
高級な・美しい」であることがわかった。上記の形容詞を複合的

に用いてデザインを検討することが，名古屋らしさをもった建築

作品による環境演出につながると考えられる。

　今後の展望として，被験者から名古屋らしい建築の要素を直接

抽出し，今回の因子分析の結果と比較することで，名古屋らしさ

の要因の精度を高めることができると考えられる。一方，今後の

課題として，本研究で得られた結果は，被験者によって日本にお

ける「名古屋らしさ」であるか東海圏における「名古屋らしさ」

であるか等の認識は異なり，近代的な他都市にも当てはまる可能性

があると考えられるため， 他都市との比較をおこなう必要がある。

その他，建築作品のファサードに留まらず外構も含めた景観から

地域らしさを把握することや，建築家や専門知識を持った大学教

員を被験者として，多様な視点から地域らしさを把握することが

課題にあげられる。
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要旨 

 本研究は，ビジョニングを，創造的認知研究で議論される想

像の応用として捉えた上で，ビジョニングがアイデア創造性の

実現に効果的であるときの説明を試みた。ビジョニングの認知

プロセスとは，ビジョンの想像と製品の想像からなることを前

提とした上で，225 人の経営学部生によるアイデア開発結果を

分析し，次の知見を導いた。 

 アイデア創造性の実現に直接的に起因するのは，製品想像時

に，開発対象分野から意味的に遠い関係にあるビジョンを用い

たときであり得る。さらにその開発対象分野から遠い関係にあ

るビジョンの特定に起因するのは，①開発対象分野から遠い関

係にあるものをヒントとしてビジョンを想像したとき，②具体

的にビジョンを想像したときであり得る。 

 本調査結果から，アイデア創造性の実現を意図するビジョニ

ングの際には，できるだけ開発対象分野から遠いものをヒント

としてビジョンを想像すること，あるいはできるだけ具体的に

ビジョンを想像することが推奨される。 

 
SSuummmmaarryy    

  This study considers visioning as an application of 

imagination as discussed in studies on creative cognition, 

and explains when visioning is effective for identifying idea 

creativity. Based on the assumption that the visioning 

cognitive process consists of vision and product imagination, 

the study findings were derived from a survey of ideas 

generated by 225 undergraduate students studying business. 

Idea creativity can be realized through a product being 

imagined with a vision that is semantically far from the 

target development area. Besides, the relationship is led by 

1: a vision that is far from the target development area as a 

hint, and by 2: the vision being imagined more specifically. 

The study findings suggest that imagining a vision with a hint 

that is far from the target development area, or imagining it 

specifically facilitates the identification of idea creativity by 

visioning. 

 

１．はじめに 

 新製品開発においてアイデアとは，企業が生み出す新製品の

源泉となるものであるゆえに，アイデアの開発管理の問題とは，

新製品開発における最重要課題の一つとされる[注１，２，３]。

そのアイデア開発のためのアプローチとして近年注目されるも

のに，ビジョニング，すなわち未来市場に対していかに技術的

に接近できるかを洞察し，技術からその未来市場の実現に繋が

るような便益を見出す能力[注４]，あるいはそのビジョニング

概念導出の際に参照されたバックキャスティング，すなわち「す

でに起こった未来」のストーリーを想像し，戦略的示唆を得る

[注５]，といったものがある。これらはいずれも，まずある未

来の状態を想像した上で，それを実現するための戦略，便益や

製品アイデアを考えるという点で共通する。ビジョニングが注

目される理由とは，それが開発の明確な見通しとなることで急

進的なイノベーションの実現を促す[注４]，またそれが必然的

に発散的になりがちなアイデアの探索努力を収束的にさせ，開

発の成功確率を高めると考えられるからである[注６，７]。 

 ビジョニングにおいては、ビジョンを設定することが、アイ

デア探索の領域を定めることになる。そこで本研究は、ビジョ

ニングによってアイデア創造性の実現を意図するときの、ビジ

ョンの特定のあり方を検討する。創造性とは新製品開発の文脈

において，開発成功要因の一つであることが示されるものであ

る[注８]。また創造性とは，新規性，実用性などの特性を持つ

が[注９，10]，新規性とは，イノベーションそのものと見なさ

れる[注 11，12]。 

 ビジョニングのベースには，想像という心的活動が存在する

とされる[注４]。ゆえに本研究では，ビジョニングを認知心理

学の一分野である創造的認知研究で扱われる想像の応用として

捉え議論する。創造的認知研究とは，創造的な行為や創造的産

物に貢献する特定の認知的過程や構造を同定することを試みる

創造性研究の一つのアプローチである[注９]。創造的認知研究

において，想像とは，Finke et al. [注９]によっては，何ら

かの目標を意識して，未知のものについてのアイデアを生成す

ることと定義される。さらに Finke et al. [注９]は，想像の

性質を次のように説明する。すなわち想像によって，全くの新

規なアイデアが創出されるとしてもそれは，開発者の記憶の中 

ビジョニングによるアイデア創出における効果的なビジョン想像 
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の知識の引き出しに依存し，それは異なる既存の知識の組み合

わせや構造化であり，またそれは既存の知識の枠組みに影響さ

れる特徴をもつ[注９]。従って想像によって創出されるアイデ

アとは，ある程度予測可能なものである。 

 先行研究において，ビジョニングの性質[注４]，その構造[注

６]，そのアイデア開発における意義や効果[注 13，７]が説明

されてきた。それらは主に組織能力としての側面からの理解で

あった。それらに対して磯野[注 14]は，創造的認知研究の知見

にもとづき，ビジョニングの認知プロセスの理解を試み，事例

調査を通して，そのモデルを提示した。そこで本研究では，磯

野[注14]で得られたビジョニングの認知プロセスについてのモ

デルをもとにし，ビジョニングによってアイデア創造性の実現

を意図するときの、ビジョンの特定のあり方を検討する。 

 

２．先行研究レビュー 

2. 1. ビジョニングによる製品アイデア創出の定義 

 ビジョニングとは，O’Connor & Veryzer [注４]によって提

唱された概念である。彼らは急進的イノベーション実現のため

には，ビジョニングと呼ばれる組織能力によって，最新の技術

と市場とを結びつけることが重要であることを主張した。

O’Connor & Veryzer [注４]はビジョニングとは，Jolly [注

15]，Hamel & Prahalad [注 16]，Davis [注 17]等に依拠し，

技術的イノベーションのベースにある想像力であり，未来市場

に対していかに技術的に接近できるかを洞察し，技術からその

未来市場の実現に繋がるような便益を見出す能力と説明した。

また Lynn & Akgun [注 13]は，ビジョンを，何らかの望まれる

未来の状態と定義し，それがいかに効果的な製品の特定に結び

つくのかを問題とした。 

 O’Connor & Veryzer [注４]がビジョニング概念を導出する

際に依拠したのは，バックキャスティングと呼ばれる思考アプ

ローチである。バックキャスティングとは，技術による急進的

イノベーション実現に限らず一般的な革新的アイデア創出や経

営体制革新のため等と幅広く用いられている考え方であるが，

Davis [注 17]はそれを，現時点での企業の実像と X 年先におけ

る未来像とを明確につかみ，実像を未来像へと変えるためには

どんな変革が必要なのかを考えることと説明した。一方，西村 

[注５]は，バックキャスティングとは，「戦略的示唆を得るた

めに未来に起こりうるシナリオを描く際に求められるもの」と

し，それには「すでに起こった未来」のストーリーを想像する

ことを含むと説明した。 

 O’Connor & Veryzer [注４]によるビジョニング，Lynn & Akgun 

[注 13]によるビジョン，Davis [注 17]や西村 [注５]等による

バックキャスティングとはいずれも，未来の市場等の状態を想

像することで共通する。その上で O’Connor & Veryzer [注４] 

 

 

 

 

 

 

 

によるビジョニングとは，未来の市場を実現させるように技術

から便益を見出すことであり，Lynn & Akgun [注 13]によるビ

ジョンとは，未来の状態をもとに効果的な製品を開発すること

であり，バックキャスティングとは未来の状態を実現させるよ

うに企業変革を行なったり，戦略を策定することである。 

 以上から本研究では，製品開発の文脈におけるビジョン，ビ

ジョニング，およびビジョニングによる製品アイデア創出を，

次のように定義する。すなわちビジョンとは，開発対象分野に

おいての顧客が望むような未来の状態である。ビジョニングと

は，開発対象分野においての新たな製品開発のために，ビジョ

ンを想像することである。ビジョニングによる製品アイデア創

出とは，開発対象分野に関して，ビジョンを想像した上で，そ

のビジョンを実現するための製品アイデアを創出することであ

る。 

2. 2. 創造性プロセスの特徴を持つビジョニング 

 O’Connor & Veryzer [注４]は，ビジョニングの性質を明ら

かにすべく事例研究を行った。その結果，ビジョニングが実践

される主要な流れの一つとは，未来に対する何らかの見通しを

立てることにより，新たなコア・コンピタンスを獲得するもの

であることを示した。またビジョニングのプロセスとは，モテ

ィベーション，インサイト，修正展開の三段階からなること，

モティベーションにおいては，知識の結びつきや飛躍が存在す

ることを指摘した。さらにビジョニングの推進は，ルミネータ

ー(思考者)，チャンピオン(推進者)，インプレメンター(実行

者)の３種の役割による働きによってなされるとした上で，ル

ミネーターとは，幅広い経験を背景とし，未来を思考すること

に時間を費やし，現在のビジネスよりも遥か先を見通すことで

情報の断片を結びつけることができる人材であると指摘した。

その後，Reid & Brentani [注６]が，組織コンピタンスとして

のビジョニングとは，①個人が持つ人脈，②個人によるアイデ

ア推進，③組織の市場志向，④組織の市場学習の４要素から構

成されることを示した。その上で①と③とは拡散的思考に関わ

るものであり，②と④とは収束的思考に関わるものだと主張し

た。 

 ところで，創造性の創出には，異種の知識の結びつき試行に

よる多様なアイデア探索が求められる[注９，10]。多様なアイ

デアの探索はまた，拡散的思考と呼ばれる[注 18，19]。創造性

創出の過程を創造性プロセスと呼べば，O’Connor & Veryzer [注

４]によるビジョニングプロセスの説明，Reid & Brentani [注

６]によるビジョニング概念の構成要素の説明はいずれも，ビ

ジョニングとは創造性プロセスの特徴を持つことを示すもので

ある。 

 どのようなビジョンが，どのような効果をもたらすかについ

て，Lynn & Akgun [注 13]は，ビジョンの明確さ，ビジョンに 
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の知識の引き出しに依存し，それは異なる既存の知識の組み合

わせや構造化であり，またそれは既存の知識の枠組みに影響さ

れる特徴をもつ[注９]。従って想像によって創出されるアイデ

アとは，ある程度予測可能なものである。 

 先行研究において，ビジョニングの性質[注４]，その構造[注

６]，そのアイデア開発における意義や効果[注 13，７]が説明

されてきた。それらは主に組織能力としての側面からの理解で

あった。それらに対して磯野[注 14]は，創造的認知研究の知見

にもとづき，ビジョニングの認知プロセスの理解を試み，事例

調査を通して，そのモデルを提示した。そこで本研究では，磯

野[注14]で得られたビジョニングの認知プロセスについてのモ

デルをもとにし，ビジョニングによってアイデア創造性の実現

を意図するときの、ビジョンの特定のあり方を検討する。 

 

２．先行研究レビュー 

2. 1. ビジョニングによる製品アイデア創出の定義 

 ビジョニングとは，O’Connor & Veryzer [注４]によって提

唱された概念である。彼らは急進的イノベーション実現のため

には，ビジョニングと呼ばれる組織能力によって，最新の技術

と市場とを結びつけることが重要であることを主張した。

O’Connor & Veryzer [注４]はビジョニングとは，Jolly [注

15]，Hamel & Prahalad [注 16]，Davis [注 17]等に依拠し，

技術的イノベーションのベースにある想像力であり，未来市場

に対していかに技術的に接近できるかを洞察し，技術からその

未来市場の実現に繋がるような便益を見出す能力と説明した。

また Lynn & Akgun [注 13]は，ビジョンを，何らかの望まれる

未来の状態と定義し，それがいかに効果的な製品の特定に結び

つくのかを問題とした。 

 O’Connor & Veryzer [注４]がビジョニング概念を導出する

際に依拠したのは，バックキャスティングと呼ばれる思考アプ

ローチである。バックキャスティングとは，技術による急進的

イノベーション実現に限らず一般的な革新的アイデア創出や経

営体制革新のため等と幅広く用いられている考え方であるが，

Davis [注 17]はそれを，現時点での企業の実像と X 年先におけ

る未来像とを明確につかみ，実像を未来像へと変えるためには

どんな変革が必要なのかを考えることと説明した。一方，西村 

[注５]は，バックキャスティングとは，「戦略的示唆を得るた

めに未来に起こりうるシナリオを描く際に求められるもの」と

し，それには「すでに起こった未来」のストーリーを想像する

ことを含むと説明した。 

 O’Connor & Veryzer [注４]によるビジョニング，Lynn & Akgun 

[注 13]によるビジョン，Davis [注 17]や西村 [注５]等による

バックキャスティングとはいずれも，未来の市場等の状態を想

像することで共通する。その上で O’Connor & Veryzer [注４] 

 

 

 

 

 

 

 

によるビジョニングとは，未来の市場を実現させるように技術

から便益を見出すことであり，Lynn & Akgun [注 13]によるビ

ジョンとは，未来の状態をもとに効果的な製品を開発すること

であり，バックキャスティングとは未来の状態を実現させるよ

うに企業変革を行なったり，戦略を策定することである。 

 以上から本研究では，製品開発の文脈におけるビジョン，ビ

ジョニング，およびビジョニングによる製品アイデア創出を，

次のように定義する。すなわちビジョンとは，開発対象分野に

おいての顧客が望むような未来の状態である。ビジョニングと

は，開発対象分野においての新たな製品開発のために，ビジョ

ンを想像することである。ビジョニングによる製品アイデア創

出とは，開発対象分野に関して，ビジョンを想像した上で，そ

のビジョンを実現するための製品アイデアを創出することであ

る。 

2. 2. 創造性プロセスの特徴を持つビジョニング 

 O’Connor & Veryzer [注４]は，ビジョニングの性質を明ら

かにすべく事例研究を行った。その結果，ビジョニングが実践

される主要な流れの一つとは，未来に対する何らかの見通しを

立てることにより，新たなコア・コンピタンスを獲得するもの

であることを示した。またビジョニングのプロセスとは，モテ

ィベーション，インサイト，修正展開の三段階からなること，

モティベーションにおいては，知識の結びつきや飛躍が存在す

ることを指摘した。さらにビジョニングの推進は，ルミネータ

ー(思考者)，チャンピオン(推進者)，インプレメンター(実行

者)の３種の役割による働きによってなされるとした上で，ル

ミネーターとは，幅広い経験を背景とし，未来を思考すること

に時間を費やし，現在のビジネスよりも遥か先を見通すことで

情報の断片を結びつけることができる人材であると指摘した。

その後，Reid & Brentani [注６]が，組織コンピタンスとして

のビジョニングとは，①個人が持つ人脈，②個人によるアイデ

ア推進，③組織の市場志向，④組織の市場学習の４要素から構

成されることを示した。その上で①と③とは拡散的思考に関わ

るものであり，②と④とは収束的思考に関わるものだと主張し

た。 

 ところで，創造性の創出には，異種の知識の結びつき試行に

よる多様なアイデア探索が求められる[注９，10]。多様なアイ

デアの探索はまた，拡散的思考と呼ばれる[注 18，19]。創造性

創出の過程を創造性プロセスと呼べば，O’Connor & Veryzer [注

４]によるビジョニングプロセスの説明，Reid & Brentani [注

６]によるビジョニング概念の構成要素の説明はいずれも，ビ

ジョニングとは創造性プロセスの特徴を持つことを示すもので

ある。 

 どのようなビジョンが，どのような効果をもたらすかについ

て，Lynn & Akgun [注 13]は，ビジョンの明確さ，ビジョンに 
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対する支援，ビジョンの安定性が，効果的な製品の特定に結び

つくことを示した。Reid et al. [注７]は，ビジョンが開発目

標を示し，組織成員を引きつけるものであり，明確で具体的で

あるとき，それはアイデア革新性実現，技術的競争優位の獲得，

社内資源の獲得に繋がることを示した[注 20]。 

2. 3. 想像の原理とビジョニングの２段階想像モデル 

 このように新製品開発研究によって，ビジョニングとは，開

発者による想像をそのベースとし，創造性プロセスの特徴を持

つことが説明されてきた。一方で、想像については、創造的認

知研究が関心を持ち、その理解を進めてきた。この研究分野に

おける Finke et al. [注９]は，想像を、何らかの目標を意識

して，未知のものについてのアイデアを生成することと定義す

る。それは特に目標なく，ぼんやりと思い描くこととは区別さ

れる。また既知のものを思い描くこととも区別される。その上

で、想像とは，新規なものの生成でありながら，既知の概念（例

えば鳩やペンギン)の特徴的属性(例えば鳩の翼，羽毛，くちば

し)に関する知識の構造化によることが明らかにされてきた[注

21，９]。例えば，何らかの既知の２種以上の概念を想起し，

それら概念それぞれの特徴的属性(の知識)を心的に組み合わせ

ることで，新たな概念すなわちアイデアが生成されると説明さ

れる[注９, 22]。 

 以上の想像の説明に依拠した上で，磯野[注 14]は，事例調査

を通して，ビジョニングによる製品アイデア創出の認知プロセ

スの理解を試みた。その結果として得られた知見は，次のよう

にまとめることができる。まず，そもそも開発者による製品ア

イデア創出とは，開発者による製品の想像として捉えることが

できる。その上で製品の想像においては，異なる２種以上の概

念それぞれの特徴的属性の組み合わせによって製品アイデアが

創出されると説明できる。その上で，ビジョニングによる製品

アイデア創出とは，２章 2.1.に記述した通り，ある開発対象分

野に関し，いったんビジョンを想像した上で，そのビジョンを

実現するための製品アイデアを創出することと捉えられるもの

である。従って，ビジョニングによる製品アイデア創出の認知

プロセスとは，いったんビジョンすなわち未来の状態を想像し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た上で，製品を想像するという，いわば２段階の想像からなる

といえる（図１）。 

 ここで製品の想像すなわち製品アイデアの創出とは，開発対

象分野（の概念）（B）を構成する特徴的属性（以下，属性）と，

特定されたビジョン（未来の顧客の状態，すなわちニーズが満

たされた状態）（の概念）（Y）を構成する属性との組み合わせ

によってなされると考えることができる。 

 ビジョンとは，２章 2.1.に記述した通り，その開発対象分野

に関しての未来の顧客が望むような状態と捉えられるものであ

る[注 25]。従って，ビジョンの想像とは，開発対象分野に関し

ての現在の顧客の状態（ニーズがある状態）（の概念）（A）を

構成する属性と，開発者がそのビジョンを想像するに際しヒン

トとなる何らかのもの（の概念）（X）を構成する属性との組み

合わせによってなされると考えることができる[注 26]。 

 このビジョニングによる製品アイデア創出の認知プロセスの

説明を，本研究では，それが２段階の想像からなることを特徴

とすることから，ビジョニングの２段階想像モデルと呼ぶ。 

 このモデルでは，ビジョニングにおけるビジョンおよび製品

の想像自体は，個人によることが前提とされる。それは，

O’Connor & Veryzer [注４]による，ビジョニングにおける想

像自体とはルミネーターと呼ばれる個人に依存しているとの知

見，Reid & Brentani [注６]による，ビジョニングとは個人の

拡散的思考やアイデア創出行動に起因するとの知見と整合する。 

2. 4. 想像による創造的アイデア創出 

 ビジョニングの２段階想像モデルを前提としたとき，アイデ

ア創造性の実現に繋がるようなビジョンはいかにして特定でき

ると説明されるのか。概念知識の組み合わせとそれにより創出

されるアイデアの質との関係については，一連の概念組み合わ

せ(conceptual combination)研究の知見が参考になる。これま

でに各種事例を通して，組み合わされてこなかった知識の突如

の組み合わせが新たなアイデアや理解に繋がるような現象が指

摘されてきた(例えば Koesteler [注 27])。Mobley et al. [注

28]は実験によって，互いに意味的により遠い関係にある

（unrelated)概念の組み合わせにより創出されるアイデアは， 

具体的
想像

ヒント−対象

関係

ビジョン−対象

関係

仮説2

仮説3

アイデア

創造性仮説1

図２ 仮説１〜３を反映させた測定モデル

開発対象分野に関しての
現在の顧客の状態(A)

組み合わせ

組み合わせ

ビジョン想像の際に
何らかのヒントとなったもの(X)

開発対象分野 (B)

ビジョン：開発対象分野に関しての
未来の顧客の状態(Y)

製品アイデア (Z)

特徴的
属性

特徴的

属性

特徴的
属性

特徴的
属性

ビジョン想像

製品想像

図１ ビジョニングの２段階モデル

具体的

想像

ヒント−対象

関係

ビジョン−対象
関係

仮説2

仮説3

アイデア
創造性

仮説1

.36***

.15*

.21**

.30***

図３ 測定モデルのパス図（数値は標準化推定値）

*: p<.05,  **: p<.01,  ***: p<.001 構成概念の観測変数、誤差は省略
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互いにより近い関係にある(related)概念の組み合わせにより

創出されるアイデアよりも，より創造性が高いものとなること

を示した。そしてそれは通常は関連づけられないような多様な

知識構造が適用されるからと説明した。Mumford et al. [注 29]

はさらに，互いにより遠い関係にある概念の組み合わせがどの

ように説明されるかという関係性解釈がまた，より創造的なア

イデアの創出に繋がることを示した。 

 また Wisniewski [注 30]は，互いに異なる(dissimilar)概念

の組み合わせ（例えば「手おの・リス」）と，互いに類似した

(similar)概念の組み合わせ（例えば「スカンク・リス」）それ

ぞれの意味解釈を比較した時，互いに異なる概念組み合わせの

意味解釈のみに，創発的な特徴が生じることを示した。さらに

Wilkenfeld & Ward [注 31]は，互いにより異なる（different vs. 

similar）概念が組み合わされた時，その意味解釈にはより多

くの創発的な特徴が生じることを示した。意味解釈に創発的な

特徴が生じるということは，元の組み合わされた概念にはなか

った新たな特徴を持った概念を思いつくことであり，それは創

造的なアイデアを思いつくことと同義と見なすことができる。

これらのことから，より異なる概念知識の組み合わせは，より

創造的なアイデアの創出に繋がり得ることが考えられる。ここ

での「異なる」とは、Mobley et al. [注 28]がいう、「遠い」

と同義と見なすことができる。 

 このことをビジョニングによる製品アイデア創出に応用すれ

ば，製品の想像の際に，開発対象分野(B)と，(B)からより遠い

関係にあるビジョン(Y)とが組み合わされれば，より創造性の

高い製品アイデア(Z)の創出に至り得ることが考えられる。こ

のことから次の仮説が導かれる。 

仮説１：製品想像（製品アイデア創出）時において，ビジョン

が，開発対象分野からより遠い関係にあるならば，想像される

製品は（すなわち創出される製品アイデアは），より創造性の

高いものとなり得る。 

 ではその開発対象分野(B)からより遠い関係にあるビジョン

(Y)は，いかにして特定できるのであろうか。２つのアプロー

チ，すなわち，（1）開発対象分野からより遠い関係にある何ら

かのものをヒントとして，ビジョン，すなわち未来の顧客の状

態を想像すること，（2）ビジョン，すなわち未来の顧客の状態

を，具体的に想像すること，これらを考えることができる。以

下に，（1）と（2）について順に，そのように考えられる理由

を記述する。  

 （1）について，Ward et al. [注 21]は，想像の結果，すな

わち概念組み合わせの結果，得られた新しい概念すなわちアイ

デアが，創造的なものとなり得るとしても，それはその組み合

わせの対象となった概念とは全く異なるものとなるのではなく，

あくまでもそれら組み合わせの対象となった概念の性質を引き 

 

 

 

 

 

 

 

継いたものであることを示した。この知見に依拠するとき、次

が考えられる。すなわち，ビジョンの想像に際し，何らかのヒ

ントとなるもの(X)が，「開発対象分野(B)からより遠い関係に

ある」という性質を持つものであれば，ヒント（X)と，現在の

顧客の状態(A)とが組み合わされて創出された新たな概念とし

てのビジョン(Y)も，ヒント(X)が持っていた「開発対象分野(B)

からより遠い関係にある」という性質を引き継ぎ得る。このこ

とから、次の仮説が導かれる。 

仮説２：ビジョン想像時において，ヒントとなったものが，開

発対象分野からより遠い関係にあるならば，想像されるビジョ

ンは，開発対象分野からより遠い関係にあるものとなり得る。 

 （2）について、開発対象分野(B)とは必然的に、現在の事例

から構成されていると考えることができよう。そこで、ビジョ

ン（Y）、すなわち「開発対象分野についての未来の顧客の状態」

を、より具体的に想像すれば、それに関連するより多様な知識

が想起されるであろう。なぜならば、ある対象（この場合、未

来の顧客の状態）を具体的に想像することは、その対象をイメ

ージすることに繋がるであろう一方、ある対象をイメージする

ことは、その対象に関連する知識の想起を促す[注 32]とされる

からである。想起された多様な知識の中には、それらは未来の

ことであるために、現在の事例から構成される開発対象分野か

らは離れたものも含まれ得るであろう[注 33]。 

 そのような知識（すなわち開発対象分野から離れた知識）が

ヒント（X）となった場合に、思い至ったビジョンはまた、現

在の事例から構成される開発対象分野からは離れたものとなり

得ることが考えられる。このことから次の仮説が導かれる。 

仮説３：ビジョン想像時において，未来の顧客の状態をより具

体的に想像すれば，想像されるビジョンは，開発対象分野から

より遠い関係にあるものとなり得る。 

 以上の仮説１〜３の構築においては，概念の特徴的属性を組

み合わせの対象としたのでは，仮説が複雑すぎて分析が困難と

なるために，概念そのものを組み合わせの対象とした。Finke et 

al. [注９]，Ward et al. [注 21]による想像の認知プロセスの

説明においては，概念それぞれの特徴的属性の組み合わせと，

概念そのものではなくその特徴的属性が組み合わせの対象とさ

れるが，Mobley et al. [注 28]による概念組み合わせの説明に

おいては，概念そのものが組み合わせの対象とされる。本研究

では概念組み合わせに関しては，その Mobley et al. [注 28]

の説明に依拠することとする。 

 

３．調査計画 

 ２章において導かれた仮説１〜３とは，ビジョン想像時にお

ける「ヒントとなったものと開発対象分野との関係」（以下，「ヒ

ント−対象間関係」），および「ビジョンの具体的想像」（以下， 
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互いにより近い関係にある(related)概念の組み合わせにより

創出されるアイデアよりも，より創造性が高いものとなること

を示した。そしてそれは通常は関連づけられないような多様な

知識構造が適用されるからと説明した。Mumford et al. [注 29]

はさらに，互いにより遠い関係にある概念の組み合わせがどの

ように説明されるかという関係性解釈がまた，より創造的なア

イデアの創出に繋がることを示した。 

 また Wisniewski [注 30]は，互いに異なる(dissimilar)概念

の組み合わせ（例えば「手おの・リス」）と，互いに類似した

(similar)概念の組み合わせ（例えば「スカンク・リス」）それ

ぞれの意味解釈を比較した時，互いに異なる概念組み合わせの

意味解釈のみに，創発的な特徴が生じることを示した。さらに

Wilkenfeld & Ward [注 31]は，互いにより異なる（different vs. 

similar）概念が組み合わされた時，その意味解釈にはより多

くの創発的な特徴が生じることを示した。意味解釈に創発的な

特徴が生じるということは，元の組み合わされた概念にはなか

った新たな特徴を持った概念を思いつくことであり，それは創

造的なアイデアを思いつくことと同義と見なすことができる。

これらのことから，より異なる概念知識の組み合わせは，より

創造的なアイデアの創出に繋がり得ることが考えられる。ここ

での「異なる」とは、Mobley et al. [注 28]がいう、「遠い」

と同義と見なすことができる。 

 このことをビジョニングによる製品アイデア創出に応用すれ

ば，製品の想像の際に，開発対象分野(B)と，(B)からより遠い

関係にあるビジョン(Y)とが組み合わされれば，より創造性の

高い製品アイデア(Z)の創出に至り得ることが考えられる。こ

のことから次の仮説が導かれる。 

仮説１：製品想像（製品アイデア創出）時において，ビジョン

が，開発対象分野からより遠い関係にあるならば，想像される

製品は（すなわち創出される製品アイデアは），より創造性の

高いものとなり得る。 

 ではその開発対象分野(B)からより遠い関係にあるビジョン

(Y)は，いかにして特定できるのであろうか。２つのアプロー

チ，すなわち，（1）開発対象分野からより遠い関係にある何ら

かのものをヒントとして，ビジョン，すなわち未来の顧客の状

態を想像すること，（2）ビジョン，すなわち未来の顧客の状態

を，具体的に想像すること，これらを考えることができる。以

下に，（1）と（2）について順に，そのように考えられる理由

を記述する。  

 （1）について，Ward et al. [注 21]は，想像の結果，すな

わち概念組み合わせの結果，得られた新しい概念すなわちアイ

デアが，創造的なものとなり得るとしても，それはその組み合

わせの対象となった概念とは全く異なるものとなるのではなく，

あくまでもそれら組み合わせの対象となった概念の性質を引き 

 

 

 

 

 

 

 

継いたものであることを示した。この知見に依拠するとき、次

が考えられる。すなわち，ビジョンの想像に際し，何らかのヒ

ントとなるもの(X)が，「開発対象分野(B)からより遠い関係に

ある」という性質を持つものであれば，ヒント（X)と，現在の

顧客の状態(A)とが組み合わされて創出された新たな概念とし

てのビジョン(Y)も，ヒント(X)が持っていた「開発対象分野(B)

からより遠い関係にある」という性質を引き継ぎ得る。このこ

とから、次の仮説が導かれる。 

仮説２：ビジョン想像時において，ヒントとなったものが，開

発対象分野からより遠い関係にあるならば，想像されるビジョ

ンは，開発対象分野からより遠い関係にあるものとなり得る。 

 （2）について、開発対象分野(B)とは必然的に、現在の事例

から構成されていると考えることができよう。そこで、ビジョ

ン（Y）、すなわち「開発対象分野についての未来の顧客の状態」

を、より具体的に想像すれば、それに関連するより多様な知識

が想起されるであろう。なぜならば、ある対象（この場合、未

来の顧客の状態）を具体的に想像することは、その対象をイメ

ージすることに繋がるであろう一方、ある対象をイメージする

ことは、その対象に関連する知識の想起を促す[注 32]とされる

からである。想起された多様な知識の中には、それらは未来の

ことであるために、現在の事例から構成される開発対象分野か

らは離れたものも含まれ得るであろう[注 33]。 

 そのような知識（すなわち開発対象分野から離れた知識）が

ヒント（X）となった場合に、思い至ったビジョンはまた、現

在の事例から構成される開発対象分野からは離れたものとなり

得ることが考えられる。このことから次の仮説が導かれる。 

仮説３：ビジョン想像時において，未来の顧客の状態をより具

体的に想像すれば，想像されるビジョンは，開発対象分野から

より遠い関係にあるものとなり得る。 

 以上の仮説１〜３の構築においては，概念の特徴的属性を組

み合わせの対象としたのでは，仮説が複雑すぎて分析が困難と

なるために，概念そのものを組み合わせの対象とした。Finke et 

al. [注９]，Ward et al. [注 21]による想像の認知プロセスの

説明においては，概念それぞれの特徴的属性の組み合わせと，

概念そのものではなくその特徴的属性が組み合わせの対象とさ

れるが，Mobley et al. [注 28]による概念組み合わせの説明に

おいては，概念そのものが組み合わせの対象とされる。本研究

では概念組み合わせに関しては，その Mobley et al. [注 28]

の説明に依拠することとする。 

 

３．調査計画 

 ２章において導かれた仮説１〜３とは，ビジョン想像時にお

ける「ヒントとなったものと開発対象分野との関係」（以下，「ヒ

ント−対象間関係」），および「ビジョンの具体的想像」（以下， 
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「具体的想像」）のそれぞれが，「ビジョンと開発対象分野との

関係」（以下，「ビジョン−対象間関係」）に与える影響（仮説２

および３），「ビジョン−対象間関係」が，「製品アイデア創造性」

（以下、「アイデア創造性」）に与える影響（仮説１）を問題と

するものである。そこで，仮説１〜３を反映させた測定モデル

を図２のように設定した上で，この測定モデルに沿って，仮説

を検証することとした。 

 仮説検証の際には，全調査対象者に同一のビジョニングを用

いたアイデア創出課題を与え，回収されたアイデアを別の評価

者が，仮説を構成する概念を反映させた質問票に沿って評価し，

その評価結果を，パス解析によって分析する方法を採用した。

ここで，被験者を複数グループに分け，異なる教示を与えて行

う実験調査法を取らなかったのは，次の理由による。プリテス

トによって，本調査で用いるようなビジョン想像教示の場合，

被験者により，同じ教示であってもそれによって実際に影響を

受ける程度には大きなばらつきがあり，実験調査において必須

となる教示グループが成立し難いことが理解されたからである。

しかしそうであれば，全対象者に一律に同じビジョン想像教示

を与え，それによって得られたばらつきのある対象者のビジョ

ン想像程度を対象とした，質問票調査によって仮説を検証でき

ると考え，そのようにした。 

3. 1. 調査対象者 

 本調査は，大学において中級程度のマーケティングおよびデ

ザイン関連科目授業を学ぶ経営学部生を対象とし，製品アイデ

ア創出演習として行われた。ここでそのような学部生を対象と

したのは，彼らは次に示すアイデア創出課題や製品アイデア創

出に関して同程度の知識を持つであろうこと，また演習として

行ったのは，対象者によるアイデア創出の環境条件を同質とす

ることができること，それゆえに，仮説で設定した要因以外の

要因がアイデア創造性に影響することをできるだけ排除できる

と考えたからである。本調査では，開発実務者を対象とするの

がより適当であり，経営学部生を対象として得られた調査知見

の実際の開発への応用可能性に対する判断は慎重でなくてはな

らなくなる。しかし開発実務者の場合には，このような同程度

の知識を持った対象者を数多く集め，同質の環境条件のもとで

調査実施することは困難であった。 

3. 2. アイデア創出課題とビジョン想像教示 

 本調査においてはアイデア創出課題として，地方創生の問題

を取り上げ，用意した。地方創生の問題に関しては，これまで

もしばしば，専門家によってバックキャスティングを用いたア

イデア創出が取り組まれており（例えば山崎 [注 34]），そのよ

うなアプローチが適切と考えられていること，また地方創生の 

問題は近年注目されており[注 34]，調査対象者にとって身近で 

 

 

 

 

 

 

 

 

それゆえに考えやすいと想定されたことから，本調査のアイデ

ア創出課題として適当と判断した。具体的な記述は次の通りで

ある。 

アイデア創出課題：近年の，都市部一極集中によって，地方

には地方の過疎化・少子高齢化といった問題がもたらされ，

地方における住民は，特にその地方の過疎化・少子高齢化に

よる様々な不便に悩まされています。あなたが，農業に携わ

っており，それをもとにした農業に関する新たな事業を立ち

上げるとして，そのような地方に暮らす住民の悩みに対応す

るような，全く新しく，独創的な製品・サービスのアイデア

を提案して下さい。 

 設定された仮説をもとに，次のように，（1）開発対象分野と

はできるだけ弱い関係にあるようなものをヒントとして，およ

び（2）できるだけ具体的に，ビジョン，すなわち未来の顧客

の状態を想像すること，（3）それによってアイデアを創出する

ことを教示する記述を用意した。 

ビジョン想像教示：ある開発対象（この場合，農業）の新し

い製品・サービスのアイデアを考えるときには，まずそのビ

ジョン，すなわちその開発対象分野とっての顧客（この場合，

地方の住民）が望む未来の状態を想像した上で，その実現に

貢献するようなものとしてのアイデアを考えることが有効で

あることが知られています。（１）まずビジョン（開発対象

にとっての顧客が望むような未来の状態）を想像してくださ

い。特にその想像の際には，その開発対象（この場合，農業）

とは，できるだけ関係のない何らかのものをヒントとして，

行なってください。（２）またそのビジョンは，できるだけ

具体的に，想像してください。（３）その上で，その実現に

貢献するような製品・サービスのアイデアを考えて下さい。 

3. 3. 調査手続き 

 まず大学経営学部に所属する対象者 227 人に，上述のアイデ

ア創出課題およびビジョン想像教示，および解答用紙を与え，

ビジョン想像の上，アイデア創出をするように指示した。その

解答用紙には，(a)ビジョン想像の際にヒントとしたもの，(b)

想像したビジョン，(c)製品想像（製品アイデア創出）の際に

ヒントとしたもの，(d)製品アイデアのそれぞれの記述欄が設

けられた。与えた時間は１時間とした。彼らによるビジョン想

像およびアイデア創出の結果，想像されたビジョンおよび提案

アイデアが記述された解答用紙を回収し，次の評価対象とした。

評価の段階で不備があり，２つの解答に対する評価は分析対象

に含めることができなかった。その結果，分析対象となった解

答の評価結果は 225 となった。 

 回収された解答用紙の記述をもとに，各概念に対する評価が

なされた。具体的には次の通りである。ビジョン想像の際のヒ 

具体的
想像

ヒント−対象

関係

ビジョン−対象

関係

仮説2

仮説3

アイデア

創造性仮説1

図２ 仮説１〜３を反映させた測定モデル

開発対象分野に関しての
現在の顧客の状態(A)

組み合わせ

組み合わせ

ビジョン想像の際に
何らかのヒントとなったもの(X)

開発対象分野 (B)

ビジョン：開発対象分野に関しての
未来の顧客の状態(Y)

製品アイデア (Z)

特徴的
属性

特徴的

属性

特徴的
属性

特徴的
属性

ビジョン想像

製品想像

図１ ビジョニングの２段階モデル

具体的

想像

ヒント−対象

関係

ビジョン−対象
関係

仮説2

仮説3

アイデア
創造性

仮説1

.36***

.15*

.21**

.30***

図３ 測定モデルのパス図（数値は標準化推定値）

*: p<.05,  **: p<.01,  ***: p<.001 構成概念の観測変数、誤差は省略
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ント−対象間関係については，(a)欄の記述を評価対象とした。

具体的想像については，その具体的な想像の結果としての(b)

欄の記述を評価対象とした。製品想像の際のビジョン−対象間

関係については，(b)および(c)欄の記述を評価対象とした。そ

れら記述が，アイデア創出に関して専門知識を有する専門家２

人によって，次に示す操作定義に沿って評価された。評価前、

専門家２人に仮説は知らせず、評価後、彼らは仮説のことを知

らないことを確認した。アイデア創造性については，(d)欄の

記述を評価対象とした。それは，アイデア創出課題，すなわち

地方創生について，学部教育を通して詳しい知識を有する，調

査対象者とは別の経営学部生７人によって，次に示す操作定義

に沿って評価された。評価前、学部生７人に仮説は知らせず、

評価後、彼らは仮説のことを知らないことを確認した。想像さ

れたビジョンおよび提案アイデアの記述例およびその各概念に

対する評価例は，表１の通りである。 

3. 4. 概念の評価基準 

 本調査において用いる概念については次のように操作定義し

評価項目を導出した。全ての評価項目の評価には，５点法を採

用した(１：全く当てはまらない，５：非常に当てはまる)。ヒ

ント−対象間関係については，Mobley et al. [注 28]に依拠し，

「無関係だ」を評価した。ビジョンの具体的想像について，具

体的に想像したこと自体を直接的に捉えることは困難であった

ために，その結果としてのビジョンの具体性程度から，どの程

度具体的に想像したかを判断することとし，Reid et al. [注

７]による「ビジョン具体性」に依拠することとした。Reid et 

al. [注７]はビジョン具体性を，「ビジョンは手に取るように

わかる（tangible)」「ビジョンは明確だ（clear）」「ビジョン

は具体的だ（specific)」「ビジョンは組織成員に方向性を示す

ものだ」の４項目で定義していた。本調査のビジョンの具体的

想像は，組織成員への方向性を示す意味合いは含まないために，

最初の３項目を取り上げ，評価した。ビジョン−対象間関係に

ついては，ヒント−対象間関係と同様に，Mobley et al. [注 28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に依拠し，「無関係だ」を評価した。アイデア創造性について，

Amabile [注 10]等は，結果としての創造性を，新規性，有意味

性，実現可能性から構成されるものと概念定義する一方，Dahl 

& Moreau [注 35]は，そのうちの新規性とその操作定義が重な

る独創性を取り上げ，Goode et al. [注 36]も，新規性を製品

全体評価の先行要因として位置づけ取り上げた。製品新規性と

は消費者のその革新性の理解に重要な役割を担う[注 37，38]。

従って本調査でも，創造性の新規性側面を取り上げ，その操作

定義を Dahl & Moreau [注 35]，Goode et al. [注 36]を参考と

し，「全く普通でない」「革新的だ」「他の製品と全く異なる」「独

創的な問題解決方法だ」の４項目からなるものとし，評価した。 

 ヒント−対象間関係に関する専門家２人の評価のα係数は

0.79，具体的想像に関するα係数は 0.71，ビジョン−対象間関

係に関するα係数は 0.66 であり，それらの内的整合性を確認

した。その２人による評価の平均を，各概念の観測変数値とし

た。アイデア創造性に関する経営学部生７人の評価のα係数は

0.62 であり，その内的整合性を確認した。その７人による評価

の平均を，その観測変数値とした。 

 

４．分析 

 仮説検証のために，測定モデルに沿ってパス解析を行った。  

4. 1. 信頼性および妥当性の確認  

 まず各概念の平均と標準偏差を，それらに対応する観測変数

値から算出し確認した（表２）。その後，構成概念の信頼性お

よび妥当性を確認するために，ヒント−開発対象間関係の１観

測変数，具体的想像の３観測変数，ビジョン−開発対象間関係

の１観測変数，アイデア創造性の４観測変数，具体的想像，ア

イデア創造性を潜在変数（構成概念）とした確認的因子分析を

行った（最尤法）。その結果，χ2＝25.74（df =24）, p =0.36, 

CFI=0.99, RMSEA =0.01 となった。χ2値は有意とならず，CFI

≧0.95, RMSEA＜0.08 （N<250，観測変数数<12 の場合）に収ま

っており，モデルの適合度は良好といえる[注 39]。 

 

 

 

 

表１ 想像されたビジョンおよび提案アイデア例 

 例１ 例２ 例３ 

(a)ビジョン想像の際にヒントとし

たもの 

花屋の冷蔵庫 食料廃棄問題 後継者減少 

「ヒント−対象間関係」 

平均評価値 

4.50 3.50  1.00 

(b)想像したビジョン 

 

特殊な冷蔵庫あるいは熟成を抑制す

る技術による、収穫した作物の長期保

存。台風などの災害による急な収穫時

の被害に対応できる。 

農家が生産した農作物が正しく評価さ

れ、消費者に食べてもらえる状態。まずは

観光地として様々な人を地域に誘致し

経済的利益を産む。観光客がグリーンツ

ーリズムなどを通し地域の魅力を知り、移

住する。 

若者が増える、農業の担い手の増

加、自治体からの支援、自然は傷

つけない・開発しない、幅広い訪問

サービス。 

「具体的想像」の評価項目 

平均評価値 *1 

3.00, 2.50, 3.00 2. 50, 3.50, 3.00 2.00, 2.00, 1.00 

(c)製品想像（製品アイデア創

出）の際にヒントとしたもの 

長期保存 （食の観光地としての）行列のできるラーメ

ン店 

若者 

「ビジョン−対象間関係」 

平均評価値 

2.50 4. 50 2.00 

(d)製品アイデア 

 

高速道路の IＣ付近に大型の低周波

冷蔵を設置し長期保存する。災害や

季節に関わりなく、都市部に高値で売

る。これにより、災害に関係なく安定し

た収入を得ることができる。 

大手企業に協力を仰ぎ、田舎にあるラー

メン屋を開く。地域ならではの自然をアピ

ールし、大自然の中で食べれるラーメン屋

として SNS 受けを狙いさらに客を呼び込

む。 

（若者に身近な）オンライン販売：ネ

ットで消費者・生産者が互いに足を

運ばなくても商品を買える。 

「アイデア創造性」評価項目 

平均評価値 *2 

3.71, 3.86, 3.71, 4.00 3.71, 3.43, 4.00, 3.29 2.29, 2.29, 2.29, 2.43 

*1順に「手に取るようにわかる」「明確だ」「具体的だ」  

*2順に「まったく普通でない」「革新的だ」「他の製品とまったく異なる」「独創的な問題解決方法だ」 

 

表２ 概念の平均，標準偏差，λ，α，CR 

 評価項目 M SD λ  α CR AVE 

1．ヒント−対象関係 無関係だ 2.75 1.03 - -  - 

2．具体的想像 

手に取るようにわかる 2.19 .65 .87 

.83 .83 .62 明確だ 2.47 .69 .76 

具体的だ 2.38 .82 .74 

3．ビジョン−対象関係 無関係だ 2.75 .82 - -  - 

4. アイデア創造性 

全く普通でない 2.99 .33 .82 

.89 .89 .67 
革新的だ 2.91 .40 .85 

他の製品と全く異なる 3.01 .39 .86 

独創的な問題解決方法だ 3.06 .36 .76 

 

表３ 概念の AVE と概念間相関係数（対角下半分），相関係数平方（対角上半分） 

 AVE 

1. ヒント− 

    対象関係 

2. 具体的 

 想像 

3. ビジョン− 

  対象関係 

4. アイデア 

 創造性 

1．ヒント−対象関係 - - .06 .04 .01 

2．具体的想像 .62 .26 - .05 .06 

3．ビジョン−対象関係 - .20 .23 - .05 

4．アイデア創造性 .67 .10 .25 .24 - 

 

表４ 仮説モデルに対するパス解析 

  パス  

標準化推定値（上） 

非標準化推定値（下） 標準誤差 z 値 有意性 95%信頼区間 

仮説１ ビジョン−対

象関係 
→ 

アイデア 

創造性 

.36 

.35 
.06 5.80 *** .23 .47 

仮説２ ヒント− 

対象関係 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

.15 

.14 
.06 2.21 * .01 .27 

仮説３ 具体的 

想像 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

.21 

.20 
.07 2.91 ** .06 .34 

 ヒント− 

対象関係 
←→ 

具体的 

想像 

.30 

.29 
.06 4.53 *** .16 .42 

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001 
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ント−対象間関係については，(a)欄の記述を評価対象とした。

具体的想像については，その具体的な想像の結果としての(b)

欄の記述を評価対象とした。製品想像の際のビジョン−対象間

関係については，(b)および(c)欄の記述を評価対象とした。そ

れら記述が，アイデア創出に関して専門知識を有する専門家２

人によって，次に示す操作定義に沿って評価された。評価前、

専門家２人に仮説は知らせず、評価後、彼らは仮説のことを知

らないことを確認した。アイデア創造性については，(d)欄の

記述を評価対象とした。それは，アイデア創出課題，すなわち

地方創生について，学部教育を通して詳しい知識を有する，調

査対象者とは別の経営学部生７人によって，次に示す操作定義

に沿って評価された。評価前、学部生７人に仮説は知らせず、

評価後、彼らは仮説のことを知らないことを確認した。想像さ

れたビジョンおよび提案アイデアの記述例およびその各概念に

対する評価例は，表１の通りである。 

3. 4. 概念の評価基準 

 本調査において用いる概念については次のように操作定義し

評価項目を導出した。全ての評価項目の評価には，５点法を採

用した(１：全く当てはまらない，５：非常に当てはまる)。ヒ

ント−対象間関係については，Mobley et al. [注 28]に依拠し，

「無関係だ」を評価した。ビジョンの具体的想像について，具

体的に想像したこと自体を直接的に捉えることは困難であった

ために，その結果としてのビジョンの具体性程度から，どの程

度具体的に想像したかを判断することとし，Reid et al. [注

７]による「ビジョン具体性」に依拠することとした。Reid et 

al. [注７]はビジョン具体性を，「ビジョンは手に取るように

わかる（tangible)」「ビジョンは明確だ（clear）」「ビジョン

は具体的だ（specific)」「ビジョンは組織成員に方向性を示す

ものだ」の４項目で定義していた。本調査のビジョンの具体的

想像は，組織成員への方向性を示す意味合いは含まないために，

最初の３項目を取り上げ，評価した。ビジョン−対象間関係に

ついては，ヒント−対象間関係と同様に，Mobley et al. [注 28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に依拠し，「無関係だ」を評価した。アイデア創造性について，

Amabile [注 10]等は，結果としての創造性を，新規性，有意味

性，実現可能性から構成されるものと概念定義する一方，Dahl 

& Moreau [注 35]は，そのうちの新規性とその操作定義が重な

る独創性を取り上げ，Goode et al. [注 36]も，新規性を製品

全体評価の先行要因として位置づけ取り上げた。製品新規性と

は消費者のその革新性の理解に重要な役割を担う[注 37，38]。

従って本調査でも，創造性の新規性側面を取り上げ，その操作

定義を Dahl & Moreau [注 35]，Goode et al. [注 36]を参考と

し，「全く普通でない」「革新的だ」「他の製品と全く異なる」「独

創的な問題解決方法だ」の４項目からなるものとし，評価した。 

 ヒント−対象間関係に関する専門家２人の評価のα係数は

0.79，具体的想像に関するα係数は 0.71，ビジョン−対象間関

係に関するα係数は 0.66 であり，それらの内的整合性を確認

した。その２人による評価の平均を，各概念の観測変数値とし

た。アイデア創造性に関する経営学部生７人の評価のα係数は

0.62 であり，その内的整合性を確認した。その７人による評価

の平均を，その観測変数値とした。 

 

４．分析 

 仮説検証のために，測定モデルに沿ってパス解析を行った。  

4. 1. 信頼性および妥当性の確認  

 まず各概念の平均と標準偏差を，それらに対応する観測変数

値から算出し確認した（表２）。その後，構成概念の信頼性お

よび妥当性を確認するために，ヒント−開発対象間関係の１観

測変数，具体的想像の３観測変数，ビジョン−開発対象間関係

の１観測変数，アイデア創造性の４観測変数，具体的想像，ア

イデア創造性を潜在変数（構成概念）とした確認的因子分析を

行った（最尤法）。その結果，χ2＝25.74（df =24）, p =0.36, 

CFI=0.99, RMSEA =0.01 となった。χ2値は有意とならず，CFI

≧0.95, RMSEA＜0.08 （N<250，観測変数数<12 の場合）に収ま

っており，モデルの適合度は良好といえる[注 39]。 

 

 

 

 

表１ 想像されたビジョンおよび提案アイデア例 

 例１ 例２ 例３ 

(a)ビジョン想像の際にヒントとし

たもの 

花屋の冷蔵庫 食料廃棄問題 後継者減少 

「ヒント−対象間関係」 

平均評価値 

4.50 3.50  1.00 

(b)想像したビジョン 

 

特殊な冷蔵庫あるいは熟成を抑制す

る技術による、収穫した作物の長期保

存。台風などの災害による急な収穫時

の被害に対応できる。 

農家が生産した農作物が正しく評価さ

れ、消費者に食べてもらえる状態。まずは

観光地として様々な人を地域に誘致し

経済的利益を産む。観光客がグリーンツ

ーリズムなどを通し地域の魅力を知り、移

住する。 

若者が増える、農業の担い手の増

加、自治体からの支援、自然は傷

つけない・開発しない、幅広い訪問

サービス。 

「具体的想像」の評価項目 

平均評価値 *1 

3.00, 2.50, 3.00 2. 50, 3.50, 3.00 2.00, 2.00, 1.00 

(c)製品想像（製品アイデア創

出）の際にヒントとしたもの 

長期保存 （食の観光地としての）行列のできるラーメ

ン店 

若者 

「ビジョン−対象間関係」 

平均評価値 

2.50 4. 50 2.00 

(d)製品アイデア 

 

高速道路の IＣ付近に大型の低周波

冷蔵を設置し長期保存する。災害や

季節に関わりなく、都市部に高値で売

る。これにより、災害に関係なく安定し

た収入を得ることができる。 

大手企業に協力を仰ぎ、田舎にあるラー

メン屋を開く。地域ならではの自然をアピ

ールし、大自然の中で食べれるラーメン屋

として SNS 受けを狙いさらに客を呼び込

む。 

（若者に身近な）オンライン販売：ネ

ットで消費者・生産者が互いに足を

運ばなくても商品を買える。 

「アイデア創造性」評価項目 

平均評価値 *2 

3.71, 3.86, 3.71, 4.00 3.71, 3.43, 4.00, 3.29 2.29, 2.29, 2.29, 2.43 

*1順に「手に取るようにわかる」「明確だ」「具体的だ」  

*2順に「まったく普通でない」「革新的だ」「他の製品とまったく異なる」「独創的な問題解決方法だ」 

 

表２ 概念の平均，標準偏差，λ，α，CR 

 評価項目 M SD λ  α CR AVE 

1．ヒント−対象関係 無関係だ 2.75 1.03 - -  - 

2．具体的想像 

手に取るようにわかる 2.19 .65 .87 

.83 .83 .62 明確だ 2.47 .69 .76 

具体的だ 2.38 .82 .74 

3．ビジョン−対象関係 無関係だ 2.75 .82 - -  - 

4. アイデア創造性 

全く普通でない 2.99 .33 .82 

.89 .89 .67 
革新的だ 2.91 .40 .85 

他の製品と全く異なる 3.01 .39 .86 

独創的な問題解決方法だ 3.06 .36 .76 

 

表３ 概念の AVE と概念間相関係数（対角下半分），相関係数平方（対角上半分） 

 AVE 

1. ヒント− 

    対象関係 

2. 具体的 

 想像 

3. ビジョン− 

  対象関係 

4. アイデア 

 創造性 

1．ヒント−対象関係 - - .06 .04 .01 

2．具体的想像 .62 .26 - .05 .06 

3．ビジョン−対象関係 - .20 .23 - .05 

4．アイデア創造性 .67 .10 .25 .24 - 

 

表４ 仮説モデルに対するパス解析 

  パス  

標準化推定値（上） 

非標準化推定値（下） 標準誤差 z 値 有意性 95%信頼区間 

仮説１ ビジョン−対

象関係 
→ 

アイデア 

創造性 

.36 

.35 
.06 5.80 *** .23 .47 

仮説２ ヒント− 

対象関係 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

.15 

.14 
.06 2.21 * .01 .27 

仮説３ 具体的 

想像 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

.21 

.20 
.07 2.91 ** .06 .34 

 ヒント− 

対象関係 
←→ 

具体的 

想像 

.30 

.29 
.06 4.53 *** .16 .42 

*: p<.05, **: p<.01, ***: p<.001 
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 また各構成概念の信頼性について，α係数は，いずれも，

Bagozzi[注40]によって必要とされる0.60を上回っていること

が，CR（合成信頼性）は Bagozzi & Yi [注 41]によって必要と

される 0.60 以上であることが，確認された（表２）。収束妥当

性について，潜在変数から観測変数へのパスの標準化係数（λ）

は全て 1％水準で有意かつ 0.50 を超えており[注 41]，各構成

概念の AVE（平均分散抽出度）は，必要とされる 0.50 を上回っ

ている[注 42]ことが確認された（表２）。弁別妥当性について，

各構成概念の AVEが，それと対応する構成概念との間の相関係

数の平方を上回っている[注 42]ことが確認された（表３）。 

4. 2. 分析結果 

 以上を踏まえた上で，各観測変数および潜在変数（構成概念）

を対象としたパス解析を行った（図３，表４）。その結果，適

合度指数は，χ2=27.57(df=25), p =0.32, CFI=0.99, RMSEA=0.02

であった。モデルの適合度は良好といえる[注 39]。 

 その上で，仮説１が問題とする，ビジョン−開発対象間関係

の，アイデア創造性への影響に関する標準化推定値は，0.36 (p  

<0.001)，仮説２が問題とする，ヒント−開発対象間関係の，ビ

ジョン−開発対象間関係への影響に関する標準化推定値は，0.15 

(p <0.05)，仮説３が問題とする，具体的想像の，ビジョン−開

発対象間関係への影響に関する標準化推定値は，0.21 (p <0.01)

となった。これらの推定結果から，順に，ビジョン−開発対象

間関係がより遠いものであれば，アイデア創造性はより高くな

り得るであろうことがいえ，仮説１は支持されたといえる。ヒ

ント−開発対象間関係がより遠いものであれば，ビジョン−開発

対象間関係もより遠いものとなり得るであろうことがいえ，仮

説２は支持されたといえる。ビジョンの具体的想像がよりなさ

れたならば，ビジョン−開発対象間関係はより遠いものとなり

得るであろうことがいえ，仮説３は支持されたといえる。 

 

５．考察 

5. 1. アイデア創造性に繋がるビジョン 

 上述の仮説１の検証結果から，製品想像（すなわち製品のア

イデア創出）時の，開発対象分野とビジョンとの組み合わせに

おいて，そのビジョンが，開発対象分野からより遠い関係にあ

るならば，想像される製品は（すなわち創出される製品アイデ

アは），より創造性の高いものとなり得ることが示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは，製品想像においてはビジョンと開発対象分野の組み

合わせがなされるとの前提において，Finke et al. [注９]や

Ward et al. [注 21]による，想像においては概念組み合わせが

なされること，Mobley et al. [注 28]や Wisniewski [注 30]

による，その概念組み合わせによって得られるアイデア創造性

とはその概念間の関係に依存するとの知見と整合的である。こ

れまでに Lynn & Akgun [注 13]や Reid et al. [注７]によって，

どのようなビジョンが効果的であるかの知見が提示されてきた。

本調査はその効果的なビジョンの性質について，認知プロセス

の側面から新たな知見を追加するものである。 

5. 2. 開発対象分野から遠いビジョンの特定に繋がるヒント 

 上述の仮説２の検証結果から，ビジョン想像時の，何らかの

ヒントとなったものと現在の顧客の状態との組み合わせにおい

て，そのヒントとなったものが，その「開発対象分野からより

遠い関係にある」ならば，想像されるビジョンは，「開発対象

分野からより遠い関係にある」ものとなり得ることが示唆され

る。これはすなわち，Ward et al. [注 21]によって，概念の組

み合わされた結果，得られた新しい概念すなわちアイデアが創

造的なものとなり得るとしても，それは組み合わせの対象とな

った概念とは全く異なるものとなるのではなく，あくまでもそ

れら対象となった概念の性質を引き継いたものであることが示

されてきたことと整合的である。このビジョン想像の際に選ぶ

べき概念知識についての知見は，ビジョニングに関する先行研

究ではなされてきておらず，本研究がビジョニングを認知プロ

セスの側面から捉えることで始めて見出されたものである。 

5. 3. 開発対象分野から遠いビジョンの特定に繋がる具体的想

像 

 上述の仮説３の検証結果から，ビジョンをより具体的に想像

すれば，得られるビジョンは，開発対象分野からより遠い関係

にあるものとなり得ることが示唆される。 

 Reid et al. [注７]は，より具体的なビジョンが，より革新

性のあるアイデアの特定に繋がることを示したが，その理由と

は，具体的なビジョンは，開発組織が向かう方向を明確に示し，

開発組織を動機づけ，協働を促すからという，より組織レベル

のものであった。しかしこの結果は，仮説１検証結果と合わせ

て、ビジョンを具体的に想像することが，個人レベルにおいて

も，製品想像の際のビジョンと開発対象分野の関係を介した上 

 

 

 

 

表１ 想像されたビジョンおよび提案アイデア例 

 例１ 例２ 例３ 

(a)ビジョン想像の際にヒントと

したもの 

花屋の冷蔵庫 食料廃棄問題 後継者減少 

「ヒント−対象間関係」 

平均評価値 

4.50 3.50  1.00 

(b)想像したビジョン 

 

特殊な冷蔵庫あるいは熟成を抑制

する技術による、収穫した作物の長

期保存。台風などの災害による急な

収穫時の被害に対応できる。 

農家が生産した農作物が正しく評価さ

れ、消費者に食べてもらえる状態。ま

ずは観光地として様々な人を地域に誘

致し経済的利益を産む。観光客がグリ

ーンツーリズムなどを通し地域の魅力

を知り、移住する。 

若者が増える、農業の担い手の

増加、自治体からの支援、自然

は傷つけない・開発しない、幅広

い訪問サービス。 

「具体的想像」の評価項目 

平均評価値 *1 

3.00, 2.50, 3.00 2. 50, 3.50, 3.00 2.00, 2.00, 1.00 

(c)製品想像（製品アイデア創

出）の際にヒントとしたもの 

長期保存 （食の観光地としての）行列のできるラ

ーメン店 

若者 

「ビジョン−対象間関係」 

平均評価値 

2.50 4. 50 2.00 

(d)製品アイデア 

 

高速道路の IＣ付近に大型の低周波

冷蔵を設置し長期保存する。災害や

季節に関わりなく、都市部に高値で

売る。これにより、災害に関係なく安

定した収入を得ることができる。 

大手企業に協力を仰ぎ、田舎にあるラ

ーメン屋を開く。地域ならではの自然を

アピールし、大自然の中で食べれるラ

ーメン屋として SNS 受けを狙いさらに

客を呼び込む。 

（若者に身近な）オンライン販売：

ネットで消費者・生産者が互いに

足を運ばなくても商品を買える。 

「アイデア創造性」評価項目 

平均評価値 *2 

3.71, 3.86, 3.71, 4.00 3.71, 3.43, 4.00, 3.29 2.29, 2.29, 2.29, 2.43 

*1 順に「手に取るようにわかる」「明確だ」「具体的だ」  

*2 順に「まったく普通でない」「革新的だ」「他の製品とまったく異なる」「独創的な問題解決方法だ」 

 

表２ 概念の平均，標準偏差，λ，α，CR 

 評価項目 M SD λ  α CR AVE 

1．ヒント−対象関係 無関係だ 2.75 1.03 - -  - 

2．具体的想像 

手に取るようにわかる 2.19 0.65 0.87 

0.83 0.83 0.62 明確だ 2.47 0.69 0.76 

具体的だ 2.38 0.82 0.74 

3．ビジョン−対象関係 無関係だ 2.75 0.82 - -  - 

4. アイデア創造性 

全く普通でない 2.99 0.33 0.82 

0.89 0.89 0.67 
革新的だ 2.91 0.40 0.85 

他の製品と全く異なる 3.01 0.39 0.86 

独創的な問題解決方法だ 3.06 0.36 0.76 

 

表３ 概念の AVE と概念間相関係数（対角下半分），相関係数平方（対角上半分） 

 AVE 

1. ヒント− 

    対象関係 

2. 具体的 

 想像 

3. ビジョン− 

  対象関係 

4. アイデア 

 創造性 

1．ヒント−対象関係 - - 0.06 0.04 0.01 

2．具体的想像 0.62 0.26 - 0.05 0.06 

3．ビジョン−対象関係 - 0.20 0.23 - 0.05 

4．アイデア創造性 0.67 0.10 0.25 0.24 - 

 

表４ 仮説モデルに対するパス解析 

  パス  

標準化推定値（上） 

非標準化推定値（下） 標準誤差 z 値 有意性 95%信頼区間 

仮説１ ビジョン− 

対象関係 
→ 

アイデア 

創造性 

0.36 

0.35 
0.06 5.80 *** 0.23 0.47 

仮説２ ヒント− 

対象関係 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

0.15 

0.14 
0.06 2.21 * 0.01 0.27 

仮説３ 具体的 

想像 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

0.21 

0.20 
0.07 2.91 ** 0.06 0.34 

 ヒント− 

対象関係 
←→ 

具体的 

想像 

0.30 

0.29 
0.06 4.53 *** 0.16 0.42 

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 
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で，アイデア創造性の実現に効果があることを示唆するもので

ある。 

5. 4. ヒント−開発対象分野間関係と、具体的想像との関係 

 本調査では、開発対象分野から遠い関係にあるものをヒント

としてビジョンを想像することと、ビジョンを具体的に想像す

ることとの相関関係が見られた。その理由として、教示に従っ

て、開発対象分野からより遠い関係にあるものをヒントとして

思いつくことができたことが、同時並行的にビジョンをより具

体的に想像することを促したり、その逆にビジョンをより具体

的に想像することができたことが、開発対象分野からより遠い

関係にあるものをヒントとして想起することを促したようなこ

とが考えられる。 

5. 5. アイデア創造性に繋がるビジョン想像の困難さ 

 本調査から、ビジョン想像において、開発対象分野からより

遠い関係にあるようなものをヒントとし、あるいは具体的に想

像することが、開発対象分野からより遠いビジョンの特定に至

り得、そのようなビジョンをもとに想像された製品のアイデア

が、より創造性の高いものとなり得ることが示唆された。しか

し同時に、そのようなビジョン想像は、介入なく自発的になさ

れたものではなく、本調査で用いたビジョン想像教示によって

促されたものであることに注意を払う必要がある。しかも、た

とえ本調査で用いたような教示を与えることでビジョン想像を

促したとしても、必ずしも全ての人がその通りにできるわけで

はないことも示唆された。このことは、人によっては、アイデ

ア創造性の実現に効果的なビジョンを想像することが困難であ

ろうことが考えられる。いかにしてより多くの開発者が効果的

なビジョンを想像するように促し得るのかの検討は、今後の重

要な課題の一つであることがいえる。 

 

６．おわりに 

 ビジョニングは、開発に見通しを与え、必然的に発散的にな

りがちなアイデアの探索努力を収束的にさせることで、開発効 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果を高めるであろうことから、注目されてきた。ビジョニング

においては、ビジョンを設定することが、アイデア探索の領域

を定めることになる。本研究から得られた知見は、ビジョニン

グによってアイデア創造性の実現を意図するときの、ビジョン

の特定のあり方に関するものであり、それは次のようにまとめ

られる。ビジョニングにおいて、アイデア創造性の実現に直接

的に繋がるのは，製品想像の際に，開発対象分野から意味的に

遠い関係にあるビジョンを用いたときであり得る。さらにその

開発対象分野から遠い関係にあるビジョンの特定に起因するの

は、①開発対象分野から遠い関係にあるものをヒントとしてビ

ジョンを想像したとき、②具体的にビジョンを想像したときで

あり得る。 

 ただし本研究の知見は，いくつかの限界を伴う。まずこの知

見は，特定のアイデア開発課題を用いた，特定の経営学部生を

対象とした調査結果から導かれたものである。今後はこの仮説

を他のアイデア開発課題や他の対象者によって，あるいは他の

方法によって検証して知見の妥当性を高める必要がある。また

本研究では，ビジョンを具体的に想像することが，開発対象分

野から遠い関係にあるビジョンの特定に至り得るとの仮説を，

そのように考えられる理由を踏まえて設定した。分析の結果，

仮説は支持されたが，その理由自体の妥当性も確認されたわけ

ではない。今後はその理由の妥当性を検討する必要がある。ま

た今回の知見は，どのような仕方でビジョンを想像すればアイ

デア創造性を実現できるのかについてであるが，いかにして開

発者がそのような仕方でビジョンを想像するように促すことが

できるのかはまた別の課題であり，今後明らかにしていかなけ

ればならない。 

 しかし本研究の貢献としていくつかあげることができる。ま

ず理論的には，本研究はビジョニングを認知プロセスの側面か

ら理解する可能性を示したことがある。ビジョニングを，２段

階の想像からなり，各想像の段階においては概念組み合わせが

なされると捉えることで，より効果的なビジョニングによるア 
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何らかのヒントとなったもの(X)

開発対象分野 (B)
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未来の顧客の状態(Y)

製品アイデア (Z)

特徴的
属性

特徴的
属性

特徴的
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製品想像

図１ ビジョニングの２段階モデル

具体的
想像

ヒント−対象
関係

ビジョン−対象
関係

仮説2

仮説3

アイデア
創造性仮説1

0.36***

0.15*

0.21**

0.30***

図３ 測定モデルのパス図（数値は標準化推定値）

*: p<0.05,  **: p<0.01,  ***: p<0.001 構成概念の観測変数、誤差は省略
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で，アイデア創造性の実現に効果があることを示唆するもので

ある。 

5. 4. ヒント−開発対象分野間関係と、具体的想像との関係 

 本調査では、開発対象分野から遠い関係にあるものをヒント

としてビジョンを想像することと、ビジョンを具体的に想像す

ることとの相関関係が見られた。その理由として、教示に従っ

て、開発対象分野からより遠い関係にあるものをヒントとして

思いつくことができたことが、同時並行的にビジョンをより具

体的に想像することを促したり、その逆にビジョンをより具体

的に想像することができたことが、開発対象分野からより遠い

関係にあるものをヒントとして想起することを促したようなこ

とが考えられる。 

5. 5. アイデア創造性に繋がるビジョン想像の困難さ 

 本調査から、ビジョン想像において、開発対象分野からより

遠い関係にあるようなものをヒントとし、あるいは具体的に想

像することが、開発対象分野からより遠いビジョンの特定に至

り得、そのようなビジョンをもとに想像された製品のアイデア

が、より創造性の高いものとなり得ることが示唆された。しか

し同時に、そのようなビジョン想像は、介入なく自発的になさ

れたものではなく、本調査で用いたビジョン想像教示によって

促されたものであることに注意を払う必要がある。しかも、た

とえ本調査で用いたような教示を与えることでビジョン想像を

促したとしても、必ずしも全ての人がその通りにできるわけで

はないことも示唆された。このことは、人によっては、アイデ

ア創造性の実現に効果的なビジョンを想像することが困難であ

ろうことが考えられる。いかにしてより多くの開発者が効果的

なビジョンを想像するように促し得るのかの検討は、今後の重

要な課題の一つであることがいえる。 

 

６．おわりに 

 ビジョニングは、開発に見通しを与え、必然的に発散的にな

りがちなアイデアの探索努力を収束的にさせることで、開発効 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果を高めるであろうことから、注目されてきた。ビジョニング

においては、ビジョンを設定することが、アイデア探索の領域

を定めることになる。本研究から得られた知見は、ビジョニン

グによってアイデア創造性の実現を意図するときの、ビジョン

の特定のあり方に関するものであり、それは次のようにまとめ

られる。ビジョニングにおいて、アイデア創造性の実現に直接

的に繋がるのは，製品想像の際に，開発対象分野から意味的に

遠い関係にあるビジョンを用いたときであり得る。さらにその

開発対象分野から遠い関係にあるビジョンの特定に起因するの

は、①開発対象分野から遠い関係にあるものをヒントとしてビ

ジョンを想像したとき、②具体的にビジョンを想像したときで

あり得る。 

 ただし本研究の知見は，いくつかの限界を伴う。まずこの知

見は，特定のアイデア開発課題を用いた，特定の経営学部生を

対象とした調査結果から導かれたものである。今後はこの仮説

を他のアイデア開発課題や他の対象者によって，あるいは他の

方法によって検証して知見の妥当性を高める必要がある。また

本研究では，ビジョンを具体的に想像することが，開発対象分

野から遠い関係にあるビジョンの特定に至り得るとの仮説を，

そのように考えられる理由を踏まえて設定した。分析の結果，

仮説は支持されたが，その理由自体の妥当性も確認されたわけ

ではない。今後はその理由の妥当性を検討する必要がある。ま

た今回の知見は，どのような仕方でビジョンを想像すればアイ

デア創造性を実現できるのかについてであるが，いかにして開

発者がそのような仕方でビジョンを想像するように促すことが

できるのかはまた別の課題であり，今後明らかにしていかなけ

ればならない。 

 しかし本研究の貢献としていくつかあげることができる。ま

ず理論的には，本研究はビジョニングを認知プロセスの側面か

ら理解する可能性を示したことがある。ビジョニングを，２段

階の想像からなり，各想像の段階においては概念組み合わせが

なされると捉えることで，より効果的なビジョニングによるア 

 

 

 

 

表１ 想像されたビジョンおよび提案アイデア例 

 例１ 例２ 例３ 

(a)ビジョン想像の際にヒントと

したもの 

花屋の冷蔵庫 食料廃棄問題 後継者減少 

「ヒント−対象間関係」 

平均評価値 

4.50 3.50  1.00 

(b)想像したビジョン 

 

特殊な冷蔵庫あるいは熟成を抑制

する技術による、収穫した作物の長

期保存。台風などの災害による急な

収穫時の被害に対応できる。 

農家が生産した農作物が正しく評価さ

れ、消費者に食べてもらえる状態。ま

ずは観光地として様々な人を地域に誘

致し経済的利益を産む。観光客がグリ

ーンツーリズムなどを通し地域の魅力

を知り、移住する。 

若者が増える、農業の担い手の

増加、自治体からの支援、自然

は傷つけない・開発しない、幅広

い訪問サービス。 

「具体的想像」の評価項目 

平均評価値 *1 

3.00, 2.50, 3.00 2. 50, 3.50, 3.00 2.00, 2.00, 1.00 

(c)製品想像（製品アイデア創

出）の際にヒントとしたもの 

長期保存 （食の観光地としての）行列のできるラ

ーメン店 

若者 

「ビジョン−対象間関係」 

平均評価値 

2.50 4. 50 2.00 

(d)製品アイデア 

 

高速道路の IＣ付近に大型の低周波

冷蔵を設置し長期保存する。災害や

季節に関わりなく、都市部に高値で

売る。これにより、災害に関係なく安

定した収入を得ることができる。 

大手企業に協力を仰ぎ、田舎にあるラ

ーメン屋を開く。地域ならではの自然を

アピールし、大自然の中で食べれるラ

ーメン屋として SNS 受けを狙いさらに

客を呼び込む。 

（若者に身近な）オンライン販売：

ネットで消費者・生産者が互いに

足を運ばなくても商品を買える。 

「アイデア創造性」評価項目 

平均評価値 *2 

3.71, 3.86, 3.71, 4.00 3.71, 3.43, 4.00, 3.29 2.29, 2.29, 2.29, 2.43 

*1 順に「手に取るようにわかる」「明確だ」「具体的だ」  

*2 順に「まったく普通でない」「革新的だ」「他の製品とまったく異なる」「独創的な問題解決方法だ」 

 

表２ 概念の平均，標準偏差，λ，α，CR 

 評価項目 M SD λ  α CR AVE 

1．ヒント−対象関係 無関係だ 2.75 1.03 - -  - 

2．具体的想像 

手に取るようにわかる 2.19 0.65 0.87 

0.83 0.83 0.62 明確だ 2.47 0.69 0.76 

具体的だ 2.38 0.82 0.74 

3．ビジョン−対象関係 無関係だ 2.75 0.82 - -  - 

4. アイデア創造性 

全く普通でない 2.99 0.33 0.82 

0.89 0.89 0.67 
革新的だ 2.91 0.40 0.85 

他の製品と全く異なる 3.01 0.39 0.86 

独創的な問題解決方法だ 3.06 0.36 0.76 

 

表３ 概念の AVE と概念間相関係数（対角下半分），相関係数平方（対角上半分） 

 AVE 

1. ヒント− 

    対象関係 

2. 具体的 

 想像 

3. ビジョン− 

  対象関係 

4. アイデア 

 創造性 

1．ヒント−対象関係 - - 0.06 0.04 0.01 

2．具体的想像 0.62 0.26 - 0.05 0.06 

3．ビジョン−対象関係 - 0.20 0.23 - 0.05 

4．アイデア創造性 0.67 0.10 0.25 0.24 - 

 

表４ 仮説モデルに対するパス解析 

  パス  

標準化推定値（上） 

非標準化推定値（下） 標準誤差 z 値 有意性 95%信頼区間 

仮説１ ビジョン− 

対象関係 
→ 

アイデア 

創造性 

0.36 

0.35 
0.06 5.80 *** 0.23 0.47 

仮説２ ヒント− 

対象関係 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

0.15 

0.14 
0.06 2.21 * 0.01 0.27 

仮説３ 具体的 

想像 
→ 

ビジョン− 

対象関係 

0.21 

0.20 
0.07 2.91 ** 0.06 0.34 

 ヒント− 

対象関係 
←→ 

具体的 

想像 

0.30 

0.29 
0.06 4.53 *** 0.16 0.42 

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 

具体的
想像

ヒント−対象
関係

ビジョン−対象
関係

仮説2

仮説3

アイデア
創造性仮説1

図２ 仮説１〜３を反映させた測定モデル

開発対象分野に関しての
現在の顧客の状態(A)

組み合わせ

組み合わせ

ビジョン想像の際に
何らかのヒントとなったもの(X)

開発対象分野 (B)

ビジョン：開発対象分野に関しての
未来の顧客の状態(Y)

製品アイデア (Z)

特徴的
属性

特徴的
属性

特徴的
属性

特徴的
属性

ビジョン想像

製品想像

図１ ビジョニングの２段階モデル

具体的
想像

ヒント−対象
関係

ビジョン−対象
関係

仮説2

仮説3

アイデア
創造性仮説1

0.36***

0.15*

0.21**

0.30***

図３ 測定モデルのパス図（数値は標準化推定値）

*: p<0.05,  **: p<0.01,  ***: p<0.001 構成概念の観測変数、誤差は省略
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イデア創出のあり方を特定できる可能性を示した。また実務的

には，本調査をもとにすれば，アイデア創造性の実現を意図す

るビジョニングの際には，ビジョン想像の際にヒントとするも

のを考えるとき，できるだけ開発対象分野からは意味的に遠い

ものを選ぶこと，あるいはできるだけビジョンを具体的に想像

することが推奨される。 
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