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【要約】PBL (Project-Based Learning) 型の授業における知識共創の 1ツールとしての，ドーム型ホワ

イトボードの提案および活用事例を報告する．アクティブラーニングにおいて，個人，チーム，クラス

それぞれの単位での知識共創を促す仕組みをつくり提案することは，学生間の議論の活性化に有益であ

る．本稿では，チーム内での議論の活性化および，議論した内容をプレゼンテーションする際の表現の

多様化を狙い，議論の内容を立体的に表現できるドーム型ホワイトボードを提案する．実際に PBL型の

授業の中で学生に使用してもらい，その使用感および学生の行動変化について評価した内容を報告する． 
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1. はじめに 

アクティブラーニング（以降 AL）では「個人→チーム→クラス→個人……」という思考サイクルが

基本プロセスとされる（小山ほか，2016）．メンバ各々が考え、それをチームで議論し，結果をクラス

全体に共有し，その際の質疑や他チームの発表などから活動を個人で振り返る，といった流れがプロセ

ス具現化の一例である．この流れは，チームやクラスなど様々な単位での知識共創の土壌となる． 

昨今，PBL 型の授業における知識共創を促す情報共有に，様々な媒体が用いられている．AL の促進

に繋がる要素として「連続的・多様な活動」が挙げられ，その実現には活動し易い空間が重要とされる

（土持，2016）．その点で，学生が伸び伸びと活動できる媒体の提供は有益であるといえる．空間環境

の変化がアイデア創出数に影響を及ぼすという報告もあり（前田ほか，2010），新たな媒体が新たな思

考の源泉になるという指摘も古くからされている（McLuhan，1967）．これらは，同一媒体のみを一貫

して活用した場合，その媒体が有する様々な制約に無意識に囚われるなど，活動の硬直化を生じさせる

可能性を示唆している． 

他方，デジタル機器の発達に伴い，それを活用した様々な情報共有手法が開発され，PBL型の教育へ

も応用されている．例えば，ワードプロセッサやスライドなどを用いて資料を電子的に作成し，ディス

プレイやプロジェクタを用いて情報共有したり（例えば田中, 2014），昨今急速に普及しているタッチ

パネル式のディスプレイや電子黒板を用いたりするものがある（木枝，2015）．その一方で，従来の紙 

などを軸とした手書きの良さも着目されている．情報共有の即時性や学習効果の観点で，キーボードよ

り手書きが勝るという報告もある（ズルキフリーほか，2008，板東，2016）．手書きによる表現の違い

が，画一的なデジタル表現とは異なる心理面でのコミュニケーションを生む可能性も考えられる． 

アナログ的な情報共有においては，即興・閲覧・運搬性の高さなどから，卓上型のホワイトボード（以

降 WB）を用いるケースも多い（松本，2018）．机に水平配置する卓上型WBは，垂直配置するスタン

ド型と異なり，上下がない代わりに，WB をテーブル上で囲みながら使用できるため，記入の自由度が

増し多人数でのインタラクションが可能となる．一方でその自由度は，図 1で示すようにクラスでの情

報共有の際の可読性の低下にも繋がる．そのため，卓上型の WB のメリットである多人数でのインタラ

クションが実現できた上で，クラス内でより可読性を増すことができ，プレゼンテーションにおける情

報伝達も円滑になるような媒体があれば，PBL型の授業を運営する上で，特にチームとクラスにおける

知識共有を円滑化し，授業内での知識の共創に有益になると考える． 

そこで，本研究では，卓上型 WB を立体化したドーム型 WB を提案する．図 2 に示すように実際に

ALの一手法である PBL型の授業でこの媒体を用い，その際の学生の行動変化について検証した． 

 



 

 

 

 

 
図 1：卓上型WBによる表現  図 2：試用したドーム型WB  

 

2. ドーム型ホワイトボードの試験版と授業での試用 

ドーム型WBの狙いは，卓上型 WB の利点である多人数でのインタラクションを実現しつつ，広範囲

からの可読性を向上させ，かつ，記載の立体化による知識共創の多様化である．その検証のため，本研

究では試験版として傘をドーム型WBとして，PBL型の授業にて試用する． 

 

2.1 ドーム型ホワイトボードの試験版 

卓上型のWBは縦置き型と比較して上下という概念が薄れる．これがクラスにおける情報共有時の可

読性の低下を生じさせ得る要因と考えられることから，卓上型に上下の概念を持たせる別形状の WBを

考えたときに，ドーム型WBという着想に至った．WB をドーム型にすることにより、縦置きや卓上型

のような平面形状とは異なり，記入面に 3次元的な方向性が生じる．ドームを水平面に配置することで、

上と横方向に面の連続性が発生し，上から見れば記入全体が把握できるなど、可読性の向上が期待でき

る．一方で、反対の面の記入が見えなくなるといった新たな制約も生じる． 

ドーム型WBを実現する上で， 

(1) まず試験的に簡便に実施することを企図して，既存の製品で応用が実現可能なもの  

(2) ALの卓上型WB と同等のメモ書き面積が確保できること 

(3) 自由に回転させることができること（そのために軽量なこと） 

(4) 繰り返し使用が可能なこと  

の 4点が課題となった．検討の結果，マジックやホワイトボードマーカーを使って記入が可能で，ドー

ムと類似形状であり簡便に入手可能な，無地（透明もしくは白）のビニール傘を試験的に用いることと

した．4 回の授業での使用を考慮したため，ホワイトボードマーカーで記載した場合に十分に書いた文

字等を消すことが可能かを事前に検証した上で，授業中に学生に提供した．  

 

2.2 試用対象の授業 

ドーム型WBを使用した授業は，金沢工業大学において 1年生を対象に開講している「プロジェクト

デザイン I」（対象学年：1 年次，開講時期：後期，対象学科：全学科）である． 

授業の詳細はシラバスが一般公開されているため参照願いたい．身近な実社会に関する問題について，

問題に気づき，問題の存在やニーズの証明，既存策の把握，問題の構造分析，本質的な課題の抽出と決

定，課題解決の前提や達成条件の設定などのプロセスを通じ，解決コンセプトを提案するまでのプロジ

ェクト活動にチームで取り組む．各クラスは 30名程度で構成され，5 ~ 6 チームにわかれて活動する．

特に著者のひとり（福江）の担当クラスで，議論のための媒体として卓上型WB を使用している．この

うち，身近な実社会の課題として「持ち歩きやすい傘」をテーマにプロジェクト活動を行っていた 1チ

ームに，ドーム型 WB として傘を利用した議論にチャレンジしてもらった．今回は全 16 回の授業のう

ち第 12 回から第 15 回（最終の 1 回は授業の振り返り）に使用してもらった．特に第 12 回は複数のク

ラス合同で成果の共有を行う発表会でプレゼンテーションの媒体として，第 13回および第 14回はプロ

ジェクトを纏めて提案するプロセスの中でブレインストーミングや情報整理用の媒体として，第 15 回

はクラス内で実施した最終成果報告会のプレゼンテーション用の媒体として使用してもらった． 



 

 

2.3 試用結果 

チーム内での議論や情報共有において使用した様子を図 3 に示す．図 3 (a) は授業中のブレインスト

ーミングにおいて，メモ書き用として使用したケースである．主な活動内容を頂上に，派生事項を側面

に整理して記載するという，立体構造を活かした使い方が行われた．傘を用いたことにより，フレーム

がメモ面の境界として機能し，図らずも個人の記入スペースや記述内容の区切りとなり，情報整理の一

助となった．他方，図 3 (b) はプロジェクトのキーワード間の相関を分析した結果を魚骨図により表現

したものである．傘の中心軸を背骨，ビニールを支えるフレームを大骨とし，マーカーで小骨を書き込

むことで，傘のフレーム構造を上手に活用してプロジェクトの構造を立体的に表現できていた． 

また，クラス内の情報共有であるプレゼンテーションにおいて使用している様子を図 4に示す．図 4 (a) 

のように，授業最終週の前週である第 15 回の最終成果報告会では，卓上 WB にプロジェクトの歩みを

箇条書きし，傘の魚骨図と組み合わせることで，プロジェクトで取り上げた問題や課題の構造，解決に

向けた歩みを体系的に説明することにも成功した．また，図 4 (b) で示すように，クラスメンバへのプ

レゼンテーションでは，傘を回転させながらフレーム間の記載項目を順に説明するなど，プレゼンテー

ション技法にも影響を及ぼした． 

 

 

 

 
(a) 議論項目のまとめ  (b) 魚骨図を表現した例 

図 3：授業におけるドーム型WBの記入例 

 

 

 

 

(a) 卓上型WB との組み合わせ  (b) 傘を回しながらプレゼンテーション 

図 4：プレゼンテーションにおける応用事例 

 

 

 



 

 

3. 評価の分析 

ドーム型WBを使用したチームの学生 5名に，使用感について最終授業終了後に口頭にてヒアリング

を実施した．その内容について時系列で表 1に纏める．ヒアリングは授業最終週（授業の振り返り）の

終了後に，当該メンバ 5名に協力をお願いし 30分程度実施した．以下，観点別に説明する． 

 

3.1 メモ書き用のツールとして 

表面の立体化により，記述した項目が見やすく，書きやすいという評価が得られた．また，可読性の

観点では，見えない場所を見るために傘を回すだけで良いと言うことが使用者には好感触であった．こ

れは，卓上型WBにおいて机上で平面に書く際に，可読性の低下を避けるため文字の向きを揃えるなど

の工夫を意識していたとのコメントと関連する．卓上型ではこの工夫の結果として書く位置が限られる

など自由度が低い部分もあり，また，記述を読むために向きを回転させると自分が読めても他のメンバ

には文字の向きが変わり見えづらくなるというデメリットも指摘された．傘であれば，文字の向きも自

然に揃うため，思ったことを速く書け，見栄えも良くなったというコメントがあった．文字の向きにつ

いて考えなくても良くなったという心理的な負担の低減も，好印象につながっていると考える． 

壁掛けWB との比較についても，傘のほうが書きやすく，書くことに対する気軽さが上がったという

コメントがあった．壁掛けWB の場合，基本的にはWB の前に書記係の学生が立ち，議論で得られるコ

メントを拾いながら記載していく形が多く，司会進行役を中心とする議論になる．このとき，場の雰囲

気により発言が制限されたり，コメントが多くなることで記載漏れが起きたりする可能性が懸念される

ことから，各自が同時に自由に記載できるという点で，傘は有益であったとのコメントがあった． 

また，当初，傘を用いることで自由なメモ書きの邪魔になると懸念していた傘のフレームは，むしろ

好意的に受け取られている．傘のフレームが適度な記述面の境界になり，ひとことベースで要点を纏め

て書けるというコメントがその一例である．卓上型WB に限らず，通常のWBでは，何もないところか

ら記載の順番や領域分けを考えて記載しなければならず表現が難しいという感想もあるなど，傘のフレ

ームの存在が予想外の効率化に繋がった．このとき学生からは，傘にフレームがあることが，平面型の

WBに仕切り線を設けることとは同義ではない，と言うコメントがあった．すなわち，平面型のWB に

仕切り線があれば，それは通常のワードプロセッサや表計算コードなどでメモ書きをしていることと同

義であるとのことであった．ドーム型WBの形態に加え，仕切りがある程度の間隔で放射状にあること

が，実際に使用した学生にとっては重要であったことが伺える．  

 

3.2 プレゼンテーションツールとして 

傘を使い説明項目を記述し実施したプレゼンテーションでは，聴講者の興味を強く引けたという感触

を得た．内容に対するコメントがより多く得られ，聴講者の興味関心が高い傾向があった．二次元的に

平面で表現された資料は，聴講者にとって普段から親しみの深い形態である一方，ドーム型で立体的に

表現された今回の資料はオリジナリティがあり，そのことが聴講者の第一印象を良くして，ついつい見

てしまうような雰囲気（聴講者を引き込む雰囲気）に繋がった可能性がある． 

また，プレゼンテーション資料を作る段階においても，前節と同様の理由で記載する項目を整理しな

がら書けたことで，より表現がしやすく，また遊び心のあるデザインが出来たことや，壁などへ落書き

をするようなことと同じような感触で，楽しみながら準備できたというコメントが得られた． 

また，将来的にはプロジェクションマッピングなどとも統合したデジタルコンテンツとして，立体的

なプレゼンテーション表現が出来ると有益であるというコメントがあった． 

3.3 デメリット 

傘を活用したドーム型WB について，メモ書きツールやプレゼンテーションツールとしての強い有用

性が学生の感想やコメントから見受けられた．一方，いくつかのデメリットについて指摘があった． 

まず，傘を用いたことを事由とするものである．試験版の傘の表面に凹凸があり，一度書いたものを

繰り返し消すことが難しいことがわかってきた．また，特に外周に近い位置では，生地がたわむため書

きづらかった．一方，折りたためて運搬が容易というメリットもあり，傘の汎用性を維持しながら，外

周に近い位置でも，手で支えずに書ける十分な硬さがあれば良いというコメントもあった． 

ドーム型になったことで当初から懸念された，ドームの反対側の記述は回転しなければ見えないとい

う点もコメントがあった．一方，これについては，回転を自動化したり，高さを変化できるスタンドと

組み合わせることで，書きにくさも含めた改善できるのではないかという提案もあった． 



 

 

表 1：ヒアリングのまとめ 

(1) 卓上型WB との比較について 

・ 純粋に見やすい（立体感があるため）．回せば見えることが良かった． 

・ 表面の滑らかさがなかった．傘は凸凹しており WB の表面であれば良かった． 

・ 傘なので，折りたたんで運べることは便利であった． 

・ 発表の時に聴講者が興味を示し内容をしっかり読んでくれた．通常のWBだと見慣れている感触

が有り，独自色を出すことが出来た． 

・ 書きづらかった（特に外周に近い位置．傘の記事がたわむため）．折りたため，ドームの形状を維

持しつつ，手で支えなくても書けるレベルの硬さがよい． 

・ 固定する手段がほしい．昇降スタンドであればなお良い． 

・ ドームから離れた後ろのほうからは見えづらい．ドームの高さを変えることができれば，見やすさ

も改善に繋がるのではないか． 

(2) 壁掛け（縦置き）WBとの比較について 

・ 書きやすい．書くことに対しより気軽になった． 

・ 壁掛けだと，記載する役のひとがWBの前にずっといて，記録をしなければならない．結果とし

て議論が記録係中心になる． 

・ WBを囲んで自由に書けるようになったことが良かった． 

(3) 授業で使用するWB を卓上型WBから変えた際の変化について 

・ ほかのチームからの反応が明らかに変わった． 

・ 傘に書くと言うことに対する意外性が注目されたと考える．また，落書きのようなイメージが良い

方向に働いた：落書きのようにも見えたからこそ，書いてあることを読んでもらえた：日常でも，

落書きはふと見てしまうことがある．ついつい見てしまうような空気を作れた 

(4) メモ書きの際の書き方や書く内容に関して 

・ 骨組みが分かれていたので書きやすかった（ひとことベースで要点をまとめられた）平面の場合，

何もないところから書き方を考えなければならなかったので，傘と比較して表現が難しかった． 

・ 遊び心のあるデザインにできた（自由な表現がしやすかった）． 

・ 展示会などに持って行っておいていくだけでも効果的ではないか．  

・ 完全半球だとむしろ纏めづらいかもしれない．傘のフレームのように，ある程度境界が定まってい

た方が書きやすい．特に，他の人と同時にメモ書きをする上では，フレームは重要であった．また，

魚骨図を書く場合に特に有効であった（もとあるフレームに小骨を付けて書いていけば良い） 

・ 平面型のWBだとどこから書くか迷う．フレームがむしろ重要であった． 

・ 平面型のWBに仕切り線があったら，傘の代わりになる，ということではない．通常の表計算ソ

フトウェアやワードプロセッサと同様になるのみ．平面 WB だと，のぞき込むように見るだけに

なる．傘になって記述面を正面からまっすぐ見ることができるようになり，楽に記述を読めるよう

になって良かった． 

・ 平面型のWBで書こうと思うと，文字の向きなども揃えたりするので，結果として書ける位置が

限られてしまう．結果，メモ書きの向きや内容，配置がバラバラになる．傘だと，文字の向きも自

然にそろうので，速く書け，効率も上がり，見栄えも良くなる． 

・ 動画などは対応できない．デジタルコンテンツなども同時に使えたらよいのではないか．プロジェ

クションマッピングと組み合わせるなど． 

(5) 今後，同様の授業であったら使いたいと思うか 

・ プロジェクトデザインの授業等で，あったら使うと思う． 

・ チーム討議等で内容をまとめたりするには適切であった． 

・ 最初は面食らった． 

・ 傘は汚れが目立つ．WBも何回も書くと汚くなる．毎回の授業で，きれいな面にメモ書きが出来た

らよい．きれいな面に張り替えられるようなものがあれば良い．  

・ ドーム型で，折りたため，適切な区切り線が入っている，テーブル規模に応じた WB がよい．か

つ，電子情報にも対応していたらよい．チームメンバが同時にメモ書きが出来，プレゼンテーショ

ンの表現もしやすくなり，見栄えも良くなる） 



 

 

4. まとめ 

PBL 型の授業において，知識共創の深化に向け，卓上型 WB を立体化したドーム型 WB を提案した．

試験モデルとして傘を用い，実際に WB として学生に使用してもらい、その行動の変化や、使用感の評

価について検討した．その結果，卓上型WB での議論と比較し，メモ書きとプレゼンテーションの両面

で，独創的で自由な表現活動が見られた．学生へのヒアリングにおいても，媒体の変化が活動に影響を

及ぼした旨の回答が得られた．学生からは，PBL型の授業で，ドーム型 WB を提案された場合に再度使

用するかという質問に対しては，あったら使いたい．最初は面食らったが，グループ討議等で内容をま

とめたりするには極めて適切であったというコメントがあった． 

ドーム型WBが，個人の発想をチーム間で共有してクラス内で表現するという，一連の流れを繋げて

実施する 1つの有効なツールとなり得る感触を得た． 

今回の議論を通じ，ドーム型WBを実現するためには，ドーム型であることもさることながら，傘の

フレームのように，ある程度の仕切りが入っていることも 1 つのメリットになり得ることがわかった．

また，将来的には電子情報の表示も組み合わせて，インタラクティブな媒体にするための工夫を検討す

ることがキーになることがわかった． 
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