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●研究論文●

仮説空間とデータ空間の探索から見た
洞察問題解決過程
寺井 仁・三輪 和久・古賀 一男

Research on insight problem solving has mainly been treated within the scope of
Gestalt psychology in the past. And now, insight problems are being investigated in
cognitive psychology. However, little is known about how the process develops. In
this study, we investigated the process of insight problem solving using a discovery
task. The purpose of this research is to answer the following two points: First, how
do constraint relaxation and the swith of a problem space search progress in insight
problem solving? Second, what diﬀerences lie between successful subjects who reached
the solution and unsuccessful subjects who did not? In this research, we analyzed the
process of subjects searching their hypothesis space based on hypotheses that the subjects verbally reported. Additionally, we also measured the subjects’ eye movement
when they solved the problem. The following results were obtained. First, insight was
not suddenly obtained in an instant, but rather gained through a relatively gradual
mental relaxation process. Second, we found that the subjects who found the correct
target reacted more sensitively to the irregular experimental results, as negative feedback caused rejection of the subjects’ hypotheses. Our study detected insight problem
solving processes in more detail by using not only subjects’ verbal reports, but also
psychological data obtained through eye movement measurements.
Keywords: discovery（発見）, eye movement（眼球運動）, hypothesis space（仮説空
間）, insight（洞察）, problem space search（問題空間探索）

1. は じ め に

解決と異なっている (三輪・寺井, 2003; 寺井・三輪,

2004)．通常の問題解決では，漸進的に解に近づい

人は日常的に出会う様々な問題に対して，過去経

てゆくのが一般的であるが，洞察を伴う問題解決で

験や様々な知識をもとに，無限の可能性を考える

は，
「インパス (impasse)」と呼ばれる手詰まりの状

ことなく，効率的に問題を解いている．しかし，一

態から，あるとき解が突然ひらめいたかのように発

方で，そのような過去の経験が誤った先入観を作り

見される．また，ひらめきの瞬間は，驚きや感動な

出し，後から振り返れば非常に単純な問題であった

ど情動的な体験を伴うことが少なくなく，
「Aha! 体

はずなのに，解決に行き詰まることも少なくない．

験 (Aha! experience)」などと呼ばれる (Davidson,

そのような状況の中で，延々と悩んだ末に，ある瞬

1995; Metcalfe, 1986a, 1986b; Metcalfe & Wiebe,

間解をひらめくといった経験は誰もが持っているこ

1987)．

とだろう．この種の問題解決は洞察問題解決と呼ば
れる．

近年，洞察研究において，洞察問題解決過程は探索
される「問題空間の切り替え (switch)」として，また

洞察を伴う問題解決は，様々な側面で通常の問題

は，
「心的制約緩和 (mental constraint relaxation)」

Insight Problem Solving from the Viewpoint of
Searches for Hypothesis and Data Spaces, by Hitoshi
Terai, Kazuhisa Miwa and Kazuo Koga (Nagoya
University).

の過程として捉えられている (三輪・寺井, 2003)．
問題解決研究では，問題解決を，ある問題空間に
おいて，初期状態から利用可能なオペレータを適
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用することによりゴール状態へと遷移していくプ

にされてきている（洞察の漸進性）．本研究

ロセスであると考える．Kaplan & Simon (1990)

では，インパスに陥っている状態から洞察に

は，このような問題空間の概念を拡張し，洞察問題

いたる問題解決の過程を，仮説空間とデータ

解決においては，インパスの原因となる不適切な問

空間という複数の問題空間の探索として捉え

題空間から，適切な問題空間への「問題空間の切り

ることで，洞察プロセスが示す飛躍性と漸進

替え」が必要であることを議論した．問題空間内の

性について明らかにする．

探索だけでなく，問題空間“ 間 ”の探索まで含めた
問題空間アプローチの拡張を行なうことによって，

(2)

その上で，洞察に至る被験者と至らない被験
者の問題解決過程の差異を明らかにする．

洞察を，特別な現象として捉えるのではなく，これ
までの問題解決研究の枠組みの中で説明することを

2. Dual Space Search

試みた．この研究においては，何が問題空間の切り

2.1 仮説空間とデータ空間

替えを引き起こすのかが議論されている．

発見のプロセスにおいて，人は，外界にある対象

一方，
「心的制約緩和」の観点では，洞察問題解

から必要なデータを取得し，そのデータをもとに

決において解決を阻害する初期の制約（固着など）

対象に関する仮説を形成し，それを実験を通して確

に着目し，問題解決に対してネガティブに働く制約

認し，再びその実験結果から仮説を修正してゆく．

が，問題解決を通して徐々に緩和されて洞察に至る

このように，発見のプロセスは，心的に持つ仮説

と考えられており，制約の要因や，どのようにして

と外界のデータに対する探索の相互作用として捉

制約が緩和されてゆくのかについて研究が行われて

えることができる．Simon & Lea (1974) は，この

きた (開・鈴木, 1998; Knoblich et al., 1999, 2001;

ように人が内的に持つ「ルール空間 (rule space)」

三輪・松下, 2000)．

と，外界にある事物に対して実験を行う「事例空間

以上のように，近年の洞察研究は，問題空間の切

(instance space)」との相互作用として，科学的発

り替えや制約緩和といった問題解決の枠組みにおい

見のプロセスを議論している．その後，Kulkarni &

て研究が進められている．そこでは，洞察が一瞬の

Simon (1988) によって開発されたプロダクション

ひらめきといわれるような，インパスに陥った状態

システムモデルである KEKADA は，Krebs による

から，突然，解が頭に浮かんだかのように解決がな

尿素の分解におけるオルニチン回路の歴史的発見の

されるわけではなく，そこには問題空間の切り替え

シミュレーションを行い，発見のプロセスがルール

や負の制約の緩和過程といったその瞬間に至るプロ

空間と事例空間との間のインタラクションによって

セスが存在していることが明らかにされてきた．

発見が進むことを示した．また，Klahr & Dunbar

本研究では，洞察問題として「発見課題」を用い

(1988) は，このモデルを Dual Space Search モデ

る．発見課題では，課題に隠されたルールの発見

ルとして確立し，数多くの実験的研究を通して，発

が求めらる．そこでは，心的なルールの集合であ

達や学習の問題にこのモデルを適用した．

る「仮説空間」に対する探索と，外界の情報である

本研究では，この Dual Space Search モデルを

「データ空間」に対する探索が問題解決の中で同時

理論的背景として，被験者が心的に持つ問題空間に

並行的に進んでゆく．本研究では，負の制約による

おける探索を「仮説空間」の探索，仮説形成や仮説

行き詰まりの状態から，ある瞬間解を発見する洞察

検証において問題となっている対象からデータ取得

問題解決における心的制約緩和のプロセスについ

する過程を「データ空間」の探索と定義し，分析を

て，洞察を要する発見課題を用いた実験から，以下

試みる．

の 2 点を明らかにすることを目的とする．

(1)

本研究では，洞察問題として観察対象から規則性

われわれの素朴な洞察感や過去の研究が指摘

を探り出し発見する発見課題を用いるが，このと

する「Aha! 体験」のように，洞察は一瞬の

き被験者が持つ観察対象に対する心的な「仮説」の

ひらめきの現象である（洞察の飛躍性）．一

変化過程を仮説空間の探索過程と考え，被験者の

方で，近年の洞察研究が示すように，洞察に

言語報告から捉える．また，同時に，観察対象であ

は，問題空間の切り替えや制約緩和といった

るデータ空間に対する探索を，被験者の眼球運動を

そこに至るプロセスが存在することが明らか

測定することにより，検討する．以上の仮説空間と
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して考えることができる．

心的制約の緩和過程と，それに伴い問題空間の切り

本研究では，データ空間に対する情報取得の観点

替えがどのように進んでゆくのかを議論する．ただ

から，サッカードと停留を，被験者が問題解決時に，

し，本研究は，
「洞察の瞬間」で生じていることを

データ空間からどのように情報を取得しているかの

捉えることを目的とするものではなく，インパスか

指標として分析を行う．

ら洞察に至るより長いレンジにおける「プロセス」
の変化についての議論を行う．

3. 方
被験者

2.2 言語報告測定
心理状態を被験者に語らせる言語報告は，古くは

法
大学 1 年生 24 名（18 ∼ 21 才）が実験

に参加した．
課題

本研究では，洞察課題として被験者に数字

心理学における内観報告からはじまり，認知心理学

列の規則性の発見を求める発見課題を用いた (三輪・

においては，問題解決などの思考過程を分析する方

松下 (2000) を改変)．実験課題を図 1 に示す．課題

法として，プロトコル分析に代表される手法が広く

画面は，一桁の数字がスロットマシンのように回転

用いられてきた．洞察研究においても，発話プロト

している 3 つのスロットと，過去 4 回の試行の結果

コルを用いることにより，洞察問題に対する問題解

が表示される履歴ウインドウからなる．左から 3 番

決の過程や，解に関連する情報への言及の変化を分

目のスロットの数字は, 何らかの規則にしたがって

析することにより，被験者が洞察の過程でどのよう

現れるため，その規則を発見することにより，次に

な問題空間で対象を捉えそれがどのように変化し解

3 番目のスロットに現れる数字を予測することが可

の発見に至るのかが議論されている (e.g., Kaplan

能になる．被験者に課せられた課題は，その規則を

& Simon, 1990)．
本研究では，洞察問題解決過程において，仮説空

発見し，3 番目のスロットを正しく予測することで
ある．被験者には，モニタ上の 3 つのスロットに回

間の探索がどのように変化し洞察に至るのかを分析

転している数字のうち，左のスロット（スロット 1）

する．そこで，被験者の心的な仮説を測定する方法

と中央のスロット（スロット 2）が自動的に順番に

として言語報告を用いる．

停止した後，右のスロット（スロット 3）に現れる
数字の規則性を予測することを求めた．以下では，

2.3 眼球運動測定

被験者が各試行毎に報告した規則性を，その時点で

高次認知処理における眼球運動研究は，古くは

被験者が心的に形成していた「仮説」と捉える．

文章の読みの研究に始まり，現在では実空間にお
ける空間認知プロセス，インターネットにおける

WWW 上の情報探索プロセス，そして意図や感情
伝達といった社会的インタラクションの研究におい
て，注意の遷移や情報取得の遷移のプロセスを探る
手段として広く用いられている (e.g., 大野, 2002)．
眼球運動は，主に随意性の眼球運同意と非随意性
の眼球運動（補償性眼球運動，微細眼球運動）から
なり，本研究では問題解決における情報取得という
観点から，随意性の眼球運動を対象とする．文章の
読みを対象とした眼球運動の研究から，随意性の眼

図1

実験課題

球運動のうち，サッカード前後の眼球が静止してい
る状態である「停留 (fixation)」により，対象から

発見すべき規則性は「前試行のスロット 3 の数字

の情報が取得され，その情報をもとに，次の停留位

+ 3」という縦の関係性である（図 1 の第 3 列の数

置が決定し，サッカードが生起することが明らかに

字が，下から，[4, 7, 0, 3, 6] と並んでいることが

されてきた (苧坂他, 1993)．従って，問題解決中の

確認できる）．この発見すべき規則性を「ターゲッ

被験者の眼球運動は，外界からの情報取得の過程と

ト」と呼ぶ．しかし，スロット 1 とスロット 2 が
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順番に停止した後にスロット 3 の数字の予測が求め

験者側のブースに，被験者は被験者側のブースにそ

られること，さらに最初の 8 試行に関してはスロッ

れぞれ分かれて実験を行った．実験者と被験者の会

ト 1 とスロット 2 の合計がスロット 3 に表示される

話は実験室に備え付けられたインターフォンにより

ように課題が操作されているため（同時に，縦の関

行った．

係性は維持されている），被験者は「横方向への足

被験者は，頭部を軽く固定するためのヘッドレス

し算」という横の関係性を持った仮説に固着される

トが付いた椅子に座り，被験者の前方 90cm の位置

（図 1 の横方向に，下から，1 + 3 = 4, 6 + 1 = 7,

に刺激提示用の 17 インチモニタを配置した．眼球

0 + 0 = 0, 2 + 1 = 3, 1 + 5 = 6 という関係が成

運動測定装置を刺激提示用モニタの下に，被験者の

り立っていることが確認できる）．被験者が問題解

発話を記録するためのマイクを被験者が座る椅子の

決初期に固着するこの仮説を「ブロック仮説」と呼

ヘッドレストに，それぞれ配置した．

ぶ．なお，9 試行目以降から，この見かけの規則性

課題は課題提示用の PC から被験者側のブースの

が予測する結果と，実際に被験者が観察するデータ

課題提示用モニタに送った．眼球運動測定装置によ

との間に徐々にズレが生じるように課題を操作して

り捉えれた眼球運動データをコントローラ側で記録

いる．このため被験者は 9 試行目以降からブロッ

し，同時に提示刺激に停留位置を重ね合わせた画像

ク仮説の予想する結果に対して，その仮説を棄却す

を VTR に記録した．

る「負のフィードバック」を受けることになる．先
行研究によると，ターゲットは非常に単純であるに
も関わらず，多くの被験者は，一旦ブロック仮説を
形成すると，その誤った制約から自由になることが
できず，ターゲットの発見に失敗する (三輪・松下,

2000)．
眼球運動の測定

本研究では，眼球運動の測定

を行い，眼球運動の遷移パターンから，被験者が問
題解決に際して，どのように対象からデータを取得
していたかの指標とする．なお，実験課題では，網
膜構造によって規定される解像度の高い範囲，つま
り「中心窩」と呼ばれる網膜の中心約 2◦ の範囲に

図2

2 つ以上の情報が重ならないように課題設定を行っ

実験環境

た (三浦, 1993)．被験者—刺激間隔を 90cm と設定
しているため，各刺激の間隔を約 6cm とし（被験
◦

者—刺激間隔が 90cm として，約 3.8 ），フォント
は，画面上で見えにくくない程度に小さいものを選
択した（17 インチモニタに 640 × 480 の解像度で

16 ポイント）．
眼球運動の測定は，角膜反射型の非接触式眼球運
動測定装置 (ASL 社製 Remote Eye Tracking Sys-

tem 4250R) を用いた．また，眼球運動測定装置が

被験者への教示

被験者へ与えた教示は，以下の

とおりである．

• 課題解決中に考えていることをそのまま発話
する．

• スロット 3 を停止する前に予想した規則性とス

ロット 3 に現れる数字を報告する（複数可）．

手続き

教示と発話の練習を行った後で，
「スロッ

ト 3 に表示される数字の予測」と「結果の確認」を

非接触式であるため，測定の都合上，不要な頭部の

1 試行として（図 3），55 分間課題を行った（各試

動きを極力抑える必要がある．そのため，被験者が

行は被験者のペースで行った）．時間内に解を 5 回

行う課題操作に関しては，全て口頭で実験者に伝え

連続して報告した場合は，ターゲットを発見したと

ることにより，実際の操作は実験者が行い，被験者

みなし，その時点で実験を終了した．課題を行って

は課題に対する直接の操作を行わないように設定

いる間の被験者の発話を記録すると同時に，眼球の

した．

動きを眼球運動測定装置により記録した．

実験環境

実験環境を図 2 に示す．実験者は実
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ク仮説空間と呼ぶ．

— ブロック仮説
最初に被験者が形成する見せかけの関係性
（スロット 3 = スロット 1 + スロット 2）

— 横方向の仮説
ブロック仮説以外の横方向の関係性（例:
スロット 3 = スロット 1 − スロット 2）

• ターゲット空間

以下のターゲットおよびターゲット以外の縦方
向の関係性からなる仮説の集合を，ターゲット
空間と呼ぶ．

図3

実験手続き

— 縦方向の仮説
縦方向の数値列のみの関係性からスロット

4. 結

果

24 名の被験者中，8 試行目までにブロック仮説
を持たなかった被験者，眼球運動が良好に捉えられ
なかった被験者を除いた 16 名を分析対象とした．
時間内に解を発見できた被験者と，解を発見できな

3 を予測（例: 履歴に表示されている過去
のスロット 3 の結果を全て足した数）

— ターゲット
発見すべき規則性（スロット 3 = 前回の
スロット 3 の数字 + 3）
以上の，各仮説空間に対する探索を図 4 に模式的

かった被験者を，発見群（5 名），未発見群（11 名）

に示す．また，実際には被験者は，問題解決の過程

にそれぞれ群分けし，仮説空間の探索とデータ空間

で，ブロック仮説空間およびターゲット空間内の仮

の探索について分析を行う．

説だけではなく，
「斜めに同じ数字が並ぶ」というよ
うな横方向と縦方向の両方の関係性を持つ複合的な

4.1 仮説空間の探索

仮説も生成する．

4.1.1 分析方法
被験者は各試行毎に，スロット 3 にどのような
規則性で 0～9 のどの数字が表示されるかについて，
仮説を報告することが求められた．被験者が作り出
した仮説を次節で定義する仮説の種類のいずれに属
するかに分類し，解を発見するに至るまでにどのよ
うに仮説空間を探索し，ターゲットである解を発見
するのかについて分析を行う．

4.1.2 仮説空間の定義
共通の関係性を持つ仮説群が一つの仮説空間を構
成していると考え，仮説と仮説空間の関係を以下の
ように定義する．被験者の発見過程は，
「ブロック仮

図4

仮説空間の切り替えと仮説の探索

説空間」の探索の結果，
「ブロック仮説」に固着する
ところから，
「ターゲット空間」の探索へ問題空間の
探索が切り替わり，最後，
「ターゲット」を発見する
過程と捉えることができる．

• ブロック仮説空間

4.1.3 仮説空間の探索から見た制約緩和と問題
空間の切り替え
被験者の報告した仮説を 4.1.2 節で定義した仮説

以下のブロック仮説およびブロック仮説以外の

の種類のいずれに属するのかについて分類した（本

横方向の関係性からなる仮説の集合を，ブロッ

実験では各試行において被験者に仮説の報告を求め
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ており，明確な仮説が得られているため，特に第 2

降もブロック仮説空間から逸脱した仮説を形成す

分析者は設けていない）．発見群（5 名）が探索し

ることはほとんどない．その中で，一旦は解を含む

た仮説空間の遷移を図 5 に，未発見群（14 名）の

縦方向の仮説空間に探索を移行した被験者である，

それを図 6 に示す．横軸は試行数，縦軸は探索され

N5 と N7 に注目する．N5，N7 の両被験者は，一

た仮説空間である．

旦はターゲット空間に探索がシフトしている．しか
し，その直後の試行から再びブロック仮説空間に探
索が戻っている．両被験者とも，一旦は，ブロック
仮説空間から，ターゲット空間への探索のシフトが
見られるが，解の含まれる縦方向の仮説空間にとど
まり探索を続けることはなく，すぐにもとのブロッ
ク仮説空間に探索が戻り，ターゲットの発見が段階
的に進まないことが確認できる．

4.2 データ空間の探索
データ空間の探索の変化過程として，4.2.1 節で，
図5

仮説空間の遷移（発見群）

洞察前後における眼球運動の質的変化を事例的に示
す．4.2.2 節で，ターゲットを発見した被験者の洞
察前の問題解決中の眼球運動の変化過程を，4.2.3
節で，発見群と未発見群における差異を，それぞれ
分析する．

4.2.1 洞察前後の眼球運動の変化過程
洞察の前後における眼球運動の変化を，洞察の瞬
間の発話とともに，その特徴を事例的に示す．
図 7，および図 8 は，ターゲット発見前後の 2 名
（I2 および I5）の眼球運動の軌跡である．図にはさ
らに，発見の瞬間の発話が示してある．なお，一つ
図6

仮説空間の遷移（未発見群）

のセルは，それぞれ 30 秒間の眼球運動である．
被験者 I2（図 7） 発見前は，ほとんどが横方向の

図から，発見群，未発見群のすべての被験者が，

探索のみであった．発見時には，
「あっ，0, 3, 6, 9」と

8 試行目までに，見せかけの規則性であるブロック

いった洞察を示す特徴的な発話がみられ，[0,3,6,9]

仮説を発見していることが確認できる．

というような，3 の倍数から構成される特徴的な数

発見群に注目すると，9 試行目の結果から，負の

字列を手がかりに発見に至ったかのように見られ

フィードバックがかかりはじめて，ブロック仮説以

た．また，発見前にはほとんど横方向の探索であっ

外の仮説を生成しはじめている．しかし，ブロック

たのに対して，発見後はほとんど 3 列目に限定され

仮説空間内の仮説以外の仮説を生成することはほ

た，縦方向のみの探索となった．

とんどなく，ブロック仮説空間の探索に固着してい

被験者 I5（図 8） 発見時は，I2 のような「あっ」

る．そして，例えば，被験者 I5 では 14 試行目から

といった洞察特有の発話は見られなかった．また，

15 試行目において「横方向の仮説」から飛躍的に

発見以前の段階から，縦方向の探索が生じているこ

「ターゲット」の発見がなされていることが確認で

とがわかる．なお，発見後は I2 同様に，3 列目に

きる．被験者 I1～I4 についても同様に，ブロック
仮説空間に対する探索から，突然，
「ターゲット」の
発見が起きていることが確認できる．
未発見群においても発見群と同様に，9 試行目以

限定された縦方向のみの探索となった．
洞察特有の発話を伴うもの，発見以前の段階から
縦方向の探索が生じているものといった差が認めら
れたが，発見群の全ての被験者において共通して，
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を，4 つのカテゴリに分類し分析を行う（詳細に関
しては付録 A を参照）．
発見群（5 名）の被験者 I1∼I5 の，ブロック仮説
に対する負のフィードバックがかかり始める前後の
眼球運動の変化を図 9 に示す．縦軸は，横方向，縦
方向，斜め方向，停滞の各々の眼球運動の全眼球運
動に対する割合を表しており，横軸は試行数を表し
ている．眼球運動の割合は，(1) ブロック仮説を形
成した後，負のフィードバックが返ってくる直前ま
での 3 試行（第 7 試行～第 9 試行の間），(2) 負の
フィードバックが返り始めた直後の 3 試行（第 10
図7

被験者 I2 の発見前後の眼球運動軌跡

試行～第 12 試行の間），(3) さらにそれに続く 3 試
行（第 13 試行～第 15 試行の間）の各眼球運動の
出現回数を算出し，各フェーズでの全出現回数（横
方向＋縦方向＋斜め方向＋停滞の回数）に対する各
運動の出現回数の割合となっている．
その結果，7 ∼ 9 試行における横方向のデータ

探索に対応する横方向の眼球運動の割合が，負の
フィードバックが生じた直後の 10 ∼ 12 試行にお

いて急激に減少していた．さらに，10 ∼ 12 試行か

ら 13 ∼ 15 試行においても緩やかな減少がみられ，

負のフィードバックが返された後も，徐々に横方向
のデータ探索の偏りが緩和していることが確認でき
る．それに対して，縦方向のデータ探索，つまり縦

方向への眼球運動の割合は，負のフィードバックの
図8

被験者 I5 の発見前後の眼球運動軌跡

「洞察以前には支配的であった横方向の探索から，洞
察に伴いターゲットの存在する第 3 列目の探索に移
行する」過程が確認された．

開始後で急激に増加している．

4.2.3 発見群と未発見群の比較
次に，発見群と未発見群の被験者の眼球運動の変
化過程を比較した結果を，図 10 に示す．各割合は，
それぞれの群の全被験者の平均値である．縦軸，横

4.2.2 発見群の眼球運動の変化過程

軸は前節と同様である．各眼球運動方向のデータは

洞察に至るまでの眼球運動の変化過程を量的に分

全眼球運動の回数に対する割合のデータとなってい

析する．すなわち，4.1 節では，被験者の言語報告
を用いた仮説空間の探索過程の分析結果から，飛躍
的な発見過程が捉えられた．これに対して，発見に
至るまでのデータ空間の探索プロセスについて，以
下，眼球運動のデータをもとに分析を試みる．
眼球運動のデータは停留点の推移パターンのデー

るため，角変換後に分散分析を行った．

2 要因分散分析（負のフィードバック前後の 7 ∼ 9

試行/10 ∼ 12 試行，発見群/未発見群）を行った結

果，横方向と縦方向の眼球運動において，試行数と
発見群/未発見群との間に交互作用が見られた（横：

F (1, 14) = 7.29, p < .05；縦：F (1, 14) = 6.24,

タとして得られる．以下では，課題において使用さ

p < .05）．一方，斜め方向と停滞に関しては，交互

れた数字の大きさをもとに，眼球運動を，(1) 横方

作用は見られなかった．この交互作用の存在から，

向の移動，(2) 縦方向の移動，(3) 斜め方向の移動，

発見群は未発見群に比して，9 試行目以降に生じた

(4) 停滞という 4 つのカテゴリに分けて定義し，n

負のフィードバックに対して，横方向の眼球運動が

番目の停留点から n + 1 番目の停留点への眼球運動

急激に減少し，逆に解の発見を導く縦方向のデータ
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眼球運動の変化過程（発見群）

眼球運動の変化過程（発見群/未発見群）

空間の探索が急激に増加していたことが確認でき

における横方向の眼球運動の割合は，未発見群に対

る．以上は，発見群は未発見群に比して，仮説を反

して発見群の方が大きくなっている（統計的有意差

証するデータに対して，より敏感に反応していたこ

は存在しない）．このことから，発見群の被験者に

とを示唆している．

関しては，もともと横方向の割合が高かったため，

ここで，図 10 の (a) に着目すると，7 ∼ 9 試行

負のフィードバックに対して大きく反応したかのよ
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眼球運動の変化過程
（発見群上位・下位/未発見群）

うに見えただけとの可能性もある．そこで，発見群

行錯誤 (trial and error)」的な過程でないことも示

を 7 ∼ 9 試行の横方向の眼球運動の割合の高低に

している．試行錯誤は問題解決に際して，有力な手

もとづいて，さらに群分けを行い，未発見群との比

段が見出されない場合に取られる解決方略の一つで

較を行った（図 11）．発見群の下位群は 7∼9 試行

あり，その場で取りうる可能な手段を色々と試み，

目で横方向の眼球運動が低かった 1 名の被験者で，

失敗を繰り返しながら解決に向かう方略である．し

上位群は残りの 4 名の被験者からなる．負のフィー

かし，本実験の結果からは，そのような試行錯誤的

ドバック前後に注目すると，発見群の下位群におい

な探索は見られず，洞察問題解決に特有の，心的制

ても，上位群と同様に横方向の眼球運動は大きく減

約による固着の段階が確認された．このように，言

少しており，それに対応して，縦方向の眼球運動は

語報告の分析からは，洞察過程が「ひらめき」とい

大きく増加していることがわかる．

われるように不連続で飛躍的な過程であるという結
果が得られた．

4.3 ま と め

一方，眼球運動を用いたデータ空間の探索の分析

言語報告と眼球運動を用いることにより，仮説空

からは，負のフィードバックが返ってきた直後から

間とデータ空間に対する探索の変化過程を捉えた．

横方向のデータ空間の探索の減少が始まり，縦方向

言語報告を用いた仮説空間の探索の変化過程の分

のデータ空間の探索が試行数の増加と共に，漸進的

析から，初期の制約によりブロック仮説空間に固着

に推移してゆく過程が捉えられた．

した状態から，ターゲットの発見が飛躍的に起こっ

さらに，発見群/未発見群の比較において，発見/

ていた．これはまさに，インパスから「Aha!体験

未発見の差は，誤ったデータ探索に対する固着の

(Aha! experience)」と呼ばれる突然のひらめきに

初期強度によるのではなく，負のフィードバックに

より解が発見されるという，洞察問題解決特有の

対する反応の違いであることが示唆される結果と

特徴を，仮説空間に対する探索の推移から確認で

なった．

きたことを示している (Metcalfe & Wiebe, 1987;

Davidson, 1995)．
また，本研究における洞察問題解決過程が，
「試

本実験から得られた結果を，以下にまとめる．

(1)

仮説空間の探索においては，ブロック空間の
探索からターゲット空間の探索への漸進的変
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化過程は見られず，洞察前後において飛躍的

に気付いてはいたが確証が持てなかったため単に言

にターゲットが発見された．一方，データ空

語報告されず，確認をするために縦方向の眼球運動

間の探索においては，負のフィードバックが

が増加していっただけではないのか，といった疑問

返ってきた時点ですでにデータ空間の探索の

が生じる．しかし，以下の点から，その可能性は低

変化が始まっており，漸進的なデータ空間の

いものと考えられる．

探索の転換が確認された．

(2)
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図 7, 8 において例示したように，
「言語報告」以前

データ空間の探索に関しては，発見群は未

と以後では，被験者の眼球運動のパターンは大きく

発見群に比べ，負のフィードバックに対して

異なっている．言語報告以後に，視線は急速にター

敏感に反応し，探索空間の切り換えが生じて

ゲットの存在する第 3 列目の探索に集中しており，

いた．

これが「洞察（発見された仮説）を確認するための

5. 総 合 考 察
5.1 言語報告と眼球運動

縦方向の目の動き」であると考えられる．
また，この点に関しては，以下の定量的分析から
も支持される．

言語報告と眼球運動から得られた結果について，

「制約の緩和」は図 4 におけるブロック仮説空間

制約緩和と問題空間の切り替えの観点から議論する．

の探索からターゲット空間の探索への探索空間のシ

開・鈴木 (1998) による制約の動的緩和理論では，

フトという形で現れ，これは，図 9, 10, 11 の眼球

T パズルと呼ばれる 5 つの木片を T 字型に並べるパ

運動のデータにおいて，横方向の眼球運動（ブロッ

ズルを用いて，洞察過程を 3 つの制約レベル（対象，

ク仮説空間の探索）から縦方向の眼球運動（ター

関係，ゴール）とその緩和過程について分析を行っ

ゲット空間の探索）への漸進的なシフトという形で

ている．彼らは，問題解決の過程で，制約を逸脱し

観察された．

た回数の変化に着目し，洞察は，それらの制約が問

一方，
「解の発見（洞察）」は，上記のような探索

題解決の過程で失敗を経験することにより徐々に緩

空間のシフトではなく，同じく図 4 でいえば，ター

和し，制約を逸脱した行動が増えることにより確率

ゲット空間内の「ターゲット」という，空間内の「1

的に洞察にいたることを示唆した．また，Kaplan

点の同定」という形で現れると考えられる．つまり，

& Simon (1990) では，MC 問題を用いて，洞察問

第 3 列目に存在するデータの探索（解のある場所に

題解決過程においては，不適切な問題空間において

絞り込まれた探索）の飛躍的増加という形で，より

解の探索を行うため，インパスに陥ると考え，問題

顕著に観察されると考えられる．そこで，ターゲッ

空間の概念を拡張することにより，解の発見には，

トを発見した 5 名の被験者における第 3 列目の探

インパスの原因となる不適切な問題空間から，適切

索の推移の平均を図 12 に示す．図 9, 10, 11 との

な問題空間への問題空間の切り替えが必要であるこ

比較のために，横方向，および縦方向の眼球運動の

とを議論している．

平均も合わせて示した．

制約緩和と問題空間の切り替えの観点から，本実

横軸は，洞察が起こった試行（x）から遡っての

験における結果を解釈すると，仮説空間の探索に

3 試行（x − 3, x − 2, x − 1）と，その後の 3 試行

おいては，洞察前後の制約の漸進的緩和は観察され
ず，突然，仮説空間がシフトしたと考えることがで

（x + 1, x + 2, x + 3），および負のフィードバック
が返ってきた後の 3 試行（10 試行目，11 試行目，

きる．一方，データ空間の探索においては，制約の

12 試行目）を示している．なお，洞察が起こった

緩和は負のフィードバックを受けた直後からすでに

試行（x）に関しては，発話にもとづき洞察の瞬間

始まっており，仮説空間の探索においては現れるこ

を同定し，その洞察前と洞察後に 2 分した．

とのなかった漸進的な緩和過程が存在し，データ空

この結果から，横方向と縦方向の探索の比率が負

間の探索が徐々にシフトしてゆくと考えることがで

のフィードバックを受けた直後から徐々に逆転して

きる．

ゆく傾向（洞察の漸進性）と，第 3 列目の探索の割

本研究では，被験者がターゲットを意識的に発見

合は，洞察の前後で飛躍的に増加する傾向（洞察の

した瞬間，すなわち洞察を得た瞬間を，言語報告の

飛躍性）が確認された（ただし，5 名中 1 名の被験

あった時点とした．しかし，それ以前にターゲット

者に関しては，やや異質なパターンを示した）．
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以上の結果から，1）眼球運動の変化から，デー

発見している．そこで，まず，数値列 [0 3 6] や [3

タ空間の探索に関しては，負のフィードバックが得

6 9] が実際に特徴的な手がかりとなることを，予備

られた第 9 試行直後から制約緩和，探索のシフトが

的に行った実験の結果踏まえて示す．続いて，しか

始まり，2）その時点では，被験者は言語的，意識

しながら，発見群はそれらの特徴的な手がかりを偶

的にはターゲットを想起できずブロック仮説空間に

発的に観察したために，洞察に至ったわけではない

固着しており，3）制約緩和が進んだ後に，ある時

ことを示す．

点で，意識的には仮説空間が飛躍的にシフトし突然
ターゲットが発見されるに至ったと考えられる．

5.2.1 実験方法
大学生 134 名が被験者として実験に参加した．被
験者は，10 群に分かれ，各群の被験者は，以下に示
される 10 パターンの実験用紙のいずれかが提示さ
れた．本実験課題では，履歴画面に表示される 4 行

×3 列の数値行列を印字した実験用紙を用いた．数
字列の左 2 列には，ランダムに数字を配置し，右 1

列のみ下から，0∼9 で始まり 3 ずつ増加する数値列
を印字した．具体的には，[0 3 6 9]，[1 4 7 0]，
・
・
・，

[9 2 5 8] の 10 パターンである．
5.2.2 結
図 12

横方向，縦方向，および第 3 列目を探索
していた眼球運動の変化

果

5 分以内に右 1 列の規則性を発見できた/できな
かった被験者の人数を示したのが表 1 である．注目
するセルとそれ以外のセルの合計に対して，直接確
率検定を行った結果，数値列 [0 3 6 9] とそれ以外

5.2 手がかり情報

のパターンを比較した時のみ，発見/未発見の人数

本研究の結果からは，洞察過程が飛躍的プロセス

の偏りが有意であった（両側検定: p < .01）．し

だけではなく，漸進的プロセスが同時並行的に進ん

たがって，すべての系列において，
「3 ずつ増加する

でいたことが示された．では，そのような，制約緩

数」という同一の規則性を有するが，数値列 [0 3 6

和の過程は洞察において本当に必要なプロセスなの

9] が他の数値列に比べ，より特徴的な手がかりを示

であろうか．以下では，洞察（ターゲットの発見）

しているといえる．

と手がかり情報との関係について議論する．

Kaplan & Simon (1990) は，問題に含まれる「特

次に，本研究課題を行った被験者が，実際にどの
程度これらの特徴的な手がかりを見ていたかについ

徴的な手がかり」が，問題空間の切り替えの外的要

て比較したのが図 13 である．なお，本分析では，[0

因として働くことを示した．本実験課題において

3 6] と [3 6 9] を特徴的な手がかりとして，視線が

も，課題に含まれていた特徴的な手がかりが解決に

これらの 3 つの数字の上から離れるまでに，順序は

大きな役割を果たしていた可能性が考えられる．つ
まり，
「発見群は単に，特徴的な手がかりをたまた

表1

ま得ることができたために，解を発見できたのでは

**
9
6
数値列
3
(右 1 列) 0
発見
5
未発見
8
計
13

ないか」，
「手がかりさえ得られれば，制約緩和のプ
ロセスを経ることなく直ちに洞察が得られるのでは
ないか」という疑問が生じる．実際に，発見群の 5
名の被験者の内 3 名が，3 列目の数値列に [3 6 9]
や [0 3 6] が現れているときに，解を発見していた．
さらに，1 名は，履歴に表示されていない 5 試行前
の数字を覚えていて，そこから [3 6 9] の関係性を

手がかり情報としての差異

0
7
4
1
2
12
14

1
8
5
2
0
13
13

2
9
6
3
0
14
14

3
0
7
4
0
12
12

4
1
8
5
0
15
15

5
2
9
6
0
12
12

6
3
0
7
1
13
14

7
4
1
8
2
12
14

8
5
2
9
計
0
10
13 124
13 134
** p < .01
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5.3 発見/未発見の差異

トし，発見群は発見直前まで，未発見群は実験時間

制約の動的緩和理論では，心的制約の緩和は，制

内に何度これらの手がかりを見ていたかをカウント

約の初期値，結果の評価，制約強度の更新率の 3 つ

した．縦軸が特徴的な手がかりを見ていた回数，横

に起因すると考えられている (鈴木他, 2003)．鈴木

軸が各被験者（発見/未発見群）である．なお，特

他 (2003) の，T 字パズルを用いた洞察における個

徴的な手がかりを見ていた回数は，被験者毎に試行

人差の研究では，洞察を得た被験者と洞察に至らな

回数が異なり，数値列 [0 3 6] および [3 6 9] が提示

い被験者の差は，制約の初期値と結果の評価にあり，

されていた回数も異なる．図では，それぞれの被験

制約強度の更新率には差が無いことが実験的に示さ

者毎に実際に [0 3 6]，[3 6 9] が提示された回数を

れた．洞察に至る被験者は，問題解決の初期から制

もとに，提示された特徴的な手がかりに対して，平

約を逸脱した試行を相対的に頻繁に行っており，制

均何回その手がかりを見ていたのかを表している．

約を逸脱した結果を適切に評価しているため，発見

図中の（ ）内に，実際に [0 3 6] または [3 6 9] を

が起きることが示された．

見た回数と，[0 3 6] または [3 6 9] が提示された回
数を示した．

一方，本研究の眼球運動における発見群/未発見
群の比較では，負のフィードバックを受けた直後の
制約の強度（鈴木他 (2003) における問題解決初期
の制約），つまり横方向のデータ探索には統計的な
差は認められず，負のフィードバック前後における
横方向，縦方向のデータ探索において発見群/未発
見群間に交互作用が見られた．この結果から，発見
群と未発見群の比較において，制約強度の初期値に
は違いはなく，むしろ，制約強度の更新率に差があ
ることが示された．
本研究と鈴木他 (2003) の結果には，以上のよう
な差が認められたが，対象となっている課題の性質

図 13

特徴的な手がかりを見ていた回数

と，分析範囲についても考慮しなければならない．
本研究における課題では，問題解決初期（1～9 試
行）は制約が形成される言わば学習の段階にあた

この結果から，未発見群の被験者が特に特徴的な

り，通常の多くの洞察課題には存在しないフェーズ

手がかりを見ることが少なかったために，解を発見

である．本実験の被験者は，問題解決初期の学習段

できなかったわけではないことが確認できた．発見

階において，本実験課題に特有のブロック仮説を形

群に比べ，未発見群では試行時間が長いため，全体

成するように幾度も見せかけの規則性を含むデータ

的に特徴的な手がかりを見た回数が多くなってる．

が提示され，仮説検証のプロセスを通して，制約を

しかし，例え外部情報として特徴的な手がかりを得

形成する．一方，T 字パズルの実験では，被験者が

ていたとしても，ターゲットの発見にはつながって

持つ対象制約や関係制約は，課題遂行中に形成され

いない．

るものではなく，一般的に人が持つ傾向である．こ

以上の結果から，特徴的な手がかりは洞察過程に
おけるターゲットの発見のきっかけを提供するが，
単に特徴的な手がかり情報を取得しただけでは発

のように，本研究では，制約形成（学習）段階 ∼

制約緩和段階が分析範囲であるのに対して，鈴木他

(2003) では，制約緩和段階初期 ∼ 制約緩和段階後

見につながらず，洞察に至るためには，心的制約が

期が分析範囲となっている．このような，課題遂行

十分緩和され，cue readiness のようなその手がか

時に形成される制約と，一般に人が持つ傾向として

りを受け取るための心的な準備が整うことの必要

の制約の性質の違いや，制約緩和の段階についての

性が示唆された (大澤, 2003; Posner, 1973; Seifert

より詳細な分析に関しては，今後の課題である．

et al., 1995; Suzuki et al., 2003)．

しかし，制約強度の更新率という問題解決のプロ
セスに関連する要因に差が見られたということは，
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とりもなおさず，洞察が一瞬のひらめきではなく，

ロセスと，その背後に存在する意識にのぼらない認

初期状態からゴールへと向かう問題解決プロセスと

知プロセスとの相互作用のモデルを計算機上に実装

して考えらえることや，そこには，制約の初期値，

し，心理実験のデータを合理的に説明可能な理論を

結果の評価，制約強度の更新率といった様々な要因

構築することを目指している (e.g. Sun, 2002)．

がダイナミックに相互作用するメカニズムが存在す
ることを示すものである．

6. む す び
本研究では，インパスから発見に至る洞察過程に
おける仮説空間の探索とデータ空間の探索を捉え
た．被験者の言語報告をもとにした仮説空間の探索
からは，仮説の飛躍的な変化が認められた．一方，
眼球運動の変化からみたデータ空間に対する探索か
らは，負のフィードバックを受けた直後から制約の
緩和が認められた．
洞察は言語報告のような意識化されたレベルにお
いては，一瞬のひらめきと共に，何の前触れもなく
突然表象が変化したかのように感じるが，その背後
では，外部からのフィードバックを受けながら，制
約が漸進的に緩和されてゆくプロセスが存在するこ
とが示された．
また，本研究では，洞察問題解決プロセスを測る
方法の一つとして，問題解決時の眼球運動の測定が
有用であり，被験者が意識的に生成する仮説からは
捉えられない変化を見ることが可能であることを
示唆した．洞察過程は意識的には，飛躍的な心的表
象の変化を伴うことから，通常の問題解決とは異な
り，実際の解への到達度と主観的評価には乖離があ
ることが知られており (Metcalfe & Wiebe, 1987)，
言語報告や評定課題によりそのプロセスを完全に捉
えることは難しい．このような認知プロセスを解明
する手法として，眼球運動を用いた研究は，
「目は口
ほどに物を言う」ということわざがあるように，外
界とのインタラクション，特に視覚情報としてデー
タを探索するような課題において，意識的，無意識

付 録

A. 眼球運動方向の定義
n 番目の停留点から n + 1 番目の停留点への眼球
運動を，実験で用いた課題に含まれる隣り合う数字
間の間隔をもとに，
「横方向の移動」，
「縦方向の移
動」，
「斜め方向の移動」，
「停滞」の 4 つのカテゴ
リに分類した．なお，数字間の間隔は縦横とも同一
間隔で配置している．具体的な定義は以下の通りで
ある．

• 横方向

横方向に隣り合う数字間の距離の 1/2 以上移

動し，かつ，縦方向に隣り合う数字間の距離の

1/2 未満しか移動しなかった場合
• 縦方向

縦方向に隣り合う数字間の距離の 1/2 以上移

動し，かつ，横方向に隣り合う数字間の距離の

1/2 未満しか移動しなかった場合
• 斜め方向

横方向に隣り合う数字間の距離の 1/2 以上移

動し，かつ，縦方向に隣り合う数字間の距離の

1/2 以上移動した場合
• 停滞

横方向に隣り合う数字間の距離の 1/2 未満し

か移動せず，かつ，縦方向に隣り合う数字間の
距離の 1/2 未満しか移動しなかった場合
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