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The conscIousness and the use of color effect toward the interior 
color schemes of high school student's personal room -On the lesson 

development of dwelling life fields in high school home economics education 
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1 .はじめに

人は生活のなかで多くの色を目にしており、私

たちの生活の中の住まいや食事、衣服などの色彩

は人にさまざまな影響を与えていることは奥田

他 (2002)や木村(1984)など多くの研究や文献で

示されている。色彩には、野村 (2005)などによる

物体の物理的な温度や大きさなどの見え方に影響

する色彩の物理的効果や、大井・川崎(1996)な

どが示している人の気持ちゃ記憶が色彩のイメー

ジに影響する色彩の心理的効果、南雲 (2008)に

よる色彩の性質によって人に生理学的な影響が与

えられる色彩の生理的効果という 3つの効果があ

る。公共の色を考える会 (2011)や山脇 (2010)な

ど、現在の色彩に関する多くの文献では、生活の

中にそれぞれの色彩効果を取り入れることで自身

の理想の生活に近づいていくという内容が示され

ている。

文部科学省 (2010)による高等学校学習指導要

領家庭編では「人の一生と家族・家庭、子どもや

高齢者との関わりと福祉、消費生活、衣食住など

に関する知識と技術を総合的に習得させ、家庭や

地域の生活課題を主体的に解決するとともに、生

活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育て
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るJことを目標としており、この自らの生活課題

を改善していく一つの要素として、 3つの色彩効

果を意識して取り入れていくことで、自身の生活

を見直し、興味を持って生活の充実や向上を図る

能力を身に付けることができると考えられる。

高等学校学習指導要領家庭編においては、色彩

に関する内容が多く示されており、特に各学科に

共通する教科の科目である『家庭基礎Jr家庭総合J

f生活デザインJと比較し、「ファッションデザイ

ンJrリビングデザインJなどの専門科目に多く示

されている。その内容のほとんどは「色彩Jとい

う単語のみの記述に留まるものであったが、上述

の専門科目においては「色彩効果Jについてまで

記述されており、家庭科の学習に「色彩Jに関す

る学習を取り入れることの必要性が示されている

内容であった。

家庭総合現行教科書の住生活領域においても、

学習指導要領では色彩について記述されていな

かった内容でも、色彩に関する内容が多く記述さ

れていることから、インテリアのカラーコーディ

ネートの中で住まいの快適性や保健性の機能とし

て、色彩効果を取り入れることで自身の生活課題

の改善を行うことができ、生活の充実や向上を図

る能力を身につけることができると推察される。
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大学生を対象に行った嘉手苅 (2014)の研究で する意識調査Jを2015年 1月下旬から 2月上旬に

は、色彩効果に関する知識とその活用、個人室の かけて実施した。

インテリア配色の満足度、並びにインテリア配色

への好きな色の活用やインテリア配色の工夫など

インテリア配色に対する意識について分析を行

い、インテリア配色に対する満足度と色彩効果の

関連性を見出している。この結果は家庭科の住生

活の学習において、個人室のインテリア配色計画

を通して生徒自らの生活課題を見つめ直し、色彩

効果を活用して課題改善に取り組ませることので

きる内容であると考えられる。

津島 (2014)は、高等学校までに学ぶ家庭科の

住生活領域に関する学習内容の中でも、インテリ

アのカラーコーディネー卜を学習してみたいとい

う大学生は、女性は 1番目に、男性では 2番目に

多いことを示しており、家庭科の中で色彩を取り

入れた学習に興味を持っていることが分かる。し

かし、これまでに家庭科の住生活領域で行われた

色彩に関する授業研究はまだみられない。そのた

め、家庭科において色彩効果についての学習を行

い、それらを生活に取り入れることで自身の生活

課題を見つめなおす機会となり、さらに生徒自ら

生活の充実や向上を図る能力を身につけることが

できる可能性があると考えられる。

そこで本研究では、高校生を対象に生活におけ

る色彩に関する意識調査を行うことで色彩に対す

る意識や活用などの実態と生活の課題等を把握

し、色彩効果との関連性について分析を行い、そ

の分析結果から家庭科の住生活領域における「生

活の充実や向上を図る能力」を身に付ける授業づ

くりに向けて考察を行うことを目的とする。

2.意識調査の内容

1 )基本属性

基本属性は、回答者の「年齢Jr性別Jなどの項

目を設問した。

2)性格検査

性格検査は、高校生から社会人まで幅広く適用

可能な柳井他 (1987)によって開発された新・性

格検査を使用した。この調査では、 240項目の質問

項目に対し因子分析を行い、その結果を第一因子

負荷量の大きさに基づいて厳選した12の性格特性

を抽出している。本研究では、この性格特性のう

ち再検査信頼性係数を基に、その数値の高い社会

的外交性、進取性、持久性、規律性、自己顕示性、

非協調性、神経質の 7つの尺度を使用することと

しそれぞれ10項目、合計70項目を設問した。ま

た、性格特性の聞いに対する回答を「当てはまら

ないJを1点、「あまり当てはまらないJを2点、

『どちらでもない」を 3点、 fやや当てはまるJを

4点、「とても当てはまるjを5点として数値化し

た。各性格特性の合計は最大50点となり、その平

均値より上を高群、下を低群として分類した。

3)個人室のインテリア配色に関する質問

個人室のインテリア配色については、室内イン

テリアの配色に対する工夫や興味度、重要度、満

足度、色彩効果の活用、インテリア配色による人

の気持ちゃ行動への影響度、好きな色の活用につ

いて設問した。

3.分析方法

n.研究方法及び分析方法 住生活の意識調査における色彩効果と色彩に

関する項目について考察を行うため、個人室の

1 .研究方法 色彩に関する項目や性格特性、基本属性等、それ

沖縄県立の高等学校2年生の 7クラス、生徒283 ぞれの項目をクロス集計の χ2検定を用いて分

名(男子116名、女子167名)を対象に、高等学校家庭 析を行った。その分析結果のなかで、有意差が見

科の学習で色彩効果を取り入れた授業研究を行う られたものを以下に示す。なお、上述の分析には

ための基礎資料を得るため、質問紙調査を行った。 PASWStatistics Ver.18 (SPSS社)を用いて行

意識調査はクラス毎に質問紙を配付し、回答時 なった。

聞には制限を設けず調査を行い、実施期間は l

回目「基本属性と性格特性に関する意識調査」を

2014年7月に実施し、 2回目「住生活の色彩に関
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ill.結果および考察 2)色彩の心理的効果

1 .色彩効果の活用

1 )色彩の物理的効果

個人室のインテリア配色に対する色彩の物理的

効果の活用については、「色彩の心理的効果の活

用Jrインテリア配色への好きな色の活用Jrイン

テリア配色に対する満足度Jで有意差が見られた

(表 1)。

個人室のインテリア配色に対する色彩の心理的

効果の活用については、性格特性における「社会

的外交性Jr持久性Jr規律性J、「色彩の物理的効

果の活用Jrインテリア配色への興味Jrインテリ

ア配色による人の気持ちゃ行動への影響Jrイン

テリア配色への好きな色の活用Jにおいて有意差

が見られた(表 2)。

個人室のインテリア配色へ色彩の心理的効果を

活用していない場合、社会的外交性、持久性、規

律性では低群の割合が高く、色彩の物理的効果も

活用していない割合が高い。また、インテリア配

色に対する興味度も低く、インテリア配色の色彩

効果が人へ影響していないと考える割合が高いこ

とがわかる。さらに、インテリア配色へ好きな色

を活用していない割合も高い。

個人室のインテリア配色へ色彩の物理的効果を

活用していない場合、色彩の心理的効果も活用し

ていない割合が高く、かつ、インテリア配色へ好

きな色を活用していない割合が高いことがわか

る。また、インテリア配色の満足度の割合が低く

なることがわかる。

表 1 色彩の物理的効果

色彩の物理的効果

活用していない 活用している

色彩の心理的効果
活用していない 182 (83.9%) 35 (16.1%) 

活用している 32 (56.1%) 25 (43.9%) 

インテリア配色への 活用していない 131 (83.4%) 26 (16.6%) 

好きな色の活用 活用している 83 (70.9%) 34 (29.1%) 

インテリア配色に 低い 83 (86.5%) 13 (13.5%) 

対する満足度 高 い 131 (73.6%) 47 (26.4%) 

表2 色彩の心理的効果

色彩の心理的効果

活用していない 活用している

社会的外交性
低群 108 (84.4%) 20 (15.6%) 

高群 102 (73.9%) 36 (26.1%) 

持久性
低群 113 (85.0%) 20 (15.0%) 

高群 97 (72.9%) 36 (27.1%) 

規律性
低群 93 (86.1%) 15 (13.9%) 

高群 117 (73.6%) 42 (26.4%) 

色彩の物理的効果
活用していない 182 (85.0%) 32 (15.0%) 

活用している 35 (58.3%) 25 (41.7%) 

インテリア配色への興味
低い 80 (87.9%) 11 (12.1%) 

高 い 137 (74.9%) 46 (25.1%) 

インテリア配色による人 影響していない 59 (89.4%) 7 (10.6%) 

の気持ちゃ行動への影響 影響している 158 (76.0%) 50 (24.0%) 

インテリア配色への 活用していない 134 (85.4%) 23 (14.6%) 

好きな色の活用 活用している 83 (70.9%) 34 (29.1%) 
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合計 df χ2 

217 (100%) 

57 (100%) 
1 20.297*** 

157 (100%) 
1 6.124事

117 (100%) 

96 (100%) 
1 6.033・

178 (100%) 

合計 df χE 

128 (100%) 

138 (100%) 
1 4.373・

133 (100%) 
l 5.790・

133 (100%) 

210 (100%) 
1 6.010・

56 (100%) 

214 (100%) 
1 

607 (100%) 
20.297 **‘ 

91 (100%) 
1 6.281事

183 (100%) 

66 (100%) 
5.487・1 

208 (100%) 

157 (100%) 

117 (100%) 
8.450帥
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3)色彩の生理的効果

個人室のインテリア配色に対する色彩の生理的

効果の活用については、「インテリア配色への好

きな色の活用jのみで有意差が見られた(表 3)。

ことがわかる。一方、インテリア配色に対する満

足度については、満足していない生徒の割合が高

い結果となっている。

2)インテリア配色に対する重要度

個人室のインテリア配色へ色彩の生理的効果を

活用していない場合、インテリア配色へ好きな色

を活用していない割合が高いことがわかる。

2.個人室のインテリア配色に対する意識

1 )インテリア配色への興味

インテリア配色に対する重要度においては、

「性別Jr規律性Jrインテリア配色への興味Jrイン

テリア配色による人の気持ちゃ行動への影響Jrイ
ンテリア配色への好きな色の活用Jrインテリア

配色に対する満足度Jと有意差が見られた(表 5)。

インテリア配色への興味においては、「性別J

「色彩の心理的効果の活用Jrインテリア配色に対

する重要度Jrインテリア配色による人の気持ち

ゃ行動への影響Jrインテリア配色への好きな色

の活用Jrインテリア配色に対する満足度Jと有意

差が見られた(表4)。

インテリア配色に対する興味が高いのは、男子

インテリア配色に対する重要度が高いのは、男

子生徒と比べ女子生徒の割合が高い。インテリア

配色に対する重要度が高い場合、規律性の高群の

割合が高く、インテリア配色に対する興味も同様

に高くなっており、また、インテリア配色の色彩

効果が人へ影響していると考える割合や好きな色

の活用の割合も高いことがわかる。一方、インテ

リア配色に対する満足度については、満足してい

生徒に比べ女子生徒の割合が高い。インテリア配 ない割合が高い結果となっている。

色に対する興味が高い場合、インテリア配色への 3)インテリア配色による人の気持ちゃ行動への

色彩の心理的効果を活用している割合が高く、ま 影響

た、インテリア配色に対する重要度の割合やイン インテリア配色による人の気持ちゃ行動への影

テリア配色へ好きな色を活用している割合も高い 響については、「性別Jr規律性Jr色彩の心理的効

表3 色彩の生理的効果

色彩の生理的効果

活用していない|活用している

インテリア配色への |活用していない I153 (97.5%) I 4 (2.5%) 

好きな色の活用 | 活用している I 101 (86.3%) I 16 (13.7%) 

表4 インテリア配色への興味

インテリア配色への興味

低い 高い

性別
男子生徒 56 (51.9%) 52 (48.1%) 

女子生徒 32 (20.3%) 126 (79.7%) 

色彩の心理的効果
活用していない 80 (36.9%) 137 (63.1%) 

活用している 11 (19.3%) 46 (80.7%) 

インテリア配色に 低い 32 (86.5%) 5 (13.5%) 

対する重要度 高い 59 (24.9%) 178 (75.1%) 

インテリア配色による人 影響していない 30 (45.5%) 36 (54.5%) 

の気持ちゃ行動への影響 影響している 61 (29.3%) 147 (70.7%) 

インテリア配色への 活用していない 68 (43.3%) 89 (56.7%) 

好きな色の活用 活用している 2309.7%) 94 (80.3%) 

インテリア配色に 満足していない 21 (21.9%) 75 (78.1%) 

対する満足度 満足している 70 (39.3%) 108 (60.7%) 
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合計

157 (100%) 

117 (100%) 

合計

108 (100%) 

158 (100%) 

217 (100%) 

57 (100%) 

37 (100%) 

237 (100%) 

66 (100%) 

208 (100%) 

157 (100%) 

117 (100%) 

177 (100%) 

97 (100%) 

df χ2 

1 28.933・・・

1 6.281・

54.734榊*

1 5.875・

1 16.910・*

8.562** 
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果の活用Jrインテリア配色への興味Jrインテリ

ア配色に対する重要度Jrインテリア配色への好

きな色の活用Jと有意差が見られた(表6)。

4)インテリア配色への好きな色の活用

インテリア配色の色彩効果が人の気持ちゃ行動

へ影響していると考える割合は、男子生徒と比べ

女子生徒の割合が高く、規律性の高群の割合が高

い。また、人の気持ちゃ行動へ影響していると考

えている場合、色彩の心理的効果を活用し、好き

な色を活用している割合も高いことがわかる。さ

らに、インテリア配色への興味や重要度も高い。

インテリア配色への好きな色の活用では、「性

別Jr色彩の物理的効果の活用Jr色彩の心理的効

果の活用Jr色彩の生理的効果の活用Jrインテリ

ア配色への興味Jrインテリア配色に対する重要

度Jrインテリア配色による人の気持ちゃ行動へ

の影響Jと有意差が見られた(表 7)。

インテリア配色への好きな色の活用について

は、女子生徒に比べ男子生徒は活用していない割

合が高い。また、インテリア配色へ好きな色を活

用していない場合、色彩の物理的効果、心理的効

表 5 インテリア配色に対する重要度

インテ1):7間色に対するJ重要度
合計 df χ2 

低い 高い

性別
男子生徒 28 (25.9%) 80 (74.1%) 108 (100%) 

21.923 *** 1 
女子生徒 9 ( 5.7%) 149 (94.3%) 158 (100%) 

規律性
低群 22 (20.4%) 86 (79.6%) 108 (100%) 

7.375 ** 
高群 14 ( 8.8%) 145 (91.2%) 159 (100%) 

インテリア配色への興味
低い 32 (35.2%) 59 (64.8%) 91 (100%) 

54.734 **・1 
高い 5 ( 2.7%) 178 (97.3%) 183 (100%) 

インテリア配色による 影響していない 23 (34.8%) 43 (65.2%) 66 (100%) 
33.913判取

人の気持ちゃ行動への影響
1 

影響している 14 ( 6.7%) 194 (93.3%) 208 (100%) 

インテリア配色への 活用していない 27 (17.2%) 130 (82.8%) 157 (100%) 
4.295・

好きな色の活用
1 

活用している 10 ( 8.5%) 107 (91.5%) 117 (100%) 

インテリア配色に 満足していない 6 ( 6.3%) 90 (93.8%) 96 (100%) 
1 6.657 * 

対する満足度 満足している 31 (17.4%) 147 (82.6%) 178 (100%) 

表 6 インテリア配色による人の気持ちゃ行動への影響

インテリア髄1:よる人の気持ちゃ行動への開
合計 df χ2 

影暫していない 影響している

性別
男子生徒 34 (31.5%) 74 (68.5%) 108 (100%) 

女子生徒 31 (19.6%) 
1 4.888・

127 (80.4%) 158 (100%) 

規律性
低群 36 (33.3%) 72 (66.7%) 108 (100%) 

高群
1 9.539 ** 

27 (17.0%) 132 (83.0%) 159 (100%) 

色彩の心理的効果
活用していない 59 (27.2%) 158 (72.8%) 217 (100%) 

1 5.487・
活用している 7 (12.3%) 50 (87.7%) 57 (100%) 

インテリア配色への興味
低い 30 (33.0%) 61 (67.0%) 91 (100%) 

5.875 * 1 
高 い 36 (19.7%) 147 (80.3%) 183 (100%) 

インテリア配色に 低い 23 (62.2%) 14 (37.8%) 37 (100%) 

対する重要度 高い
1 33.913*** 

43 (18.1%) 194 (81.9%) 237 (100%) 

インテリアへの 活用していない 45 (28.7%) 112 (71.3%) 157 (100%) 

好きな色の活用
1 4.208* 

活用している 21 (17.9%) 96 (82.1%) 117 (100%) 
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果を活用していない割合が高く、インテリア配色

に対する興味や重要度も低いことがわかりインテ

リア配色による人の気持ちゃ行動へ影響していな

いと考えている割合が高い。一方、インテリア配

色へ好きな色を活用している場合、色彩の生理的

効果を活用している割合が高い。

は、女子生徒に比べ男子生徒の方が高い。インテ

リア配色に対する満足度が高い場合、進取性の高

群の割合が高く、色彩の物理的効果を活用してい

る割合も高い。一方、インテリア配色に対する興

味や重要度については、低い割合の方が高くなっ

ていることがわかる。

5)インテリア配色に対する満足度

3.自由記述の考察インテリア配色に対する満足度では、「性別J

「進取性Jr色彩の物理的効果の活用Jrインテリア

配色への興味Jrインテリア配色に対する重要度J

と有意差が見られた(表 8)。

インテリア配色に満足している割合が高いの

インテリア配色に対する重要度、インテリア配

色の工夫方法、インテリア配色への好きな色の活

用の理由、インテリア配色に対する満足度の理由

について、自由記述形式で回答してもらった内容

表 7 インテリア配色への好きな色の活用

インテリア配色への好きな色の活用
合計 clf χ2 

活用していない 活用している

性別
男子生徒 77 (71.3%) 31 (28.7%) 108 (100%) 

1 15.640・・・
女子生徒 74 (46.8%) 84 (53.2%) 158 (100%) 

色彩の物理的効果
活用していない 131 (61.2%) 83 (38.8%) 214 (100%) 

1 6.124・
活用している 26 (43.3%) 34 (56.7%) 60 (100%) 

色彩の心理的効果
活用していない 134 (61.8%) 83 (38.2%) 217 (100%) 

l 8.450・・
活用している 23 (40.4%) 34 (59.6%) 57 (100%) 

色彩の生理的効果
活用していない 153 (60.2%) 101 (39.8%) 254 (100%) 

4 (20.0%) 
12.268 *** 

活用している 16 (80.0%) 20 (100%) 

インテリア配色への興味
低い 68 (74.7%) 23 (25.3%) 91 (100%) 

高い
16.910・・e

89 (48.6%) 94 (51.4%) 183 (100%) 

インテリア配色に 低い 27 (73.0%) 10 (27.0%) 37 (100%) 

対する重要度 高 い
4.295・

130 (54.9%) 107 (45.1%) 237 (100%) 

インテリア配色による人の 影響していない 45 (68.2%) 21 (31.8%) 66 (100%) 

気持ちゃ行動への影響 影響している 112 (53.8%) 
1 4.208・

96 (46.2%) 208 (100%) 

表8 インテリア配色に対する満足度

インテリア配色に対する満足度
合計 df χ2 

満足していない 満足している

男子生徒 28 (25.9%) 80 (74.1%) 108 (100%) 
6.530・性別 1 

女子生徒 65 (41.1%) 93 (58.9%) 158 (100%) 

低群 50 (41.3%) 71 (58.7%) 121 (100%) 
3.949漕進取性

高群 43 (29.7%) 102 (70.3%) 145 (100%) 

色彩の物理的効果
活用していない 83 (38.8%) 131 (61.2%) 214 (100%) 

1 6.033‘ 
活用している 13 (21.7%) 47 (78.3%) 60 (100%) 

インテリア配色への興味
低 い 21 (23.1%) 70 (76.9%) 91 (100%) 

8.562 ** 1 
高い 75 (41.0%) 108 (59.0%) 183 (100%) 

インテリア配色に 低 い 606.2%) 31 (83.8%) 37 (100%) 

対する重要度 1 6.657本

高 い 90 (38.0%) 147 (62.0%) 237 (100%) 
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について考察を行った。尚、理由については、複

数回答として分類を行ったため、回答者の合計と

各項目の和は必ずしも一致しない場合もある。ま

た、インテリア配色に関連しない内容は除いて考

察を行った。

1 )インテリア配色の重要度

インテリア配色の重要度について、「全く重要

でないJrあまり重要でないJrやや重要であるJrと
ても重要であるJという重要度の度合い別にその

理由の内容について考察を行った(表9)。

インテリア配色の重要度を「全く重要でないJ

としている生徒は4名で、その内容は「気にした

ことがないJr考えたことがないJという『無関心』

と恩われる内容が2名 (50.00%)であった。また、

「あまり重要でないJとしている生徒は32名であ

り、その内容は「興味がないからjという『無関心』

と思われる内容が28名 (87.50%)であった。「全

く重要でないJrあまり重要でないJという重要度

が低群の場合、インテリア配色に対する『無関心』

さが影響していることがうかがえる。

「やや重要であるJと回答した生徒は155名で、

その理由として「色によって心理状態が異なる

からJなどの『色彩効果』に関する内容が108名

(69.68%)と一番多くみられる。また、「その部屋

の雰囲気を作るからjなど『雰囲気』としての理

由が40名 (25.81%)、「自分の部屋だからJなど『専

用室』としての理由が26名 (16.77%)、「自分の好

きな色がいいと思うjなどの『好み』に関する内容

が26名(16.77%)、「ある程度は必要Jなど『その他』

の理由が3名(1.94%)、『無関心』と思われる内容

は l名 (0.65%)のみにみられた。また、「とても

理由として『色彩効果』が64名 (78.05%)と一番多

くなっており、『専用室』が17名(20.73%)、『好み』

が14名(17.07%)、『雰囲気』が11名 (13.41%)、『そ

の他』が3名 (3.66%)となっており、『無関心』に

関する内容はみられなかった。

『色彩効果』を理由にあげた生徒については、「や

や重要であるJと回答した生徒よりも「とても重

要であるJと回答した生徒の割合が8.37ポイント

も高くなっており、インテリア配色の重要度にお

いて、色彩効果を理由としていることがわかる。

2)インテリア配色の工夫内容

インテリア配色の工夫を行っている生徒66名

が、工夫内容として記述したものの分類結果を図

lに示す。最も多かった工夫内容は、「統一感が

出て、落ち着けるように同じ色を全体的に取り

入れているJなど配色の『統一感』に関するもの

で、 32名 (47.76%)があげていた。次いで、「部屋

が広くなるようにJ(物理的効果)r家具や布団に

暖色を使い、やわらかな雰囲気を作っているJ(心

理的効果)など『色彩効果』に関する内容が21名

35 

30 

25 

20 

15 

10 

。
統一感 季節感好きな色色彩効果 その他 繰回答

重要であるJと回答している生徒は82名で、その 図1 インテリア配色の工夫内容の分類 (N=66)

表9 インテリア配色に対する霊要度の理由の分類

全く重要でない あまり重要でない やや重要である とても重要である 合計

無関心 2 (50.00%) 28 (87.50%) 1 ( 0.65%) 。 31 

雰囲気 。 。 40 (25.81%) 11(13.41%) 51 

専用室 。 。 26 (16.77%) 17 (20.73%) 43 

好 み 。 。 26 (16.77%) 14 (17.07%) 40 

色彩効果 。 。 108 (69.68%) 64 (78.05%) 172 

その他 。 。 3 ( 1.94%) 3 ( 3.66%) 6 

無回答 2 (50.00%) 2 ( 6.25%) 3 ( 1.94%) 。 7 

回答者の合計 4 (100%) 32 (100%) 155 (100%) 82 (100%) ~ 
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(31.34%)、「好きな色を選ぶJなどの『好きな色』

に関する内容 5名 (7.46%)、f派手すぎないよう

にする」など『その他』の内容が6名 (8.96%)、「季

節に合わせたインテリアをとっているjなど『季

節感』に関する内容が2名(2.99%)となっている。

約半数がインテリア配色に『統一感』が出るよ

う工夫しており、その次に『色彩効果』に関する

内容の工夫を行う生徒が多くなっている。

3)インテリア配色への好きな色の活用度

インテリア配色への好きな色の活用について、

「全く取り入れていないJrあまり取り入れていな

いJrやや取り入れているJr多く取り入れているJ

という 4段階別にその理由の内容について考察を

行った(表10)。

「全く取り入れていないJとした生徒は46名

で、その理由としては「インテリアのことを考

えたことがないからJなど『無関心』の内容が17

名 (36.96%)と最も多い。次いで、「両親が決めた

からjなど自身で『自由に配色を行えない』生徒

が13名 (28.26%)、「統一していないからJという

インテリア配色の『統一感』に関する内容が 1名

(2.17%)、自身の好きな色とインテリアとして使

いたい色で差異のある生徒は「部屋は落ち着い

ている色がいいJという『色彩効果』に関すると

思われる内容で 1名 (2.17%)みられ、無回答は14

名 (30.43%)であった。また、「あまり取り入れて

いなしリ生徒は106名で、その理由としては『無関

心.n37名 (34.91%)、『自由に配色を行えない.n25名

(23.58%)、「その色のインテリアがあまりないか

らJなど『取り入れにくい』の内容15名 (14.15%)、

『統一感JJ10名 (9.43%)、「好きな色だからJという

『好み』の内容 1名 (0.94%)、f落ち着いた感じが

いいからjなどの「全く取り入れていないJと同

様な理由で『色彩効果』について記述している生

徒が 3名(2.83%)、『その他』は l名(0.94%)となっ

ている。

インテリア配色へ好きな色を『全く取り入れて

いないJrあまり取り入れていない」としている好

きな色の活用が低群の生徒は、重要度の低群と同

様に『無関心』の内容が多くなっているが、重要

度とは異なった項目として、専有室がないことな

どの理由で、生徒自身が『自由に配色を行えない』

とする内容が2番目に多くなっており、好きな色

の活用度に影響している様子がうかがえる。

「やや取り入れているJとしている生徒は85名

で、その理由としては「色を選ぶとき好きな色で

選ぶからJなど『好み』の内容が48名 (56.47%)、

「やる気が出るからJなど好きな色の活用度低群

における理由とは異なった『色彩効果』での内容

の記述が35名 (41.18%)、「自然とそうなったJな

ど『その他』の内容が8名 (9.41%)、『無関心.n3名

(3.53%)、『自由に配色を行えない.n3名 (3.53%)、

『統一感.n1名(1.18%)となっている。また、「多く

取り入れているJ生徒は32名で、理由としては『好

み.n22名 (68.75%)、『色彩効果.n18名 (56.25%)、『そ

の他.n2名 (6.25%)となっている。

「やや取り入れているJr多く取り入れているj

という好きな色の活用が高群の生徒は、『好み』や

『色彩効果』を理由にあげた内容が多くみられ、色

彩効果も活用の度合いに影響していることがうか

がえる。

表10 インテリア配色への好きな色の活用の理由の分類

全く取り入れていない あまり取り入れていない やや取り入れている 多く取り入れている 合計

無関心 17 (36.96%) 37 (34.91 %) 3 ( 3.53%) 。 57 

自由に配色を行えない 13 (28.26%) 25 (23.58%) 3 ( 3.53%) 。 41 I 

統一感 1 ( 2.17%) 10 ( 9.43%) 1 ( 1.18%) 。 12 

取り入れにくい 。 15 (14.15%) 。 。 15 

好み 。 1 ( 0.94%) 48 (56.47%) 22 (68.75%) 711 

色彩効果 1 ( 2.17%) 3 ( 2.83%) 35 (41.18%) 18 (56.25%) 57 

その他 。 1 ( 0.94%) 8 ( 9.41%) 2 ( 6.25%) 11 

無回答 14 (30.43%) 16 (15.09%) 4 ( 4.71%) 2 ( 6.25%) 36 

回答者の合計 46 (100%) 106 (100%) 85 (100%) 32 (1()O%) ~ 

- 150-



嘉手苅ほか:個人室のインテリア配色に対する高校生の意識と色彩効果の活用について

4)インテリア配色の満足度

インテリア配色の満足度について、「全く満足

していないjrあまり満足していないjrやや満足

しているjrとても満足しているJの4段階別にそ

の理由の内容について考察を行った(表11)。

「全く満足していないJと回答した生徒は14名

であり、その理由としては「自分の部屋がないJ

など自由に『配色を行えない』という内容が 5名

(35.71%)、「好きな色とかがないからJなど『好み』

に関する内容が2名 04.29%)rあまり手を加え

ていなしリという『無関心』と思われる内容が2名

(14.29%)、「ものが多すぎて汚いから」などの『そ

の他』に関する内容が 2名 (14.29%)、f色が暗いJ

といった『不満』の内容が 1名 (7.14%)、「均一感

がないJなどインテリアの『統一感』に関する内

容が l名 (7.14%)であった。また、「あまり満足し

ていないJと回答した生徒は71名で、その理由と

しては「もっと明るい感じにしたいJなどの配色

をよりよくしたいという『意欲的』な内容が24名

(33.80%)、『配色を行えない』が19名 (26.76%)、『好

み』が13名 08.31%)、『統一感』に関する内容10名

04.08%)、配色への『不満.IJ7名 (9.86%)、『無関

心』が4名 (5.63%)、「赤色とか明るい色も入れて

みたい」という『色彩効果』と思われる内容が3名

(4.23%)、『その他』が2名 (2.82%)となっており、

『意欲的』の内容が 1番多くみられた。

また、『全く満足していないJと同様に自由に

『配色を行えない』という内容も 2番目に多くみ

られ、満足度の低群の生徒は、満足度が低くなる

理由として、個人室を持っていないことや、配色

を保護者が行っていること、共有室であること

など自由に『配色を行えない』ことがうかがえる

が、そのようなインテリアに対する不満などに対

して、現在のインテリア配色に満足してはいない

が、もっとインテリア配色を工夫して満足度を高

めたいという『意欲的』な内容もみられている。

「やや満足している」と回答した生徒は135名で

あった。その理由は「落ち着く色だからJなど『色

彩効果』に関する内容が37名 (27.41%)、「不満だ

と思ったことがないからJや「配色はどうでもい

いJなど満足度低群とは異なった『無関心』の理由

が35名 (25.93%)、『自子み.!l18名 (13.33%)、『意欲的』

が14名 00.37%)、「派手でも地味でもないので丁

度いいJなどの『統一感』の内容が13名 (9.63%)、

「いい色だからjなど満足している内容を述べた

配色の『充実』に関する内容は 6名 (4.44.%)、『そ

の他』の内容が 5名 (3.70%)、配色への『不満』が

3名 (2.22%)、『配色を行えない』が 2名(1.48%)

となっている。『配色を行えない』生徒は、満足度

が低群である生徒の理由の内容に比べ少なくなっ

ていることがわかる。一番多くなっている理由は

『色彩効果』であるが、『無関心』を理由に『全く満

足していなしリ「あまり満足していない」としてい

る生徒に比べ、その人数が29名も多くなっている

ことから、無関心さから満足度が高くなる傾向も

みられる。しかし、無関心ではあるが「とても満

足しているJまで実感しているのではなく「やや

満足しているJに留まっていることも着目したい

表11 インテリア配色に対する満足度の理由の分類

全く満足していない あまり満足していない やや満足している とても満足している 合計

無関心 2 (14.29%) 4 ( 5.63%) 35 (25.93%) 11 (25.58%) 52 

配色を行えない 5 (35.71%) 19 (26.76%) 2 ( 1.48%) 。 26 

不満 1 ( 7.14%) 7 ( 9.86%) 3 ( 2.22%) 。 11 

統一感 1 ( 7.14%) 10 (14.08%) 13 ( 9.63%) 3 ( 6.98%) 27 

充実 。 。 6 ( 4.44%) 3 ( 6.98%) 9 

意欲的 。 24 (33.80%) 14 (10.37%) 。 38 

好み 2 (14.29%) 13 (18.31%) 18 (13.33%) 4 ( 9.30%) 37 

色彩効果 。 3 ( 4.23%) 37 (27.41%) 20 (46.51%) 59 

その他 2 (14.29%) 2 ( 2.82%) 5( 3.70%) 3 ( 6.98%) 13 

無回答 1 ( 7.14%) 6 ( 8.45%) 15 (11.11%) 1 ( 2.33%) 23 

回答者の合計 14 (100%) 71 (100%) 135 (100%) 43 (100%) ド¥
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ところである。

「とても満足している」と回答した生徒は43名

で、その理由として『色彩効果.1120名 (46.51%)、『無

関心.1111名 (25.58%)、『好み』に関する内容 4名

(9.30%)、『統一感.!l3名 (6.98%)、配色の『充実.!l3 

名 (6.98%)、『その他Jl3名 (6:98%)となっており、

『色彩効果』が一番多い理由となっている。『やや満

足しているJと合わせた満足度の高群の理由とし

ては、色彩効果に関する内容が57名 (32.02%)であ

ることから、満足度が高い理由として色彩効果を

実感していることが影響していると考えられる。

4.分析結果の考察

1 )高校生を対象としたインテリア配色に関する

意識調査の考察

高校生を対象とした意識調査の分析結果を踏ま

え、色彩効果とインテリア配色に対する満足度と

の関連性を表したものが図 2である。また、比較

のため、嘉手苅 (2014)の大学生を対象に行なっ

た個人室のインテリア配色に関する意向調査の分

析結果についても図 2と対応させた図を作成し

た(図 3)。

図 2の右から伸びる矢印を追ってみていく

と、まず、満足度が低いことに対して、配色への

興味、配色に対する重要度が高いことと関連があ

る。次に、配色への興味が高いときには、配色の

重要度が高いこと、好きな色を活用すること、破

線で示した3つの色彩効果のうち、色彩の心理的

効果を活用すること、また、色彩効果を実感して

いると考えられる項目であるインテリア配色が人

の気持ちゃ行動へ影響していることとも関連して

いる。さらに、配色への興味と配色に対する重要

度が高いことと、好きな色を活用することは相互

に関連していることが分かる。そして、インテリ

ア配色へ好きな色を活用していることは色彩の生

理的効果を活用することと関連し、また、物理的

効果、心理的効果を活用していないとき、好きな

色もインテリア配色へ活用していないことと関連

している。そして、インテリア配色が人の気持ち

ゃ行動へ影響していると考える生徒は好きな色も

多く活用していることがわかる。

このことから、インテリア配色に興味を持つこ

とは、全てとは関連はしていないが、色彩効果を

意識して活用することと繋がっている。また、生

理的効果においては好きな色やその色彩効果を

意識して活用することと、物理的効果、心理的効

果においては、この 2つの色彩効果を活用しない

場合、同様に好きな色も活用しないことが分かつ

た。これは、大学生を対象とした先行研究におい

ても同様の結果がみられているが、高校生を対

象とした分析においては、満足度が高くなるこ

ととの関連までは見られず、好きな色を活用する

という関連までに留まる結果となった。しかし、

色彩効果の物理的効果の活用のみではあるが、満

足度が高くなることとの関連も見られている。さ

らに、インテリア配色に対する重要度、インテリ

ア配色の工夫内容、好きな色の活用度や満足度の

自由記述の内容においても、とりわけそれらの低

群においては『無関心』さ、興味度が低いことが

影響しており、高群では『色彩効果』に関する理

由が多くみられていた。

インテリア配色に対する満足度については、満

足度の低群においては個人室が共有室であること

など、自由に『配色を行えない』ことに加え、現状

には満足していないがもっと配色を工夫して満足

度を高めたいという『意欲的』な内容が多くみら

れており、満足度の高群においては一番高い割合

で『色彩効果』に関する理由によって満足度が高

くなるという関連がみられた。分析においては関

連がみられない結果となっているが、その理由の

内容を詳細にみていくと、色彩効果がこれらの度

数に影響していることがうかがえる。さらに、満

足度が低群の生徒においては、インテリア配色を

工夫し、満足度を高めていきたいという意欲がう

かがえるため、家庭科の住生活領域においてイン

テリア配色を学習する際、色彩効果に関する内容

を取り入れることで、インテリア配色の工夫内容

も充実し、最終的に満足度を高めることに繋がる

と考えられる。

2)大学生を対象としたインテリア配色に関する

調査との比較及び考察

高校生を対象とした分析結果(図 2)と大学生

を対象とした意向調査の分析結果(図 3)との関

連性について図4および図 5において示す。

大学生を対象とした意向調査の分析結果におけ

る①「配色への満足度が低い」一「配色への興味
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が高いJ②「配色への興味が高いJー「好きな色の

活用J③「物理的効果の活用Jr心理的効果の活用j

「生理的効果の活用Jー「好きな色の活用Jという

3つの関連性は、高校生を対象とした意識調査の

分析結果においても同様の関連が見られている。

このように、大学生を対象とした意向調査の分析

結果においては、①~③の関連から最終的に満足

度を高めるまでの一連の流れが伺えたが、高校生

を対象とした意識調査の分析結果では、「物理的

効果の活用Jについてのみ「配色への満足度が高

い」と関連性がみられ、全体として満足度を高め

るまでの一連の流れは見出すことができなかっ

た。しかし、色彩の物理的効果の活用のみではあ

るが、色彩効果を活用することによって、インテ

リア配色に対する満足度を高めるという関連はみ

られていることから、高校生においても満足度を

高める要素のーっとして色彩効果が挙げられるも

のと考える。

実際に高校生の満足度の理由内容をみると、満

足度が高群の生徒の理由として「色彩効果」に関

する内容が多くなっており、分析結果では有意差

はみられなかったが、理由の記述内容をみる限

図2 高校生の色彩効果とインテリア配色に対する満足度との関連性

図3 大学生の色彩効果とインテリア配色に対する満足度との関連性
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N.まとめと今後の課題

大学生の意向調査の分析結果と往生活の色彩に

関する意識調査の分析結果を比較したところ、全

ては関連していないが、満足度を高めるという同

様の関連性がみられており、これらの関連性を基

礎資料とし、インテリア配色に興味を持たせ、好

きな色と関連させながら色彩の物理的効果、心理

的効果、生理的効果の 3つの色彩効果を学んでい

くことにより、最終的に生徒の住生活の満足度が

高まるようなインテリア配色を自ら工夫し、改善

琉球大学教育学部紀要

り、色彩効果が満足度へ影響している生徒もいる

ことが確認できた。

これらのことから、 3つの色彩効果を学ぶこと

は、最終的に満足度を高めることができる可能性

があると考えられる。高等学校家庭科の授業にお

いて今後の大学生活等に向け、色彩効果を生活と

関連させて学習し、配色を考えていくことで、将

来の住生活に対する満足度が高まることへ発展し

ていくのではないかと推察され、その可能性を検

証する必要があるといえよう。
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していく授業を構成することが可能であると考え

られる。

今回の分析結果は、学習指導要領や現行の家

庭総合教科書から推察していた「インテリアのカ

ラーコーディネートの中で住まいの快適性や保健

性の機能として、色彩効果を取り入れることで自

身の生活課題の改善を行うことができ、生活の充

実や向上を図る能力を身につけることができるJ

授業構成の可能性を見出すことができたと思われ

る。

今後は住生活領域にとどまらず、食生活領域や

衣生活領域などの家庭科の他の領域と一貫させた

構成で授業を計画することで、領域を超えて色彩

効果について学習でき、また、それぞれの満足度

を相互的に高めていく可能性がうかがえるため、

往生活領域における色彩効果を取り入れた授業内

容を構成し、その授業実践を通して検証していく

必要がある。
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