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1　はじめに

1-1　本研究の目的
本研究の目的は、新・貿易ゲーム（以下、貿易ゲームと略す）１を実施する際、感情などを記録

していく「つぶやき方式」を導入することで、参加者は感情のコントロールが可能になり、そして
その記録がリアルタイムドキュメンテーションの効果をもち、ふりかえりの手法として有効である
こと明らかにすることである。

これら目的のうち、既に筆者は計二回の調査結果から、「つぶやき方式」の感情のコントロール
効果、ふりかえり方法としての有効性を実証している（富田 2018）。その際、貿易ゲームのバー
ジョン（参加者の移動制限の有無）が、感情のコントロール効果やふりかえり方法としての有効性
と関係をもつことを予想した。本稿では、これまでの二回とは異なった条件で実施した貿易ゲーム
の調査結果を加えて、実施形態の違い（ワークショップ・授業）、参加者の違い（大学生と一般人
の混成・大学生のみ）、貿易ゲームのルールの違い（参加者の移動制限の有無）と感情のコントロー
ル効果、ふりかえり方法の関係について再検討する。

1-2　本研究の意義
本研究で、「つぶやき方式」が、感情のコントロールとリアルタイムドキュメンテーションの効

果を併せ持つことを示した点で、参加型学習研究に若干の貢献ができたと考えている。

1-3　本論文の構成
本論文では上にあげた目的を達成するために、リアルタイムのふりかえりについての先行研究を

整理する。次に、新しい調査の結果を加えた分析結果について述べ、本論で提案する「つぶやき方
式」の有効性について述べる。

2　先行研究

2-1　いつふりかえるか
参加型学習での過度の感情的没入を防ぐためにはどうすればよいか。災害時のストレス緩和のふ

りかえりについての研究では、ディブリーフィング（ふりかえり）は、事件からの時間が長いほど
効果は下がるとしており、ディブリーフィングの簡略版であるデフィージングは、できることな
ら、事件直後に行うべきであるとされている（兵庫県精神保健協会こころのケアセンター 1999：
29-31）。しかし、教育分野では、ふりかえりはアクティビティが全て終わった後に実施されること

1 開発教育協会・神奈川県国際交流協会（2009）を用いた。
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が多い。
また、そこでのふりかえりは、アクティビティの後に、その内容についてグループ・ディス

カッションをさせたり、ふりかえりシートに記入させるというのがほとんどである。これら以
外には、合宿型の授業において日記形式のふりかえりシートに記入させる手法（野口ほか 2018）
や、フィールドワーク前後に記入させてふりかえりに用いる「イメージマップ」（阿部・郡司 
2016）、気づきや学びを紙に表現する「マインドクロッキー」（野口ほか 2018）、経験を可視化する

「Experience Map」（木塚ほか 2014）など、さまざまなものが提案されている。しかし、ふりかえ
り手法についての実証的研究は少なく、その大半はふりかえりの教育効果の有無を実証するもので
ある。ふりかえり手法の妥当性について検討したものは非常に少ない２。

拙稿では、ALACTモデルでは、行為と省察（ふりかえり）が代わる代わる行われるのが、経験
による学びの理想的なプロセスとされていることを紹介した上で、アクティビティと並行して、感
情などを「つぶやき」として記録する方法が、感情のコントロールに有効であることを示した（富
田 2018）。

このようなワークショップや実習、フィールドワークのプロセスをリアルタイムで記録していく
方法は、リアルタイムドキュメンテーション（以下、RTDと略す）とよばれ、デザイン教育や環
境教育の現場で行われている３。

以下、これらの研究についてまとめ、「つぶやき方式」のRTDの側面を明らかにする。

2-2　RTD
RTDとは、「ワークショップなどの学びの場において、その場のできごとを記録し、その場で共

有できる表現として視覚化する」（等々力・原田 2009）ものである。必ずしも、行為と省察を並行
しておこなうことを目的としたものではないが、それを可能にするものである。行為と省察を非常
に早いタイミングで繰り返し行うことを可能にするとも言える。

RTDの手法としては、ドキュメンテーションウオール、リフレクションボード、リアルタイム
ビデオ、リアルタイムブックレット、リアルタイムペーパーといったアナログのものや、ICTを活
用したものもある。これらは、記録や編集などを担当するスタッフが必要となるが、後述のように
参加者が作るセルフリフレクションボードというものもある。

ドキュメンテーションウオールは、原田泰・須永剛司が名付けたRTDの要となるメディアであり、
ワークショップなどで、出来事をその場で記録・表現しながら参加者にフィードバックし、その出
来事の終了とともに保存・公開用に編集されたメディアとして参加者に提供されるものである（原
田・須永 2009）。具体的にはワークショップの内容を写真や文字を使って一枚の絵巻物風に記述し
たものである。

リアルタイムブックレットとは、ふりかえりを目的に、授業を毎回写真で記録し、授業のプロセ

2 ふりかえりの効果そのものについて測定・実証しようとした研究としては、中山俊作の研究があげられる。中
山は、記述式の調査からその効果を測定しようとしている（中山 2018）。また、小澤由嗣ほかは、言語聴覚士を
めざす学生のコミュニケーション面の成長を支援する目的で作成された「コミュニケーションふりかえりシー
ト」を臨床実習に導入し、コミュニケーション面での向上効果を実証している（小澤ほか 2011）。

3 ファシリテーション・グラフィックやグラフィック・レコーディングという手法も同じ目的で行われていると
も言える。
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スをまとめた冊子、あるいはワークショップであればワークショップの終了ともに完成する活動報
告書のことである（等々力・原田 2009）。

リアルタイムビデオとはワークショップの最後にふりかえりとして上映される記録ビデオである
（原田・須永 2009）４。

リフレクションボードとは、ワークショップ全体の様子と、各参加者のコミュニケーションをで
きる限り細かく記録したものである。撮影された写真は時間軸ごとに会場内に設置されたボードに
添付され、参加者がいつでもワークショップを振り返ることができる。文字で撮影時の詳細な状況
を記録することにより、参加者同士で取り交わされた情報や、コミュニケーションの成立状況を
データ化できるようになっている（曽和ほか 2004）。

リフレクションボードとは別に、参加者それぞれが自由に選んだ写真を記録できるセルフリフレ
クションボードも提案されている。これは首にかけて利用するように設計されており、表にはス
ケジュールと参加者が自由に選出した写真、裏には参加者同士で交換した情報がある（曽和ほか 
2004）。

リアルタイムペーパーとは、新聞形式の活動記録で、参加者が持ち帰るメディア５である（原田・
須永 2009）。

冨田奈都美・横溝賢は、ネイチャーツアーのふりかえりにおいて、原田が提案する写真やビデオ
を用いるRTDでは限界があり、イラストを用いて表現するIllustrated Reflection Mediaを提案して
いるが、効果の実証にまでは至っていない（冨田・横溝 2017）。

横溝ほかは、RTDは実務経験者がいないと作業が遅延し、リアルタイム性を確保できないとし
て、ICTを用いて、個々のグループワークをウェブログに記録し、その活動をリアルタイムで閲覧・
検索する仕組み＝リアルタイムリフレクションを考案している（横溝ほか 2014）。

このような手法が、一般的なファシリテーションの技法としてなかったわけではない。付箋紙を
用いた様々なワークや、模造紙を用いるワールド・カフェなどのワークは、RTDの要素を含んで
いるとも言える。

これらとRTDの大きな違いは、学びの再構成の可能性ではないだろうか。最終成果物を意識し
たRTDは、授業やワークが終わった後（むしろ直後ではなく）、一人で全体を俯瞰し、自分の学び
として再構成、そして学びを獲得していくことができる。その意味で、RTDはワーク途中の感情
のコントロールを主たる目的としていない。

「つぶやき方式」は、RTD におけるドキュメンテーションウオールの要素を持ちつつ、利害が
共通する同じグループのメンバー間のコミュニケーションがリアルタイムで記録されることにな
る。また、他者からのコメントが加わることで、主に利害が対立する者とのコミュニケーションも
記録され、RTDのセルフリフレクションボードの要素も持つ。時系列に記入した場合、ファシリテー
ションの技法としての「タイムライン」と同じ効果を持つ。つまり「つぶやき方式」は、ふりかえ
り技法としての RTD の側面と、リアルタイムに感情をコントロールする技法としての側面の両方

4 筆者も異文化間シミュレーションゲーム「BaFáBaFá」を実施する際には、必ず各班の様子をビデオで撮影し、
振り返りに用いている。

5 活動の記録をリアルタイムで記録し新聞として発行する取組は、模擬国連活動の規模の大きな大会では以前か
ら行われていた。筆者も大学の授業に模擬国連活動を導入し、教員や学生が毎週の会議活動を新聞の形にまと
めて発行している。富田ほか（2008）を参照のこと。
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を持っている。
ただし、リアルタイムドキュメンテーションと違い、「つぶやき方式」では記録される量は一

定ではない。拙稿で述べたように、参加者の感情の対立状況によって異なる可能性がある（富田 
2018）。具体的には、貿易ゲームにおいて、参加者の移動制限があり利害対立者間のコミュニケー
ションが少ないバージョンは、移動制限がなくコミュニケーションが多いバージョンと比べて、記
録される量は少なくなる。では、記録される量が少ないと、感情をコントロールする効果や、ふり
かえりの効果は減少してしまうのか。

次の章では、条件が異なる三回の貿易ゲームでの調査結果から、その効果に違いがないことを明
らかにする。

3　「つぶやき方式」に関する調査結果と考察

3-1　調査概要
「つぶやき方式」の導入手順は、次の通りである６。ゲーム中に班ごとに用意したホワイトボー

ドに、その時の気持ちを他の班のメンバーに見えないように随時記入する。ゲーム終了後に、他班
のボードを見に行ってコメントをボードに書く。自班に戻ってコメントを読み、ふりかえりをする。

アクティビティ終了後に質問紙による調査を実施した。質問文は、「Q１　ゲーム中に、気持ち
をホワイトボードに書くことで、気持ちの整理ができた。」「Q２　ゲーム終了後、他の班のホワイ
トボードのつぶやきをみることで、他の人の気持ちがよく理解できた。」「Q３　ゲーム終了後、他
の班の人が書いたコメントをみることで、他の人の考えがよく理解できた。」「Q４　貿易ゲームの
ふりかえりの手法として、つぶやきを利用することは有効だと思う。」の四問で、「強くそう思う」

「そう思う」「どちらとも言えない」「あまりそう思わない」「全くそう思わない」の選択肢から回答
を選んでもらった。

これまでに実施した二回の調査も含めて以下に調査概要を記す。
【第１回調査】　2017年６月25日に広島県内で開催された研修会で実施（某独立行政法人主催。国際
教育・開発教育に関心のある教職員、学生、市民を対象にしたワークショップ）。貿易ゲームは国
際会議バージョン（プレイヤーは自由に移動できる）。サンプル数は48。属性は大学生17、教員23、
会社員３、その他５。

【第２回調査】　2017年７月20日に広島県内の四年制大学の授業で実施（国際文化系学科の２年生配
当専門科目。）。貿易ゲームは企業の海外進出／産業の空洞化＋国際会議バージョン（移動できるプ
レイヤーは国際会議参加者を除いて各班で一人だけ）。サンプル数は42。全て大学生。

【第３回調査】　2018年７月19日に第二回調査と同じ大学の同じ授業で実施。貿易ゲームは第１回調
査と同じバージョン。サンプル数は46。全て大学生。

6 詳細な導入手順は富田（2018）を参照のこと。
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3-2　調査結果
3-2-1　度数分布
三回分の調査の各質問における百分率分布表は表１〜表４のとおりである。三回とも全ての質問

で肯定的回答が多い。

第１回 第２回 第３回

強くそう思う 14.6 2.4 4.4

そう思う 33.3 42.9 46.7

どちらとも言えない 37.5 35.7 26.7

あまりそう思わない 10.4 9.5 17.8

全くそう思わない 4.2 9.5 4.4

合計 100.0 100.0 100.0

N 48 42 45

表１　ゲーム中に、気持ちをホワイトボードに書くことで、気持ちの整理
ができた。（％）

第１回 第２回 第３回

強くそう思う 58.3 14.3 41.3

そう思う 41.7 71.4 45.7

どちらとも言えない 0.0 9.5 6.5

あまりそう思わない 0.0 4.8 4.3

全くそう思わない 0.0 0.0 2.2

合計 100.0 100.0 100.0

N 48 42 46

表２　ゲーム終了後、他の班のホワイトボードのつぶやきをみることで、 
他の人の気持ちがよく理解できた。（％）

第１回 第２回 第３回

強くそう思う 52.1 12.2 31.8

そう思う 43.8 73.2 45.5

どちらとも言えない 4.2 9.8 15.9

あまりそう思わない 0.0 4.9 4.5

全くそう思わない 0.0 0.0 2.3

合計 100.0 100.0 100.0

N 48 41 44

表３　ゲーム終了後、他の班の人が書いたコメントをみることで、他の人
の考えがよく理解できた。（％）
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3-2-2　重回帰分析
三回の調査の実施形態・属性・人（参加者）の移動制限の異同点は表５のとおりである７。

拙稿では、第１回と第２回の調査結果を別々に分析した（富田 2018）。今回は新たな調査も含
め、計三回の調査データを結合し、上にあげた三つの変数が、「つぶやき方式」の評価（Q１〜Q４）
にどのように影響しているかを明らかにするために、実施形態、属性、人の移動制限を独立変数、 
Q１〜Q４を従属変数とした重回帰分析を行った。結果は、表６〜表９のとおりである。

7 「実施形態」と「人の移動制限」というダミー変数をつくり、実施形態は（授業＝0、ワークショップ＝1）、人
の移動制限は（あり＝0、なし＝1）と値をつけた。属性については（大学生＝0、社会人＝1）とリコードした。

第１回 第２回 第３回

強くそう思う 64.6 16.7 26.7

そう思う 33.3 61.9 46.7

どちらとも言えない 0.0 16.7 20.0

あまりそう思わない 2.1 4.8 2.2

全くそう思わない 0.0 0.0 4.4

合計 100.0 100.0 100.0

N 48 42 45

表４　貿易ゲームのふりかえりの手法として、つぶやきを利用することは
有効だと思う。（％）

標準偏回帰係数（β） 相関係数（r）

実施形態 -0.130 -0.095

移動制限 -0.046 -0.082

属性 0.080 -0.030

重相関係数（R） 0.117

*p <.05　**p <.01

表６　重回帰分析の結果
（従属変数：Ｑ１ ゲーム中に、気持ちをホワイトボードに書くことで、
気持ちの整理ができた。）

第１回 第２回 第３回

実施形態 ワークショップ 授業 授業

属性 大学生と社会人 大学生のみ 大学生のみ

人の移動制限 なし あり なし

注：人の移動制限は貿易ゲームのバージョンの違いによる

表５　調査回による異同点
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従属変数をQ１（ゲーム中に気持ちの整理）とした分析では、有意な結果は得られなかった。
従属変数をQ２（ゲーム終了後、他人の気持ちを理解）、Q３（ゲーム終了後、他人の意見を理

解）、Q４（つぶやきはふりかえりとして有効）とした分析では、全て有意な結果が得られた。独
立変数の中ではどれも実施形態だけが有意であった。具体的には、統計的に有意と認められたのは、
従属変数は値が小さい方が肯定的、実施形態は授業＝０、ワークショップ＝１で、どれも標準偏回
帰係数（β）がマイナスであったので、実施形態が授業よりワークショップの方が従属変数につい
て肯定的だということである。

3-3　考察
Q１を従属変数とした重回帰分析から、実施形態、移動制限、属性からはQ１を説明できないこ

とが明らかになった。つまり、ワークショップか授業かという実施形態の違い、貿易ゲームにおけ

標準偏回帰係数（β） 相関係数（r）

実施形態 -0.301* -0.322**

移動制限 -0.150 -0.273**

属性  0.074 -0.196*

重相関係数（R）  0.351**

*p <.05　**p <.01

表７　重回帰分析の結果
（従属変数：Ｑ２ ゲーム終了後、他の班のホワイトボードのつぶやき
をみることで、他の人の気持ちがよく理解できた。）

標準偏回帰係数（β） 相関係数（r）

実施形態 -0.346* -0.321**

移動制限 -0.044 -0.194*

属性  0.066 -0.198*

重相関係数（R）  0.326**

*p <.05　**p <.01

表８　重回帰分析の結果
（従属変数：Ｑ3 ゲーム終了後、他の班の人が書いたコメントをみる
ことで、他の人の考えがよく理解できた。）

標準偏回帰係数（β） 相関係数（r）

実施形態 -0.408** -0.400**

移動制限  0.009 -0.193*

属性  0.005 -0.285**

重相関係数（R）  0.400**

*p <.05　**p <.01

表９　重回帰分析の結果
（従属変数：Ｑ4　貿易ゲームのふりかえりの手法として、つぶやきを
利用することは有効だと思う。）
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る人の移動制限の有無、参加者の属性に関係なく、つぶやき方式に感情のコントロール効果が認め
られたということである。

Q２〜Q４を従属変数とした重回帰分析からは、独立変数の中で実施形態だけが有意であった。
つまり、授業よりワークショップとして実施した方が、参加者は他者の気持ちや考えを理解するこ
と、さらには貿易ゲームのふりかえり手法として「つぶやき方式」が有効だと認める傾向があると
いうことである。大学の授業の参加者と学外の公開ワークショップの参加者とでは、動機や態度に
違いが存在するであろう。また、ワークショップの参加者には貿易ゲームを初めて経験する人が多
く、それに対して、今回調査対象とした大学の授業は２年生配当で、履修者の多くは１年次に貿易
ゲームを体験しており、貿易ゲームにおける他者の気持ちや考えはある程度予想ができる。これら
のことが、今回の調査結果と関連していることが予想される。

拙稿では、移動制限がなければQ１〜Q４の回答の肯定的傾向が強くなると予想したが、今回の
重回帰分析では、移動制限との有意な関係はみられなかった。つまり、移動制限の有無＝参加者の
利害対立者間のコミュニーションの多少（＝ホワイトボードへの記入量の多少）が「つぶやき方
式」の評価に影響するという仮説は否定された。

4　おわりに

4-1　本研究の総括
アクティビティの途中にホワイトボードなどにその時々の感情を記入するという「つぶやき方

式」は、ふりかえり技法としてのリアルタイムドキュメンテーションとしての側面があることを示
した。

また、「つぶやき方式」を導入した貿易ゲームを、実施形態、参加者の属性、ルール（移動制限）
を変化させて三回実施し、「つぶやき方式」について質問紙調査を行った。その結果、三回ともゲー
ムの参加者から、感情のコントロール、他者の感情・考えの理解、ふりかえりの手法としての有効
性について肯定的回答を得た。また重回帰分析からは、感情のコントロールの効果は、実施形態、
参加者の属性、ルールとは関係ないこと、他者の感情・考えの理解、ふりかえりの手法については、
授業よりワークショップ形式の方が肯定的回答を得られることがわかった。

4-2　本研究の課題と展望
前述のように、重回帰分析から、実施形態が他者の感情・考えの理解、ふりかえりの手法の有効

性と有意であったが、これが参加動機や態度の違いが関連することを意味しているのか、それとも
貿易ゲームの経験の有無が関連しているのかについて明らかにすることができなかった。これは今
後の課題である。
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