加し続けるに従い次第に自発的な意志で活動を行い始める様を報告している．また，

地域社会の伝統的コミュニティや自治会組織の中で醸成されてきたお互い様の価値観を，保健補導員

制度が成功するための前提条件であったと分析している．従って，【課題１】規範意識を契機とした社

会参加とそこでの社会的相互作用を通した内的な価値観の変容，この一連のメカニズムの理解から，

人々の健康への意志を社会的に涵養させるための条件を明らかにできる．また，【課題２】お互い様の

価値観のような，集団行動形成の前提条件となる，地域社会に伝統的に共有されてきた価値観や習慣・

社会関係が発見できれば，実効的でかつ頑健な制度の設計に活かせる．二つの課題を解決する事によ

り，自発的な意志に基づいた健康増進活動を広げるための基礎要件を明らかにできる．  
3. HCA 確立に向けた研究プログラム	 
【課題１】個人の信念構造を明示的に組み込んだエージェントモデルを構築し，社会的な相互作用

を通した内的価値観の変容が起こる要件を探索する．具体的には，行動計画理論に基づいた，	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Wang(2012)のコミュニティタスクへの参加行動モデルを拡張し，社会ネットワーク構造や社会規範流
通の様相を変化させることで，同調的行動から自律的行動への行動変容が連鎖的に起こるシナリオとそ

の時の初期条件やフィードバック構造を特定する，それにより健康への意志を社会的に涵養させるた

めの設計要件を明らかにできる．また，【課題２】住民や制度設計主体の価値観・彼らにとっての意味

を表出化させるツールであるエンパワメント評価(EE)や健康影響評価手法(HIA)を利用することで，住
民の価値観や慣習を表出化できる．また，住民の価値観・慣習を導入したシミュレーション実験とシ

ナリオ分析を行うことで，地域社会にある価値観や習慣・社会関係の持つ機能を明らかにできる． 
以上の研究プログラムにより，HCAを戦略的に実施するために必要な基礎要件を明らかにできる． 

V 2-1



知識共創第 3 号 (2013)   

対話生態の変革：ユーザ経験価値向上への人と事業組織の学び 
Innovation in Dialogue Ecology: Human and Business Organization’s Learning for User 

Experience Approach 
 

伊東昌子1)，南谷圭持2) 

ITOH Masako1)，MINAMITANI Keiji2) 

 
1)常磐大学，2)日立製作所 

1) Tokiwa University, 2) Hitachi Ltd. 
 

【要約】技術品質の高い業務用ソフトウエア製品を設計開発する事業組織にユーザ経験価値向上活動を

導入して領域横断的共創を引き起こす際の問題として，個人と組織の対話生態に着目した．ユーザ価値

向上活動の展開に求められる 4 種類の対話技能訓練と，その技能を用いた職場での実践までもが研修の

一部である Already-Started 型研修を採用した．評価についてはロジックモデルを作成し，現在までのア

ウトカムとして，受講者の対話に関する気づき，研修推進チームの受講者支援に関する気づき，職場に

おける実践の困難さが明らかになった．  
 

【キーワード】ユーザ経験価値 共創 対話生態 人と組織の学び   
 
1. はじめに    
 製品開発やサービス開発を業務とする多くの事業組織では，与えられた仕様に基づく設計・開発・製

品化（サービス化）が任務である．このため仕様に記載された要件を満たすとともに，品質を保ちコス

トを抑え期限を遵守するプロセスマネジメントが従業員や組織の主たる関心事である．しかし，近年，

提供側の専門的知識や技術の観点から製品やサービスを開発するだけでは競争優位に立つことはでき

ず，使用し利用するユーザの経験（User Experience: UX)価値を高める製品ならびにサービスの企画設計

を行う必要性が増している．UX 価値の理解とは，どのようなユーザ層がどういう状況で誰と共に当該

製品やサービスを利用し，どう困ったり喜んだりするか，その理由や想いはどのようかなどを調査して，

彼らの価値観と状況を理解することである． 
 こういった UX 価値を高める設計思想は，医療，情報通信，情報機器，ソフトウエア，食品，旅行な

どさまざまな産業領域においてイノベーションを引き起こす方略として重視されつつある（奥出, 2007; 
2012）．米国においては著名なデザイン会社が病院や空港において UX を調査し，その結果に基づく設

計を実装して改善を実現させた事例が報告されている（Brown, 2009）．しかしながら，UX の理解とそ

の理解に基づく企画設計は，探索的かつ領域横断的な協働活動を多く含むものであり，役割分担型工程

管理により高い品質と効率を維持し続けてきた事業組織の職場生態に必ずしも適合するものではない．

そのような場合に UX 活動を事業組織に導入し変革を引き起こす方法論や手法についての研究は極めて

少なく，手法に加えて手法導入時の問題や対策が明らかになっていない．そこで本研究では，技術品質

の高い製品やサービスの設計開発を業務とする事業組織において，UX 価値向上活動の実践を目的とす

る学習プログラムの開発とその評価法を提案する．学びの焦点としては，事業組織を構成する事業ユニ

ットやそこに所属する従業員が UX 価値向上活動を実践する際に直面するであろう対話生態を変化させ

共創を推進させることである． 
 本稿では，具体的な研修プログラムを設計し実施するために，技術品質の高い業務用ソフトウエア製

品の設計開発を業務とする事業組織を対象とした．ユーザ要求に沿った生産財の開発については従来か

ら多数の研究や議論がある．そのほとんどは，例えば富田（2012）のように，生産財メーカーと消費財

メーカーが共同して問題解決を行う組織プロセス，あるいはユーザ視点を取り入れた組織のダイナミッ

クな評価能力に焦点を置くものである．しかし，それらのプロセスや組織能力を実現させるためには，

従業員であるエンジニアがユーザ経験を理解し価値を見出す能力やそれらを生産技術と統合させる能

力を獲得しなければならない．さらに事業ユニットである職場には，UX 価値向上活動を許容し推進さ

せる学びが求められる． 
エンジニアである従業員がユーザ経験を理解しそこに内在する価値を見出すことは，自己の知識，技

術，価値の範囲を越境してユーザと対話し共感的に理解することから始まる．また見出した価値に基づ
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く設計やサービスを実現させるためには，事業組織内の他部門や外部事業組織あるいは他企業と対話す

る場を開き，試行錯誤的な議論を実施しつつ共創可能な事業モデルを模索しなければならない．個人と

しても組織としても Engeström（1987）が述べる越境し拡張する学びが求められる．野中・遠山・平田

（2010）は持続的にイノベーションを可能にするためには価値命題が作られるダイナミックなプロセス

や場やリーダーシップが必要であることを説く．しかし，人や組織がその学びをどのように開発できる

かについては述べられていない．本研究では，その学びを引き起こすためには，人と組織が領域内の効

率的かつ伝達的対話から，理解するための対話や新しい価値やかたちを共に模索する対話へと変化させ

ることが重要という立場に立つ．組織内の対話とイノベーションの関係については，顧客との相互作用

を自身の仕事と関連づけ，それが部門間の知識交流や上下階層間の知識交流を活性化するといった内部

コミュニケーションの変化につながる場合にイノベーションとの有意な相関が認められている（Laursen 
& Pedersen, 2011）．それでは UX 価値向上を業務用ソフトウエア製品の設計開発で成功を遂げてきた事

業組織に導入するときの対話問題とはどのようなものであり，どのような学びが求められるのか． 
 
2. 組織文化としての対話生態とその改革 

 生産技術の向上とシステムの開発プロセス管理を重視する組織が UX 価値向上を実現させるためには，

エンジニアである従業員がユーザあるいはユーザに近い部門の担当者と対話し，システムが使用される

状況，そのときの困難，想い，その背景となる理由や事情を理解しなければならない．また，その理解

に基づく新たな企画や設計を創造する場合には，エンジニアは自身の担当範囲を超えて他領域の担当者

と議論を重ねる必要がある．これらの対話は，エンジニアにとっても彼らの職場にとっても従来の対話

文化と拮抗する新たな学びとなる． 

 エンジニアの業務上の対話は，仕様，プログラムコード，開発プロセス，期限，コスト，リスクとの

対話である．言い換えれば，眼前の仕様と期限とコストという問題を的確に効率的に解決するための対

話である．そこにユーザを理解した上で提供すべき価値を議論する文化は醸成されてこなかった．福島

（2010）も指摘するように，高品質の生産財を効率的に製造する能力が高い組織ほど，製造プロセスは

高度に構造化されており，そこに新たな試行錯誤的あるいは実験的議論が生起する確率は低くなるから

である．したがって，仮にエンジニアがユーザ理解のための対話技能とその理解に基づく領域横断的議

論の対話技能を研修により獲得したとしても，それらの技能を職場において彼ら自身が実践することは

困難である．このため，研修にはエンジニア個人が対話技能を獲得するカリキュラムとその技能を発揮

させる活動を職場の責任において実践させる仕組みが必要となる．以下では，対話技能訓練の内容的側

面，そして Off-JT 形式での訓練と職場での実践を連結させる研修について述べる． 

 

2.1 UX の理解と提案に求められる対話技能 

製品システムを利用するユーザの経験を理解する調査法は，大別してインタビュー法と観察法である

（Unger & Chandler, 2012）．それらを活用して UX を理解し，その理解に基づく新たな UX 価値を見出

して製品として提案できるようになるためには，少なくとも以下の４種類の対話技能が求められる

（Brown, 2009）． 
第一に，製品システムを利用するユーザの困難や失敗や成功の状況，そのときの想い，彼らの価値観

を共感的に理解するためのインタビュー技能である（深く理解するための対話）．第二に，ユーザの経

験状況を視覚化した上で，ユーザの経験価値を高めるような発想を議論する技能である（閃きを得るた

めの対話）．第三に，新たな製品設計やサービス設計を行い，その妥当性を評価する議論を行なう技能

である（アイデア生成の対話）．第四に，新たな設計アイデアを市場や現場に据える方法を議論する技

能である（インプレメンテーションのための対話）．これらはユーザ経験の調査，理解，設計，評価を

重視する人間中心設計プロセス（ISO9241-210）を実現させるためにも必須となる技能である．どの対

話技能をエンジニア個人に訓練するか，どの技能をチーム形式で訓練するかについては，受講者らが所

属する事業組織の状況と目的に依存する．また，それぞれの対話技能の訓練については，既存の手法を

組み合わせることにより可能である． 
 

2.2 対話訓練と職場における実践をつなぐ Already-Started 型研修 

UX 価値向上活動を仕事場に導入するための研修として，本研究では Already-Started 型研修を採用し

た．Already-Started 型研修とは，Off-JT 研修中に受講者らが獲得した技能を活用して所属組織に新たな
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実践や学びを開始させ持続させるまでを研修範囲とする方法である．杉万・谷浦・越村(2006）は，リー

ダーシップに関する理論や技能の講義の後に，研修の一環として受講者らに職場の問題点抽出と改善計

画を立てさせ，その計画に対して上司から承認を得て一年間に渡って実施させた．上司からの承認と支

援の下で職場改善の計画と遂行を進めることが研修の主要部分になることで，Off-JT 研修中の決定が職

場復帰後に実施されにくいという問題の多くが克服されている． 
UX 価値向上に向けた活動を事業組織に展開するためには，同様に，職場での実践が研修の主要部分

になることが望ましい．また，UX 向上活動を事業組織全体に展開させるためには，製品の設計開発を

行うエンジニアだけではなく，顧客接点を持つ部門の担当者についても対話技能訓練を行う必要がある．

例えば，販売促進，品質保証，技術サポートなどの担当者である．UX 活動の実践を展開させるために

は，所属する部門を越えて対話先の役割や知識・知恵を理解し，新たな可能性を共に探索しなければな

らないからである．このときに，UX 活動の基盤となる知識，技能，態度が共有されていることが望ま

しい．これらを実現させるために，対象となる事業組織においては次の２つの事前準備が求められる．

第一に，研修推進チームは UX 活動の専門知識と技能を持つ専門家のみから構成されるのではなく，人

選や研修推進の観点から，教育部門や研修の対象となる部門の担当者を含む部門横断チームであること．

第二に，部門横断型推進チームによる活動を可能にするために，事業トップ層が UX 価値向上活動の展

開を事業戦略の一つとして位置づける宣言を行い，持続的に支援する体制を敷くようにすること． 
 

3. Already-Started 型対話技能研修の実施 
(1)受講者 
業務用ソフトウエア製品の設計開発を業務とする事業組織に所属するエンジニアであり，主任クラス

でユーザに対する好奇心を持ちチャレンジ精神が高い者とした．選定は各部門長による推薦とした．一

回の研修ではインストラクター人数の関係から 6 名から 8 名の受講者とした． 
(2)研修教材 

「深く理解するための対話」「閃きを得るための対話」「アイデア生成の対話」「インプレメンテー

ションのための対話」に相当する技能を訓練する教材については，事業グループの製品デザインを業務

とする組織で開発された手法を採用し，インタビュー技法，利用状況のモデル化技法，価値の発見と製

品企画技法を中心に演習形式の教材を作成した．実施毎に改善点を検討し改良を重ねた． 
(3)実施手続き 
事前準備 当該事業組織においてUX活動の専門知識と経験を持つ担当者，教育部門の担当者，販売に

関係する部門の担当者，そして製品デザインを業務とする外部組織の担当者から構成される研修推進チ

ームを結成した．次に，当該事業組織における部長以上を組織長の名において招集し，UX価値向上活

動を新たな価値の共創を活性化する事業戦略の一つとして位置づける会議を開催した． 
Off-JT対話技能研修 エンジニア等は理解のためのインタビュー技能を有していないので，インタビュ

ー対象者に関しては，利用状況を想像しやすい製品として家電製品のユーザから始め，徐々に本来のユ

ーザに近づける方式を採用した．具体的にはステップ 1 として家電ユーザである主婦，ステップ 2 とし

て運用管理システムのユーザであるエンジニア，ステップ 3 として顧客に近い部門スタッフとした．ス

テップ 1 とステップ 2 では研修推進チームの者がユーザを演じた．ステップ 1 とステップ 2 は 2 日間，

ステップ 3 は 1 日とした．ステップ 1 からステップ 3 までは 1 ヶ月以内に実施し，ステップ 3 の成果に

ついては受講者等の所属長を招いて発表会を実施した． 
職場における実施計画と実施 ステップ４はステップ 3が終了して受講者が職場に戻ったときから開始

された．参加者等は職場においてUX活動を展開するための課題を考えて目標を定め，実施方針を計画

して上司に承認を得た．約一年間その計画を職場において実施して，事業組織における成果発表会で発

表を行う．この発表は参加者の成果発表というよりも所属部門の成果発表という位置づけで行い，優秀

な成果をあげた部署には賞を与える．ただし，職場では制約の厳しい生産プロジェクトが実施されてい

る場合が多く，速やかに計画が立案されるとは考え難い．そこでどのような状況にあるかについての週

報（UX価値向上に使用した時間，気分状況，その他）を提出させると共に，約一ヶ月に一度の状況共

有会を実施して参加者が孤立しないように研修推進チームが相談や支援を行った．また，受講者の上司

は職場では課長クラスに相当し彼らは生産プロジェクトを率いる責任者であるので，推進チームがステ

ップ 4 についての説明を丁寧に行って協力と支援をお願いした． 
(4)実施期間  
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研修実施は 2012 年 6 月から開始され，未だ一年を経過しておらず，一期生についてもステップ 4 を

実施中である．現在は三期生がステップ 3 を行っている． 
 
4. 評価のロジックモデル 

 本研究において採用した Already-Started 研修の評価に際しては，ロジックモデル（安田, 2011）を作成

した．ロジックモデルとは，研修プログラムをどのように運営すると参加者や職場への変化・変容が生

まれるかを明らかにするためのモデルであり，「投資資源（input）」「活動（activity）」「結果（output）」

「効果（outcome）」「インパクト（impact）」の関係性を図式化したものである．本研究におけるロジ

ックモデルの概要を図 1 に示す． 
  
 

研修教材
研修推進チーム
UX教育専門家
事業組織トップの
UXによる共創宣言
研修会場
参加者の人選

ステップ1から

３の実施

ステップ4の
実施

教材の改善

月2回の会合 課題の共有と解決策検討

参加者がステップ１から
３の研修を受ける

上司への説明と協力依頼
共有会での持続的支援
UX実践の企画

アクティヴィティ アウトプット アウトカム インパクト

参加者のレベルに
応じた教材が提供される

UX価値向上に必要な対話

の知識、技能、態度の獲得
事業組織内に研修を受けた
人数が増える

職場におけるUX実践が

可能になり成果が現れる
成果が事業組織に伝わる

テキストが標準化される

評価モデル作成 評価対象を特定できる

新たな顧客や
パートナーとの
共創が生まれる

新たな知が
創造される

異分野との開かれ
た対話文化の醸成

問題・課題に対して
持続的に対応可能

収集すべきデータ、
着目すべき変化がわかる

事業組織内
共創が生まれる

インプット

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             図 1：評価のためのロジックモデル概要 
 
 本研究における評価対象は，アウトカムに示した求められる対話に関する知識，技能，態度の獲得と，

職場における，あるいは職場を超えた UX 実践の展開状況である．これらはステップ 4 が終了した段階

において 1) 知識，技能，態度の獲得状況，2) 職場における UX 価値向上にむけた実践計画の実施状況，

3) 自身の部門や領域を越える対話状況のデータを収集し分析する予定である．現在は一期生もステップ

4 が終了していないため，これまでに認められた受講者の変化，研修推進チームの気づき，ステップ 4
の困難さを以下に述べる．なお，事業組織における新たな製品イノベーションが引き起こされたか，事

業規模が拡大されたかについては，インパクトに相当する指標であり，研修の直接的効果とは言い難い．

インパクトについては将来にわたる縦断的評価が必要となるため，本稿では対象としない． 
 
5. 変化，気づき，困難 

(1) 対話プロセスにおける知識，技能，態度の獲得 
 ステップ 3 までの段階において UX 価値向上を目指した対話プロセスや求められる知識，技能，態度

に関して調査した．事前の質問としては，顧客との話し方がわかるか（4 段階，4：うまくできる），事

後の質問として，対話プロセスが理解できたか（10 段階，10：確かにできた），話し方の勘どころが掴

めたか（10 段階，10：確かにできた），UX 活動のための対話の面白さを感じたか（4 段階，4：感じた）

設計・サービス改善への有効性（4 段階，4：感じた），職場で使えそうか（使える，使えない），同僚

に参加を勧めたいか（勧めたい，勧めたくない）であった． 
 三期生までの 21 名の結果は以下の通りである．顧客との話し方（事前評価）は平均 2.0 であり，話し

方がわからないようであった．事後については，対話プロセスの理解は平均 7.05，話し方の勘どころの

把握は平均 5.91，UX活動のための対話の面白さに関しては 3.52，設計・サービス改善への有効性は 3.38，
職場で使えそうかに関しては「使えそうだ」が 57%であり「使えない」が 38%であった．参加者は対話

プロセスの知識，技能，態度を理解したと評価したが，実施面では不安が残るようであった．UX 活動

のための対話の面白さは全員が感じていた．設計・サービス改善への有効性は有ると評価するものの職
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場では使えないとの意見が 4 割を占めた．職場で使えない理由としては，現在の業務では顧客と接する

機会がないこと，現在の製品開発プロセスには適合しないことが報告された．使えるとの回答について

は，まずは対話から始めることにより使える機会を得るはずだとの意見であった．同僚に勧めたいかに

関しては，勧めたいが 86%であった．勧める理由は UX 価値向上のための知識や技能を持つ人を周囲に

増やしたいとの意見であり，勧めない理由は長時間を要するため勧めにくいとの意見であった． 
(2) 受講者の対話に関する気づき 
 対話訓練を通して，設計を業務とするエンジニアは皆以下のように報告した．想定していた対話は要

求を聞くもの，すなわち何が必要かを問うものであったと気づいたこと，さらにユーザ経験や使用状況

を共感的に理解してそこから提供すべき価値を見出す対話は想定していた対話とは異なるものである

と理解したことである．販売に関わる業務の担当者は皆以下のように報告した．顧客との従来の対話は

製品の説明や手持ち製品が顧客に合致するか否かの探索を目的としており，顧客の経験状況を理解する

対話ではなかったこと，また顧客を理解する最前線に自身が位置していると気づいたことである． 
(3) 研修推進チームにおける受講者支援に関する気づき 
ステップ 4 では各参加者が職場において UX 価値向上活動を企画し実践しなければならないが，職場

における業務状況の影響により直ちには計画を立案できない場合が目立った．計画を立案し上司に承認

を得るまで長い期間を要する場合もあった．研修推進チームとしては，急がずに時間をかけて相談に乗

ったり，上司への説明を支援したりすることを心がけた．また，週報については日数が経過すると共に

提出数がなくなることが認められた．この点に関しては，研修推進チームからのフィードバックを与え

ることや共有会を有効に利用することを検討中である． 
(4) 職場における UX 価値向上活動を実践する上での困難 
受講者は職場においては，本来の業務を遂行する責任があり，そこには福島（2010）が指摘するよう

に時間，予算，業務責任の制約が発生する．本来の業務とは異なる UX 価値向上のための活動計画を立

案し実践することは極めて難しい．進行中のプロジェクトが顧客の意向を伺う時期にあり，そこに参加

する場合は上司や同僚の支持も得やすいが，そのような場合ばかりではない．職場においてどのような

ことが可能かを見出せないまま数ヶ月を経過する場合もあった．しかし，ステップ 4 は現在進行中であ

り，そこでどのような対話が開かれどのような共創が開始されたかについては，ステップ 4 の終了時を

待たなければならない． 
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1. 研究の背景と目的 

近年，ミニブログ（またはマイクロブログ）と呼ばれる短文メッセージを投稿・共有する Web サー

ビスが世界中に広く普及している．中でも世界最大のミニブログサイトである Twitter における投稿数

の増加が著しく，2012 年 6 月 7 日現在，1 日に 4 億件以上のメッセージが投稿されている（うち日本

語の投稿は約 4000 万件）．このような背景を受け，このデータ資源を活用しようとする研究も盛んで

ある．それらでは Tweet 中に含まれる単語や属性値を集計することによって Tweet の分類・ランキン

グ・分析・推薦や現実事象の予測，事件・イベントの検知などを試みてきた．しかし個々の Tweet は

内容が希薄なものが多いため知識の抽出対象には適していない． 

そこで本研究では複数 Tweet のセットを対象にして Q＆A 型の知識を抽出することを目的とした．

ミニブログ中にも QA の対話は存在し，そこには日常生活におけるニーズも表現されている．それら

は質問者だけでなく第三者にとっても有用な知識であろう．したがって，この質問と回答を知識とし

て抽出できるようになれば，それらは有益な知識源となることが期待される． 

2. 研究内容 

本研究では，ツィートデータからの Q&A 型知識抽出（絞込み）実験とその結果に対する評価，そ

して得られた質問の分類を行った．抽出実験においてはデータ取得日に日本語で投稿された Twitter

の全ツィート（24 時間分）を対象に Q＆A 型知識となる候補（質問と回答のペア候補）の絞り込みを

行った．次に絞り込み結果から評価用サンプルを抽出し，これらに対して Q＆Aの出現状況調査（質問

の出現数，回答の対応状況・Q＆A の有用度）を行い評価した．最後に得られた Q＆A に対して先行研

究に基づく，質問意図を基準にしたタイプ分類を行った．本発表ではさらに Yahoo!知恵袋(QAサイト)

との比較や Twitter中における知識の特徴についても説明する．  

3. まとめ 

本研究の結果，以下の結果が得られた． 

 ツィートデータから Q＆A候補を絞り込むために，ツィートとその返信（URLを含む）のペアを対

象に抽出したところ，その中の約 15％が Q＆Aであり，それら Q＆Aのうち約 48％が有用な質問で

あった．さらに有用な質問の約 65％には回答が投稿されていた． 

 質問タイプによる分類の結果からツィートでは事物の名称，目的実現のための手段や方法を問う

質問が多く，意見や体験を尋ねる質問は少数であることが判明した． 
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報酬構造と相互作用トポロジーに基づく集団的決定の分析

Analysis of collective decision based on reward structure and

interaction topology

真隅 暁，橋本 敬
MASUMI Akira and HASHIMOTO Takashi

北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科
School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology

キーワード： 集団的決定，報酬構造，相互作用トポロジー

集団的決定は，人間や動物の集団が，集団として環境に適応し存続するために，集団として意思決定を行う
現象である．例えば，人間社会における選挙や合意形成などの社会的決定や，社会性昆虫に見られる採餌行動
などの集団挙動があり [Conradt and List, 2009]，おおよそ集団を形成して生存している動物 (人間を含む)の
間に広く観察される現象である．
人間・動物集団における集団的決定は，社会科学および自然科学における様々な対象で観察されることから，
現象理解のためのより一般的な分析枠組みが必要とされている．これに対し Conradt and Listは，集団的決
定を aggregated/consensus decision (以降，A./C.) と interactive/combined decision (以降，I./C.)の二種
類に分類し，各々の現象群を分析するために必要な概念や論点を整理・提示した [Conradt and List, 2009]．
A./C.は，集団的決定において，多数の主体の決定が集団としての単一の決定へと集約される過程を重視し，
その際の集約の機構に注目する．例えば，選挙を通じた社会的選択において，選挙制度のあり方などが問題と
される．一方 I./C.は，各主体のミクロな意思決定のあり方を重視し，それぞれが具体的にどのような判断の
もとで意思決定を行ったのか，といったことが問われる．例えば，市場メカニズムを通じた最適価格の決定に
おける，各主体の行動戦略などが問題とされる．
上記の分類は有益だが，一方で，(1)対象によっては，決定主体であるところの「集団」(のメンバー)が自
明でないため，「集団としての決定」を明確に定義することが困難な場合がある (例えば，上記の市場の例が当
てはまる)，(2)分析者の興味関心によって同じ現象がどちら側にも分類され得る，という難点があり，改善の
余地がある．また，集団的決定は，そもそも集団内の各主体のミクロな意思決定が集積した結果として生じる
マクロな事象であるから，I./C.と A./C.の両者の間を連続的に考察できるような分析枠組みが必要である．
実際，I./C.と A./C.の因果的な関連は [Conradt and List, 2009]でも言及されている．
本研究では，集団的決定を定式化し分析するための枠組み構築へ向けて，報酬構造と主体間の相互作用トポ
ロジーという視点を提示する．報酬構造は，ある集団的決定に伴って生じる報酬 (利得)を，集団内のメンバー
がどの程度共有しているかを現すもので，メンバー間の利害の一致の程度を現している．報酬構造という切り
口を導入することの利点は主に二つある．それは，(1)「報酬を共有する主体の集まり」として「集団」を規
定することができるため，「集団としての決定」を明示的に定義し得ること，(2)報酬の共有範囲を細かく操作
することができるため，グループ間競合などの，集約と競合が共存した状況を記述・定式化できること，であ
る．他方で，相互作用トポロジーとは，主体間の情報伝達・コミュニケーションのネットワーク構造を現すも
ので，主体が決定を行う際の情報源を現している．トポロジーを考慮することで，主体間の相互作用のあり方
と集団的な決定 (帰結)との関連を分析することができる．
発表では，現実の多くの状況が，集団的な決定と種々の競合関係が入り混じった状況であることを議論し，
これを本研究の視点で分析できる可能性について議論する予定である．
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「萌え」とはなにか：人類学の視点と認知的メカニズム  

What Is Moe: The Anthropological Perspective and The Cognitive Mechanism 

李 冠宏1)，橋本 敬1) 

LI Adam1), HASHIMOTO Takashi1) 

1) 北陸先端科学技術大学院大学 

1) Japan Advanced Institute of Science and Technology 
 

Keywords: Moe-culture, Empathy, Abduction of agency 

 

1. Backgrounds and objectives 

During the past years, Moe-culture, which is generally referred to the boom of anime, manga, etc., has spread 
all over the world. People who appreciate Moe-works often have the feeling that they can actually understand 
how the characters feel, regardless of the “flat” style of representation. In this sense, the affection of Moe could 
be defined as the empathic response to the representations that are not exactly the same as human beings, which 
could sometimes be extended to other animals and even human. Though researches have shown that the 
perceived empathic and communicative abilities are correlates with the anthropomorphic characteristics and 
phylogenetic relatedness, this could not sufficiently explain the affection of Moe. 

On the other hand, according to the theory of the abduction of agency, which is pinpointed by Alfred Gell, 
the Moe-characters are not only of aesthetic value, but are equivalents of social agents by exercising influence 
on their viewers. The relationship between art and society suggests us an anthropological perspective to assess 
the social impact of Moe-works, allowing us to investigate the evolution of culture by examining the emergence 
of Moe-culture. However, the cognitive model underlying this process is still missing. 

Based on the above, the proposing work will focus on the following: 

1. Providing experimental paradigm to test the effect of Moe-anthropomorphism. 

2. Providing cognitive model to accommodate the abduction of agency in respect of the Moe-culture. 

This work shall contribute to the research about human empathy, which is a prerequisite for social 
communication. Moreover, the cognitive model bridging art and agency shall shed a light on the research of 
evolution of culture from a new perspective. 

2. Methods 

The proposing work is highly inter-disciplinary and composing of both cognitive experiment and computer 
simulation.  

【Cognitive experiment】A experimental paradigm that is able to discriminate the empathic response to various 
of representations will be proposed. Electro-encephalography will be employed to measure the brain activities 
during the experiment. Both the behavior result and the brain activation result will be analyzed to build the 
cognitive model. 
【Computer simulation】Agent-based simulation will be carried out to evaluate the modeling work. 
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