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デザイン教育において主体的に学ぶ力を評価する手法の一検討
小谷

章夫*

A study on evaluation technique of active learning skills in design education
Akio KOTANI
Abstract:
In order to improve students' ability to learn independently, active learning is introduced in many classes, and an
index to evaluate the ability to learn independently is considered. In design education, one of the indexes that
evaluates the ability of students to study independently is their motivation to create. In this research, since many
of the intentions for creation are reflected in the description content of the production intention, we examined the
relationship between the number of words classified by the morphological analysis and the work evaluation.
Furthermore, we examined the relationship between the degree of use of the learning strategy obtained from the
questionnaire and the work evaluation. As a result of the analysis, a significant positive correlation was found in
many themes between the number of words intended for production and the work evaluation compared to the
relationship between the degree of use of the learning strategy and the work evaluation.
Keywords : Design, Active Learning, Work Evaluation, Production Intention, Creativity, Learning Strategy
要旨:
学生が主体的に学ぶ力を向上させるために，多くの授業でアクティブ・ラーニングが導入され，主体的に学ぶ力を評
価する指標も検討されている．デザイン教育では学生が主体的に学ぶ力を評価する指標のひとつに創作意欲があげら
れる．本研究では，制作意図の記述内容に，創作に対する意欲が反映されたものが多いことから，制作意図のテキスト
データを形態素解析で分類した単語数と作品評価との関連性を検討した．さらに，アンケートから得られた学習方略の
使用度合と作品評価との関連性の検討も行った．分析の結果，学習方略の使用度合と作品評価の関係に比べ制作意図の
単語数と作品評価との間に有意な正の相関が多くのテーマでみられた．
キーワード：デザイン，アクティブ・ラーニング，作品評価，制作意図，創作意欲，学習方略

１．はじめに
デザインは流行や景気などの社会的事象ならびに
地域性や個人の嗜好などに影響を受ける．そこで，デ
ザイン教育では学生の感受性を高め，時代や地域に
合ったデザイン価値を創造する力を養う必要がある．
特にデザインの初年次教育においては，ユーザが満
足する魅力的なデザインを生み出したいという創作
意欲を学生に芽生えさせる必要がある．そして，この
創作意欲は学生が主体的に学ぶ力の源になっている．
デザイン系学部や学科を有する多くの大学におい
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ては，初年次教育の中でデザイン理論に基づいた配
色や造形力などの技能を身につけさせるとともに発
想力や創造力を養う授業が行われている．技能に関
しては，教員が学生の作品に対して具体的かつ明瞭
に評価し，学ぶべき技能を明示することで，学生は必
要な技能獲得に向け修練する．その一方で発想力や
創造力は授業時間外での経験が源になって力をつけ
ていくこと多い．経験とはスケッチ旅行や美術鑑賞，
消費者観察を含む市場調査などがあげられる．そし
て，学生には主体的に経験を積み創作意欲を高め，発
想力や創造力を醸成していくことが求められている．
学生の成績は，技能と発想力，創造力によって生み
出された作品によって主に評価される．技能面は客
観評価が可能である．発想力，創造力に関しては，文
章で記述された制作意図の内容や受講態度，振り返
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りシートに書かれた学習方略などを手掛かりにして
教員が主観評価を行っているが，評価に揺れが生じ
定量化が難しい．そこで，定量化した手書きワークシ
ートと学習成果の関連性に関する研究[1]を応用し，
制作意図を分析して発想力，創造力の源である創作
意欲と作品評価の関連性を検討する．さらに，授業時
間外での学習方略と作品評価の関連性を検討するこ
とで，学生が主体的にデザイン力を獲得していく状
況を定量化し客観的に俯瞰できる可能性がある．学
生に主体的に学ぶ力が芽生え育っていく過程では，
教員が学生に対し創作意欲を刺激するアドバイスを
適切に与えることができる可能性もある．
そこで，本研究では湘南工科大学総合デザイン学
科におけるデザイン教育の授業において，作品なら
びに制作意図が書かれたテキスト文章を提出させ，
授業の振り返りとして学習方略の使用度合を測定す
るためのアンケートを行った．そして，作品毎に作品
評価，制作意図，学習方略の関連付けを行った．関連
付けされた全作品から作品評価と制作意図の関係性
ならびに作品評価と学習方略の関係性を検討した．

2．方法
2.1. 実施期間と対象者
本学で2016年9月26日から2017年1月30日まで行
われたデザイン教育の1年次配当授業であるビジュ
アルアートにおいて実施した．作品の制作と制作意
図の記述ならびにアンケートを行った学生は，履修
登録者44名中全授業を欠席した2名を除く男性39名
と女性3名の42名であった．作品の評価は教員1名を
加え43名で行った．
本研究は，湘南工科大学研究倫理審査会において
審査を受け，承認された（承認番号：ﾋﾄ承認28-0111）．
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作後に作品の制作意図をWORD2013で記述し，作品
データと合わせて本学にLMSとして導入している
Moodleに提出する．次に，授業の振り返りとして学
生の学習方略の使用度合を測定する内容が盛り込ま
れたアンケートを行って授業が終わる．授業時間内
に作品ならびに制作意図の提出ができない学生は，
次週の授業開始までに提出する．そして，次週の授業
開始時に「甘い」の作品を出席した学生全員と教員で
評価し，評価結果をMoodleのアンケート機能で収集
する．学生は授業期間内に10のテーマで作品を制作
する．
2.3. 作品評価
Moodleに提出された作品を学生が一覧できるよう
に教員がすべての作品データをMoodleのフォルダー
に入れ学生に提示する．学生はこれらの作品に対し
てテーマがよく表現されているか否かを主観評価
し，
「1：そう思わない」～「5：そう思う」までの5件
法により匿名で回答する．
学生に提示する作品は，PCモニターに投影する平
面の画像画面，立体で表示されたCG画面，プロジェ
クションマッピングの3通りで行った．しかしなが
ら，CG画面およびプロジェクションマッピングに関
しては，学生が授業に慣れてきた4回目以降のテーマ
でしか行わなかったため，本研究ではすべてのテー
マで評価対象となったPCモニターに投影された平面
の画像画面の評価結果を使用した．評価は授業に出
席した学生全員と教員で行った．

2.2. 授業概要
本学で行われているビジュアルアートは，色彩に
関する授業のひとつであり，色彩理論の教授に加え
て配色訓練（図1）を行っている[2]．
授業では，感覚を表す形容詞，例えば「甘い」をテ
ーマに配色を行う．まず，学生は宿題として出された
「甘い」のイメージ調査を行う．調査の際にスマホや
デジカメなどで撮影したイメージ画像を授業に持ち
寄り，テーマとの整合性などを3～4人のグループに
なって議論し，グループとしてまとめたものを発表
する．学生は様々なグループの発表を聞き，質疑を重
ねることで創作イメージを膨らませることができ
る．そして，その後に個人で作品を制作する．作品制
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図1

配色訓練の様子
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2.4. 制作意図
学生が作品制作の終了後にWORDデータで提出す
る制作意図（図2，図3）に関しては，その作品の創出
に至った背景や作品制作に使用したデザイン手法を
できるだけ具体的な根拠を交えて記述することとの
教示だけを毎回与えた．自由記述形式とし字数の制
限は設けなかった．提出期限は次週の授業開始前ま
でとし時間制限も設けなかった．収集したデータは，
EXCEL2013を使用し作品別に分類した後にCSVデ
ータとして保存した．次にTinyTextMiner[3]を使用
してCSVデータの形態素解析を行った．品詞別単語
に分類されたデータを作品毎に単語の総数として記
録した．
2.5. 学習方略
学生が学習のプロセス自体を楽しむ評価尺度とし
て使用した5種類の学習方略使用尺度[4]の中で，知識
や技術を学ぶ座学に対しての質問傾向が強い作業方
略を除いた．それに加えて，本授業は個人での作品制
作であるため，友人リソース方略も除いた．その結
果，柔軟的方略，プランニング方略，認知的方略の3
種類を学習方略使用尺度とした（表1）
．各方略の中の
それぞれの質問に対して，
「1：まったく使わない」～
「5：とても使う」までの5件法で回答させた．アンケ
ートによる学習方略の使用度合の測定は，作品制作
ならびに制作意図が時間内に終了できなかった学生
も含め，出席者全員に対して授業終了前に毎回行っ
た．

表1

学習方略に関するアンケート項目

柔軟的方略
・ 勉強する前に，これから何を勉強しなければなら
ないか考えた．
・ 勉強している時に，やった内容を覚えているかど
うか確かめた．
・ 勉強で分からない時は，やる順番を考えた．
・ 勉強で分からないところがあったら，やり方をい
ろいろ変えてみた．
・ 勉強する時は，これからどんな内容をやるのかを
考えてから始めた．
・ 勉強している時，自分がわからないところはどこ
かを見つけようとした．
・ 勉強する時は，その日の用事を考えて勉強のやり
方と変えた．勉強のやり方が，自分に合っている
かどうか考えながら勉強した．

プランニング方略
・ 勉強する時は，最初に計画を立ててから始めた．
・ 勉強をしている時に，やっていることが正しくで
きているかどうか確かめた．
・ 勉強を始める前に，これから何をどうやって勉強
するか考えた．
・ 勉強している時，たまに止まって，一度やったこ
とを見直した．
・ 勉強している時は，内容が分かっているかどうか
を確かめながら勉強した．
・ 勉強する時は，自分で決めた計画に沿って行った．

認知的方略

図2

長い制作意図の例（33 単語）

図3

短い制作意図の例（5 単語）

・ 勉強する時は，内容を自分の知っている言葉で理
解するようにした．
・ 新しいことを勉強する時，今までに勉強したこと
と関係があるかどうか考えながら勉強した．
・ 勉強する時は，授業中に教員の言ったことを思い
出すようにした．
・ 勉強する時は，内容を頭に思い浮かべながら考え
た．
・ 勉強する時は，大切なところはどこか考えながら
勉強した．
・ 勉強していてわからないところがあったら先生に
聞く．
・ 勉強する時は，勉強に集中できるような工夫をし
た．
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した指標として使用できる可能性が示唆された．

3．結果と考察
3.1. テーマ間の比較
各テーマの記述統計量を表 2 に示す．分析の対象
となる作品は，作品評価，制作意図，学習方略ですべ
てのデータが揃っている 250 作品とした．作品評価
に関しては，評価当日の授業に出席した学生全員と
教員で行ったため，テーマにより評価者の人数に違
いがある．
作品評価の結果ならびに学習方略の使用度合のア
ンケート結果のデータ集計には制作意図と同様に，
EXCEL2013 を使用した．分析用のソフトとして
IBM SPSS Ver.24 を使用した．
それぞれのテーマ間で作品評価，制作意図，学習方
略に差があるかどうかを検証した．最初に正規性を
確認するため，
Kolmogorov-Smirnov の検定を行った
ところ，作品評価，制作意図，学習方略のそれぞれで，
一部 に正規性が棄 却された．そ こで， KruskalWallis の検定を行った．その結果，作品評価には有
意差が認められた（p<.001）．下位検定である多重比
較を行ったところ，
「スピード感」と「緊張感」なら
びに「緊張感」と「ドスン」の間に有意差が認められ
た（p<.05）. テーマにより表現の難易度が違ったこ
とが原因だと考えられる．制作意図ならびに学習方
略では，有意差は確認されなかった．このことから，
テーマにより作品評価に違いが生じた場合でも，制
作意図ならびに学習方略がテーマに影響されず安定
表2
テーマ

作品数

第 54 巻 第１号

3.2. 作品評価，制作意図，学習方略の分布
全作品に対して，作品評価，制作意図，学習方略そ
れ ぞ れ の 正 規 性 を 確 認 す る た め ， KolmogorovSmirnov の検定を行ったところ，作品評価では正規
性が確認された．制作意図，学習方略では正規性が棄
却された（p<.001）．全作品における作品評価の分布
を図 4 に，制作意図の分布を図 5 に，学習方略の分
布を図 6 に示す．
作品評価に関しては，相対的に高い評価にシフト
しているものの，正規性があり偏りが少ない評価を
行っていると考えられる．制作意図に関しては，単語
数が少ない方への偏りがみられる．これは，制作意図
の重要性を十分に教示していなかったことと，創作
プロセスを文書化することへの不慣れが原因である
と推測される．学習方略に関しては，使用度合が相対
的に高いものの，ほとんど使用していない学生がい
ることが分かった．
3.3. 作品評価と制作意図，学習方略の相関
作品評価と制作意図との間ならびに作品評価と学
習方略との間にどのような関係性があるのかを検証
するために，ピアソンの積率相関係数を算出した（表
3）．

テーマ毎ならびに全テーマの結果

作品評価

制作意図の単語数

緊張感

30

3.46(0.41),N= 36

美しいもの

24

スピード感

20

びっくり

学習方略の使用度合

7.83(11.81)

3.30(0.62)

3.36(0.37),N= 33

14.50( 8.46)

3.28(0.57)

3.12(0.41),N= 31

12.35(10.53)

3.40(0.60)

22

3.16(0.37),N= 35

13.36( 9.75)

2.99(0.51)

やっぱり

24

3.28(0.27),N= 35

11.83( 7.27)

3.23(0.40)

甘い

31

3.25(0.33),N= 39

13.19( 9.01)

3.32(0.62)

眩しい

28

3.23(0.32),N= 34

10.64( 8.50)

3.04(0.69)

清々しい

25

3.38(0.35),N= 33

11.48(10.21)

3.11(0.66)

痛い

23

3.21(0.48),N= 35

11.65( 8.29)

3.18(0.55)

ドスン

23

3.14(0.25),N= 36

11.00( 7.71)

3.04(0.73)

250

3.27(0.37),N=347

12.89( 9.37)

3.19(0.61)

全テーマ

値は平均値(SD).Nは評価者数
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図4

その結果，作品評価と制作意図の間には，5 つのテ
ーマにおいて有意な正の相関が認められた．作品評
価と制作意図の間には，2 つのテーマにおいて有意な
正の相関がみられた．一方で，作品評価と学習方略の
間に，γが±0.2 以内に収まり相関のないものが 4 テ
ーマ存在した．
これらの結果から学習方略に比べて制作意図の方
が作品評価との関係性が高いことが分かった．すな
わち，作品評価が高い作品は制作意図の単語数も多
く，創作意欲を表す指標として制作意図の単語数が
使用できる可能性が示唆された．

作品評価の分布

4．まとめと今後の展望

表3

緊張感
スピード感

全体

制作意図の分布

図6

学習方略の分布

参考文献

作品評価と制作意図，学習方略との相関

美しいもの
びっくり
やっぱり
甘い
眩しい
清々しい
痛い
ドスン

図5

それぞれの作品毎に作品評価，制作意図，学習方略
の関連付けを行い，関連付けされた全作品から作品
評価と制作意図の関係性ならびに作品評価と学習方
略の関係性を検討した結果，創作意欲を表す指標と
して制作意図の単語数が使用できる可能性が示唆さ
れた．学習方略に関しては，アンケート項目の内容を
デザイン教育に特化していけば，より主体的に学ぶ
力を評価できる可能性がある．本研究では，作品制作
後に制作意図の記述を行ったが，作品制作前に構想
を記述し思考の整理を行うことで作品の完成度がよ
り高くなる可能性がある．さらに，作品制作後に構想
時の記述を元に振り返りを行い制作意図にまとめる
ことでデザイン力がより増していくことも考えられ
る．今後の課題として，デザイン教育に特化した学習
方略のアンケート内容の検討ならびに作品の構想段
階を含めた制作意図の評価分析の検討があげられる．

制作意図
0.385*
0.304
0.488*
0.502*
0.374
0.330
0.271
0.225
0.424*
0.532**
0.390**

学習方略
0.397*
0.267
0.326
0.338
0.068
-0.018
0.407*
0.358
-0.005
0.182
0.238**
**
p<.01, * p<.05
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