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デザイン思考教育実践：学習研究の試み（2）
ビジネスゲームのプロセス分析による
授業活動に対する理解深化の追跡
尾関 智恵 1），川瀬 真弓 2）
1）岐阜大学非常勤講師
2）岐阜大学工学部
要旨
平成 29 年度自然科学技術研究科において開講した「デザイン思考トレーニング」は，そ
の前段階の講義である「デザイン思考序論」で学んできた基本動作を活用して現実問題（ビ
ジネスモデル構築）に応用できる力を磨く事を授業目標としている。本講義では，企業研修
等でよく使われるビジネスゲームをビジネスモデルの理解支援のために組み込んだ。ビジ
ネスゲーム活用は初学者だけでなく中級者に向けても効果的と評価されるが，具体的な要
因と学習プロセスの解明は十分行われていない。そこで本論考では本講義での今後のより
良い学習活動を設計するために，実践内の学習プロセスを精査し，ビジネスゲームの効用の
ポイントを整理する。
キーワード：デザイン思考，ビジネスゲーム，ワークショップ，プロセス分析，学習科学

１.背景
国際競争が激化する中，ビジネスにおいて各国それぞれの特性を活かし協働的に経済成
長を推進する動きが出てきている。我が国の強みとして「ものづくり」と呼ばれる製造業か
ら生み出される質の高い技術力が重要な産業として考えられて来たが，周辺の他産業へ高
い波及効果を与えることができる「Connected Industry の推進」の必要性を明示している
[1]。技術者教育においても「現場力」と「経営力」をもつ若手の研究者・技術者の創出が急
務とされており，
「デザイン思考」はグローカル社会でリーダーとして現場の多様な人とと
もに経営的視点も持って課題解決できる基盤的能力として期待されている[2]。
これらの社会ニーズに対応するため，平成 29 年 4 月に岐阜大学大学院自然科学技術研究
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科が設置され， 1 年生を対象に必修科目「デザイン思考序論」を創設した。そして関連す
る応用編として「デザイン思考トレーニング」が選択科目として同時に作られた。本授業は
デザイン思考序論で身につけた基盤の力を実践的に使い，社会に向けた提案を創出できる
ようになることを達成目標としている。
本授業の活動設計では，人が本来持つ学習の傾向を引き出すことに重点を置いた。具体的
には「社会的相互作用」と呼ばれる他者とのやり取りの中で理解を深めていく学習方略を採
用している。この学び方は社会人やプロフェッショナルの行動分析からも観察されており，
彼らは効率的かつ効果的な業務遂行のために他者とのコミュニケーションを重視し，それ
を通して知識獲得していくことがわかっている[3][4]。そして成人の技能向上や学習の場面
では、徒弟制でみられる正統的周辺参加[5]のように、組織内での関わりと参加の度合いに
よって徐々に柔軟に対応できる能力を深めていくことがわかっている。社会現場で学習成
果を発揮することが求められる近年では，「学生が何をできるようになったのか」を基準と
した教育の質改善が進み，PBL や協調・共同学習などの社会的相互作用をベースに設計さ
れた教育実践が高等教育機関を中心に定着してきている[6]。これまでもグループワークな
ど共同作業型の活動はあったが，理論的な設計や質的評価方法が不透明だった。同様にワー
クショップ型で展開されるビジネスゲームについても，企業教育のフィールドで広く活用
されてきているが学習メカニズムについて詳細に分析した研究はまだ少ない。一方，社会的
相互作用をベースにした実践は，2000 年の頃より認知科学（学習科学）や教育工学の分野
で学習成果が検証され，蓄積されるようになった。その結果一部の学習のメカニズムが明ら
かになり，応用した実践では成果を上げている[7][8][9][10][11]。そのため，社会現場で学習
成果を発揮できるよう質保証していくためにも，教育実践の中で得られるデータを基に，ど
ういった活動設計が学習成果をあげるのかを分析・整理していく必要がある。

２.目的とデータ収集方法
本研究ノートは，企業研修等でよく使われ参加者の満足度の高いビジネスゲームをグロ
ーバルビジネスモデルの理解支援のために組み込んだ授業についてその方法と収集したデ
ータ分析から得られた効果について検討し報告する。この報告ために，デザイン思考トレー
ニングの授業では受講者にデータ利用方法の説明をし，了解を得た上で各グループのテー
ブルに IC レコーダを置いて音声記録を行なった。机上の活動もメンバー間のやりとりと道
具の利用の仕方などを観察・分析するために動画撮影を行った。また授業全体の流れを把握
するため，教室後部から白板とプロジェクターを投影するスクリーンが記録されるよう，授
業開始から終了まで動画撮影を行った。これらの記録データと授業中に回収した記録用紙
と授業前後に行なった設問に自由記述するアンケートデータも分析に用いた。

３.授業概要と目標，ビジネスゲームとの関係
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デザイン思考トレーニング概要
本授業は，
「グローバル組織，企業経営のデザイン思考トレーニング」を題材に，企業・
研究機関・自治体等に就職した後，デザイン思考の手法を活用しつつグローバルな視点でイ
ノベーションを遂げられる思考を実践的に身に付けることを目指した。そのためグローバ
ル経済を理解するための演習と経営工学的視点から取り入れた数値シミュレーション（コ
ストと利益）を実践的に計算する演習を行うことにした。
「デザイン思考」と「経営工学の
基礎」とを統合的に理解することが大きな目標である。授業概要を以下に示す。
デザイン思考トレーニングの到達目標
1.グローバル経済を理解することができる
2.グローバル経営の基本事項について理解することができる
グローバル経営の基本因子を理解後，数値シミュレーションしながら，経営モデルを獲得する
3.グローバル経営の課題解決に必要な条件を特定して，デザイン思考を用いて解決する
【授業数】2 コマ連続の計 4 回で実施
回数
1

日程

内容

2017/10/11

デザイン思考の応用編：グローバル経済を理解するワークショップ

2 コマ

（貿易ゲーム）
，経営工学：グローバル経営の基本理論の講義，課題
発表

2
3
4

2017/10/18

グローバル経営にかかわる課題解決演習，デザイン思考を活用した

2 コマ

グループワーク

2017/10/23

グローバル経営にかかわる課題解決演習，デザイン思考を活用した

2 コマ

グループワーク

2017/10/25
2 コマ

プレゼンテーション大会，筆記試験

【受講者数】自然科学技術研究科大学院生 21 名
【支援体制】教員 3 名で細やかに対応
到達目標を実現するための授業デザイン
受講する自然科学技術研究科の大学院生は，工学部と応用生物科学部等の多領域から進
学してきた学生であるため，経営工学に関する授業経験は個人差がある。そして知識を十分
に有しているとは言い難い。つまり本授業の到達目標の 1 と 2 を到達するよう支援を行わ
ない限り本授業の肝となる 3 の実現は難しい。具体的には第 2 回から始まる数値シミュレ
ーション（コストと利益）を実践的に計算する演習において，計算することは可能だとして
も経営視点から解釈される数値の意味を解説する必要がある。この解説も経営的判断は常
に変化する状況を踏まえて意思決定をするため，流動的なコスト・利益の変化とそのバラン
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スのとり方を体験的に理解する必要がある[12]。そこで，他国との関係やコストと利益の変
化を知る体験型の授業設計を行なった。具体的にはビジネスゲームの中から，本授業の到達
目標に適合する「貿易ゲーム」を第 1 回の授業の後半に組み込んだ。詳細は次の節で述べ
る。
ビジネスゲーム：貿易ゲーム
貿易ゲームは，英国 NGO である Christian Aid が提案したもので，国家間の不公平な状
況を疑似的に作り貿易活動を行うことで国家の繁栄にどう影響を与えるのかを体験的に理
解するゲームである[13][14]。紙や筆記用具等の道具を資源に見立て，不平等に配布された
状況でやりとりを行うワークショップ形式となっている。ゲームの前後にディスカッショ
ンを挟み，自分の行動と他者との協働について客観的に評価を行う。本ゲームは企業研修の
他，小学校から大学まで様々な場面で活用されているが，Christian Aid は以下に示した主
旨を逸脱する変更を認めていない。本授業ではこの点を遵守し，注意して調整を行なった。
貿易ゲームのねらい
（1）貿易を中心とした世界経済の基本的な仕組みについて理解すること
（2）自由貿易や経済のグローバル化が引き起こすさまざまな問題に気づくこと
（3）南北格差や環境問題の解決に向けて、国際協力のあり方や、私たち一人ひとりの
行動について考えること
ゲームは道具・資源（白紙の紙）を使って制限時間内に様々な生産物を制作し，買い取っ
てもらい，利益をできるだけ得るというものである。本授業では上のねらいを短時間で体験
する必要があったため，貿易でやり取りする対象を紙で作成する円のみとし，円の形の精密
さのみを価値とした（図 1）
。さらに，現実世界に近いスピード感を重視したかったため，
時間は 20 分とかなり短く設定した。受講生は 4-5 人でグループを組み，全 5 グループで実
施した。円を買い取る世界銀行は，本授業のオブザーバの教員と担当教員の 2 名が担当し
た（図 2）
。教員の主観による判断で買い取り額が決まるため，詳細で明確な判断基準は共
有されていない。ゲーム後には各グループがどういった意図で活動したかをまとめた上で
発表し，情報共有を行った。最後に教員より本ゲームの趣旨と理解してほしい事項である貿
易ゲームのねらいの解説を行い，第 2 回目から始まる活動の事前解説につなげた。

図 1：作成された円の例

図 2：貿易ゲームの実施の様子
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４.実践の結果と考察
貿易ゲームのプロセス分析と解釈整理
本授業で行なった貿易ゲーム（◯作りゲーム）について，5 グループの最終的な売り上げ
結果を示す（図 3）
。そして授業中得られた音声・動画データを元に，グループ別活動の流
れの概要をまとめた（図 4）
。活動の内容について，図 4 に示している通り星印（★）が付
いている項目は円の生産方法などの意思決定を行った様子で，四角印（◆）は事業実施つま
りグループで円作りのために実施した利益追及行為である。
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図 3：各グループの円の売り上げの結果

図 4：貿易ゲームでの 5 グループの活動の流れ
まとめより 5 グループそれぞれ特徴のある活動と結果になっている様子が見られた．こ
れを傾向で分けると，G1・G5 は星印の意思決定を最初にまとめて行って，四角印の事業実
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施に集中して行っている。売り上げも 2 位・3 位であることから，手堅い意思決定と事業実
施がされていたようである。一方 G2・G3 は前半で意思決定をしたが，中盤で異なる生産
方法を追加導入している。この結果，G3 は最初に決めた大量生産と追加したスピード重視
の低品質生産の戦略が，まだ円の流通が少なく成熟していない市場でマッチし 1 位を獲得
したと考えられる。G4 の結果と活動は他のグループと一線を画している。活動では意思決
定が 3 回分散して行われている上，円の生産で必要と思われる「紙を切る」行為をあえ避け
て自国で道具を開発しながら良い道具を投資して購入する方針を打ち出している点である。
その結果，売り上げは最下位と残念な結果になっているが，経営学専門の教員による総評で
は，未来の売り上げを想定し「投資」を決断した行動は現実世界ではよくあることで，今回
の 20 分という短時間でなかった場合，成果が出ていた可能性があると評価されていた。
授業事前・事後アンケートの自由記述の分析
本授業の開始直前および終了に近い発表直前に行ったアンケートの自由記述から，授業
の影響が見られるかを確認した。まず対象としたのは，設問「「デザイン思考」はどんな場
面で役立ちそう（役に立った）ですか」である。回答内容について 3 名の文章分析経験者に
個別にカテゴリ分けしてもらい，意見が別れた内容は議論しながら調整を行なった（図 5）
。
その結果，事前は「技術。開発・改良」が多く，基礎編に当たる「デザイン思考序論」の課
題「より良いアイテムを創出する」が影響している可能性が考えられる。これに対し，事後
は「会社・経営」が倍以上増加した。これは本授業の到達目的や授業設計でねらった結果と
なり，貿易ゲームを含めた授業内容が影響を与えていた可能性がある。
14

事前 10/4

12

事後 10/23
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図 5：授業事前・事後アンケートの自由記述から得られた本授業の役に立つ場面
次に対象としたのは設問「
「デザイン思考トレーニング」において，なぜ「事業戦略」
「グ
ローバル経済の流れ」のようなことを学ぶ必要があるのか。
」の回答である。まず回答文字
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数の変化を比較した。事前（M=50.33, SD=29.30, N=21）
・事後（M=127.67, SD=61.06, N=21）
の文字数データについて T 検定を行ったところ，有意差があることが示された（p < 0.001）
。
頻出単語をみると事前は「企業」
「日本」が多かったのに対し，
「思考」
「考える」
「デザイン」
の他に「戦略」
「経営」
「ユーザ」等の経営に関係する言葉の数と種類も増加していた。この
結果より，授業を受けることで先の設問に回答するための知識が得られたと考えられる。
さらに記述された内容を検討するため，この設問の回答について統計処理を行い[15]，共
起ネットワークグラフを作成した（図 6）
。これは強い共起関係ほど太い線で描画され，出
現数が多い語ほど大きい円で表される。また，関連が強い語同士が線で結ばれている。図 6
の左側が事前・右側が事後である。この結果，事後の方が言葉の出現が増加し，互いをよく
関連づけて文章構築をしている様子がわかる。また，事後では左上の塊に「戦略」
「経営」
「ユーザ」といった頻出語を含む言葉関連付けられている様子がわかる。このことから本授
業の達成目標 1 や 2 の理解が進んだ可能性がある。右側の「デザイン」
「思考」
「アイデア」
「生み出す」とともに「利益」
「出す」といった言葉が隣接していることからデザイン思考
と経営的視点の両方を言及している様子がわかり，達成目標 3 に貢献した可能性がある。

図 6：授業事前・事後アンケートの自由記述から得られた共起ネットワーク

５.まとめ
本研究ノートでは貿易ゲームを活用した授業設計に着目し，教育効果がみられたかを収
集したデータを利用してプロセス分析を行った。その結果，ゲーム中の多様な活動が創出さ
れていたことと，自由記述アンケートからグローバル経済について体験的に知識を深めた
様子がうかがえた。しかし貿易ゲームの効用を拾い出すには現状データでは難しい。引き続
き分析と整理を行い，次年度のデータ収集方法の見直しと授業の品質向上に勤めたい。
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