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 To maximize designers’ creativity during collaborative design processes, I focused on individual 
differences among designers, especially differences in their evaluation and interpretation of presented 
ideas and proposed the analytical method for revealing their differences in the previous research. The 
method reveals designers’ individual differences by analyzing the results of their idea evaluations and 
encourages their further idea explanations based on them. However, detailed analysis of experimental 
results conducted in the previous research showed that there is a still room to reconsider the procedure 
of semantic interpretation. Thus, I attempt to modify our previous method in order to improve its 
effectiveness in this research.

1．は　じ　め　に
　コラボレーションとは，複数の参加者が互いに知識や
情報，アイデアなどを持ち寄り，協力して一つの目標を
達成するプロセスである1）．コラボレーションでは，複
数の参加者が協力することで，一人では実現できない大
きな目標を達成することが可能になる．また，複数の参
加者が知識や情報，アイデアなどを持ち寄るだけでな
く，相互に影響を及ぼし合うことで参加者の創造性が刺
激され，新たなイノベーションが引き起こされる2）とい
う創造的側面もコラボレーションの利点の1つである．
　従来，コラボレーションの効率的，効果的な実施を目
的として，コミュニケーション支援，知識の共有，分散
設計環境など，コラボレーションの様々な局面に注目し
た研究が行われており，また，テレビ会議システムやグ
ループウェア等，多くの製品が実用化されている．しか
しながら，コラボレーションの創造的側面に注目した研
究は，ブレインストーミング3），KJ法4）などの古くから
ある一部の創造技法を除いて，あまり行われていないの
が現状である．
　これに対して，著者らは従来，コラボレーションの創
造的側面に注目して，コラボレーションの過程で設計者
らが創造性を最大限に発揮できるように，設計者間のコ
ミュニケーションを可視化する方法5）6）や，アイデアを
数値的に評価し，包絡分析法を用いて分析する方法7）を
提案してきた．また，直前の研究では，設計者間に存在
する個人差，特に設計者がアイデアを解釈・評価する際

の個人差に注目し，その分析を行う手法8）を構築した．
一般に集団創造活動では，アイデアは比較的簡潔なフ
レーズで場に提示され，他の設計者はそのフレーズから
具体的なイメージを想起する．しなしながら，各設計者
が想起するイメージは設計者間で一致するとは限らず，
むしろ設計者ごとに異なる可能性が高い．また，各設計
者がアイデアを評価する場合にも，上記の理由や評価視
点・尺度の違いなどにより評価結果が異なってくる可能
性が高い．しかし，このような設計者の個人差は必ずし
も悪いことではなく，むしろ集団の多様性が集団のパ
フォーマンスに良い影響を与えていることが様々な研究
で言及されている9）～12）．そこで提案手法では，設計者ら
が個別に行ったアイデアの意味解釈・評価結果を分析す
ることで設計者間に存在する個人差を明らかにし，更な
るアイデア探索のきっかけとする．
　これに対して本研究では，より正確な個人差分析を可
能にするために上記手法の改良，具体的には設計者によ
る意味解釈の方法の改良と，それに伴う個人差分析の方
法と議論の方法の改良を行う．これは，上記研究におい
て手法を用いた実験を行った際に，意味解釈の視点は参
加者によって異なることが明らかになったためである．
すなわち，ある参加者はアイデアの原理に注目して意味
解釈を行い，ある参加者はアイデアの効果に注目して意
味解釈を行うといった視点の違いである．その結果，意
味解釈の違いと視点の違いが混在してしまい，個人差分
析の精度が低下するという問題が生じた．そこで本研究
では，上記の問題を解決し，またより多角的な個人差分
析を可能にするために，手法の改良を試みる．
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　そこで提案手法では，目的語と動詞のリストをあらか
じめ用意しておき，各参加者が自由記述されたアイデア
をリストから選択した「目的語─動詞」の組み合わせで
表現しなおすことで，各参加者がそのアイデアをどのよ
うに解釈しているのかを明らかにする．なお，参加者間
の意味解釈の差異をより正確に明らかにするために，提
案手法ではアイデアを “原理” と “効果” の二つの視点
から意味解釈する．ここで “原理” はそのアイデアがど
のようにして所定の効果を発揮するのかを表し，“効果”
はそのアイデアによってもたらされる結果を表す．図2

に意味解釈の概念図を示す．

2.3　第３段階：アイデア評価における個人差の分析
　前段階のアイデア評価により，性能評価の数値データ
と，意味解釈の定型表現データが得られる．第3段階で
は，まず初めに，これらの評価データを個別に分析・可
視化する．次に，参加者間の評価の一致度を算出し，ア
イデア分析図を作成する．そして最後に，第4段階での
議論の順序を決定する分析優先度を算出する．以下に，
各作業の詳細を述べる．
　２．３．１　性能評価データの分析・可視化
　ある1つのアイデアについて，参加者ごとに行われた
性能評価データを，各設計目標を軸にした空間上にプ
ロットすると，図3のように可視化することができる．
同図は，設計目標が3つ，参加者が5人の例である．同
図のように性能評価データをベクトル表現した時，性能
評価における個人差は，（ i）原点から各点に向かうベク

2．評価の個人差に着目したアイデア分析法
　本研究で提案するアイデア分析法は，コラボレーショ
ン環境における設計者らの創造性を最大限に引き出すた
めの，設計者の評価の個人差に着目した分析手法であ
る．手法を利用する状況としては，製品開発のある段階
において，何らかの問題が発生したり，改善すべき目標
が提示されたりした場合に，それを解決，実現するため
のアイデアを設計者らが協力して模索するような状況を
想定する．問題や目標は同時に複数表れるものとし，設
計者らが場に提示するアイデアは短いフレーズで自由記
述されるものとする．具体的には「○○○を×××す
る」のような目的語と動詞の組み合わせや，名詞のみで
表されるフレーズである．
　提案手法は以下の4段階から構成される．図1にその
流れを図示する．
　　第１段階：アイデア探索
　　第２段階：参加者によるアイデア評価
　　第３段階：アイデア評価における個人差の分析
　　第４段階：アイデア評価の個人差に着目した議論

　以降，各段階の詳細について述べる．
2.1	 第１段階：アイデア探索
　第1段階では，参加者は協力して設計目標を実現する
ためのアイデアを探索する．
2.2　第２段階：アイデア評価
　第2段階では，アイデア探索によって得られたアイデア
を，各参加者が以下の2つの視点から個別に評価を行う．
　（１）数値性能評価

　提案手法では，そのアイデアを採用した場合に，それ
が各設計目標の達成にどれほど寄与するかをそのアイデ
アの性能と定義し，目標達成に大きく寄与すると考えら
れる場合は10点，全く寄与しないと考えられる場合は1

点と，10点満点で評価する．性能評価は1つのアイデア
について設計目標ごとに行われるため，全体としては
（参加者の数×アイデア数×設計目標の数）回の評価が
行われる．
　（２）意味解釈

　アイデアが自由記述された短いフレーズにより表現さ
る場合，各参加者がそのフレーズから想起する具体的な
イメージは多くの場合，一致しない．

Fig.1		Overview of the proposed method

Fig.2		Formulaic semantic interpretation

Fig.3		Two types of differences in numerical evaluation
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トル間の角度差と，（ii）ベクトル長の差の2つの情報で
表すことができる．本研究では，前者には「評価対象の
アイデアがどの設計目標の実現に寄与するかという，評
価観点の個人差」が反映され，後者には「アイデアの総
合性能の評価の個人差」が反映されているものと考え
る．
　なお，本分析を実際に用いる場合には，ベクトルの角
度差とベクトル長の差が分かればいいため，図3のベク
トル表現の代わりに，図4（b）の右下に表示されている
形式の表を用いる．同表の上三角の数値は参加者対にお
けるベクトル間の角度差を表し，下三角の数値はベクト
ル長さの差を表す．
　２．３．２　意味解釈データの分析・可視化
　意味解釈データについては，アイデアごとに図4（b）の
左下に表示されている形式の有向グラフを用いて，各参
加者が選択した目的語・動詞を一度に提示する．ノード
は参加者によって選択された目的語・動詞を表し，エッ
ジは各参加者がどの動詞と目的語を選択したのかを表
す．同図を用いることで，意味解釈の個人差や多様性が
容易に把握できるようになる．
　２．３．３　アイデア分析図の作成
　次に，性能評価データと意味解釈データから，アイデ
アごとに参加者の評価の一致度を数値的に求め，アイデ
ア分析図を作成する．

　（１）性能評価一致度の算出
Step1： 1つのアイデアに注目し，設計目標ごとに全て

の参加者の評価値の分散を算出した後，その
分散を合計する．

Step2： Step1を繰り返して分散合計値を全てのアイデ
アについて求めた後，その最大値を求める．

Step3： 分散合計値の最大値から各アイデアの分散合
計値を差し引いた値を，各アイデアの補正前
性能評価一致度とする．

Step4： 補正前性能評価一致度の偏差値を算出し，そ
の値をアイデアの性能評価一致度とする．

　性能評価一致度は値が大きいほど，そのアイデアの性
能評価が参加者間で一致していることを意味する．
　（２）意味解釈一致度の算出

Step1： 参加者ごとに得られる意味解釈データを参加
者対で比較した場合，（ i）目的語と動詞が共に
一致，（ii）目的語のみ一致，（iii）動詞のみ一
致，（iv）目的語と動詞が共に不一致の4パター
ンに分類できる．そこで，上記の4パターンに
ついて，それぞれ1点，0.8点，0.4点，0点の
点数を与える．提案手法では，アイデアを “原
理” と “効果” の二つの視点から意味解釈を行
うため，この作業は両方の意味解釈結果に対
して行われる．また，この点数は参加者対ご
とに得られるため，参加者がn人の場合，アイ
デアごとに nC2×2個だけ得られる．

Step2： nC2×2個得られた点数を合計し，そのアイデ
アの補正前意味解釈一致度とする．

Step3： 補正前意味解釈一致度の偏差値を算出し，こ
の値をアイデアの意味解釈一致度とする．

　意味解釈一致度も同様に値が大きいほど，そのアイデ
アの意味解釈が参加者内で一致していることを意味する．
　（３）アイデア分析図の作成

　算出された性能評価一致度をY軸に，意味解釈一致度
をX軸に取って，全てのアイデアを平面上にプロットし
たものがアイデア分析図である．図4（a）の左側に表示さ
れている散布図はその一例である．図中にプロットされ
ている番号は，各アイデアの IDに対応している．
　２．３．４　分析優先度の算出
　最後に，性能評価一致度と意味解釈一致度を合計し，
これを分析優先度とする．図4（a）の右側に表示されてい
る表はその一例である．分析優先度が小さいとは，性能
評価と意味解釈の一致度が共に低い，すなわち，参加者
の評価がばらついており，そこに新たな発想のきっかけ
が多く含まれていることを意味する．
2-4　第４段階：評価の個人差に着目した議論
　第4段階では，図4に示される分析結果を参加者全員
が閲覧しながら，新アイデアの獲得を目的とした，評価

(a) Analytical results of all ideas

(b) Analytical results of the specified idea
Fig.4	 Overview of the analytical results in Step3
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の個人差に着目した議論を行う．以下にその基本的な考
え方を述べる．
　（ａ）議論の流れ

　分析優先度の小さいアイデアから順番に1つずつ注目
し，下記の考え方に従って議論を行う．図4の例では，
ID2，ID10，ID8　････　の順番で1つずつアイデアに注目
し，議論を行う．
　（ｂ）議論の方法

　性能評価の個人差については，図4（b）の右下部に表
示された表を用いて議論を行う．具体的には，表の上三
角（評価観点の違い）もしくは下三角（総合性能の違
い）の値が大きい参加者対に注目し，なぜそのような評
価を行ったのか当事者に説明を求め，参加者全員で議論
する．必要に応じて，図4（b）の上側に表示されている
加工前の性能評価データを参照する．
　意味解釈の個人差については，提案手法では “原理”
と “効果” の二つの視点からアイデアの意味解釈を行っ
ているため，参加者の意味解釈の結果は参加者間で，
（ i）“原理” と “効果” の両方とも一致している，（ii）
“原理” のみが一致している，（iii）“効果” のみが一致し
ている，（iv）“原理” も “効果” も異なっている，の4パ
ターンに分類される．参加者は図4（b）の左下部に表示
された有向グラフを用いて，なぜこのような差異が生じ
たのかを議論により明らかにする．

3．まとめと今後の展望
　本研究では，設計者の個人差，特にアイデアの解釈・
評価における個人差を集団創造活動の支援に利用するた
めに，従来研究に引き続いて，各設計者が個別に行った
アイデア解釈・評価を分析し，その分析結果に基づいて
設計者らが議論を行うという新しいコラボレーション支
援手法の構築を行った．現在は，コンピュータ支援シス
テムの構築とアイデア発想実験の準備を行っている所で
ある．これらの準備が完了次第，実験を行い，手法の有
効性を検証する．
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