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卒業論文要旨 

 

 現在、日本には創作活動を行うサークルが数多く存在し学生がさまざまなジャンルで

自己を表現することに打ち込んでいる。その中でもよさこいサークルは現在日本で増加

傾向にあり、各チームが独創的な演舞作品の制作を行っている。報告者は静岡大学に存

在するよさこいサークルで 2 年間の活動で、固定化された組織形態や作品完成までの膨

大な量のタスクの中で革新性を生み出すことの難しさを実感した。しかしながら、年々

進化するよさこい踊りにおいて、観客や大会の審査員の評価を得るためには確かなクオ

リティのほかにも革新性が必須の要素として挙げられる。静岡大学のよさこいサークル

では、今までさまざまな方法で革新性を生み出すことに挑戦しているがどの方法も継続

的に組織に革新性をもたらすための根本的な解決策にはなり得なかった。 

 そこで本研究では伝統的なトップダウン型の組織形態をもつ静岡大学のよさこいサ

ークルに対して革新性をもたらすための施策として「ティール型組織運営の導入」を提

案した。ティール型組織運営とは F・ラルーによって提唱された、組織の目的に沿って

常に変化し続けるという特徴をもった組織形態である。ティール型組織には「自主経営」、

「全体性」、「存在目的」という３つの共通点がありこれらを満たした組織ではメンバー

がそれぞれ目的に応じて判断し柔軟に革新性を発揮していくことができる。 

 さらに、決まった組織形態が存在しないティール型組織運営を静岡大学のよさこいサ

ークルに導入するため、現状をヒアリングとアンケートによって調査した。その結果小

規模な活動班単位で見たらすでにティール型組織の共通点が発現していることが判明

し、課題として「班外のメンバーとのコミュニケーション」「アイデアを表現する機会」

の２つが挙げられ、これを段階的に解決することがティール型組織３つの共通点を発現

させるための方針として立ち上がった。 

 方針に従って「強みカードの導入」による全体性の確保と「アイデア発表会の定期開

催」による自主経営の促進を提案した。 

 しかし本研究では、実際に組織に導入を行い長期的な成果を観察することができなか

ったため、提案の評価と改良を今後研究対象のサークルに対して行う必要がある。 
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1 章 序論 

 

1.1 研究背景 

 現在、日本に戦後から根付くよさこい祭りは全国 200 か所、29 の国や地域で開催さ

れる国際的なイベントへと進化を続けている。それにともない、大学で鳴子踊りと演舞

曲制作を行うよさこいサークルは増加の傾向にあり、1 チームのメンバーが数人のチー

ムもあれば 200 人をこえる巨大なものも存在する。 

 大規模なよさこい学生サークルは毎年 70 人を超えるメンバーが引退と入部によって

入れ替わる。大規模かつ代謝の激しいよさこい学生サークルで、毎年１つの演舞曲を完

成させるには組織の運営方法に工夫が不可欠である。 

 しかし、多くの大規模学生よさこいチームは演舞作品制作においてそのタスクの多さ

から、前年の先輩が行った業務をそのままの組織形態、制作手法を継承することに手一

杯で新たなアイデアを表現・実現する余地がない。 

 報告者が 2 年間所属していたよさこいサークルでも毎年生み出される作品の単調化

がささやかれており、前例と同様に組織の創作活動に革新性をもたらすきっかけが必要

とされている。 

 

1.2 研究目的 

 前節で述べた背景を踏まえ、本研究では革新性を生み出せない学生よさこいサークル

の現状を調査しそれらを改善するための提案を行う。本研究において「革新性」が生み

出された状態とは、個人が持つアイデアを表現できる環境がサークルに存在すること、

そしてそのアイデアが有用である場合、確実に実装されるようなシステムが存在するこ

とと定義する。 

 

1.3 論文の構成 

 本論文は全 6 章から構成される。 

コメントの追加 [CK4]: この研究における革新性とはどの

ような定義でしょうか？どのような状態になったら，「革

新性を生み出す」，「革新性を発揮した」といえるのでし

ょうか？まず，その定義をはっきりさせておく必要があ

ると思います． 
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第 1 章では、序論としてよさこいサークルの概要と研究対象となるサークルの抱えてい

る問題点と本研究の目的を述べた。 

第 2 章では、研究対象サークルの概要と、目標に対する問題点を述べる。 

第 3 章では、課題に対して導入するティール型組織の概要と学生サークルの組織管理に

関する先行研究を示す。 

第 4 章では、対象サークルにティール型組織を導入する上での課題をヒアリング調査、

アンケート調査の結果に基づいて分析する。 

第 5 章では、4 章で浮かび上がった課題に対しての施策を提案する。 

第 6 章では、結論および今後の課題について述べる。 
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2 章 対象サークルの概要と問題点 

 

2.1 対象サークルの概要 

 本研究の対象となるサークルは、静岡大学浜松キャンパス、静岡文化芸術大学、聖隷

クリストファー大学の学生で構成されるよさこい演舞サークル浜松学生連鰻陀羅であ

る。規模は約 100 人で、数ある学生よさこいチームの中でも比較的大規模なサークルで

ある(図 2-1)。 

 

 

図 2-1 祭りで演舞を披露する対象サークルの様子 

 

2.1.1 活動内容 

 対象サークルの活動内容は大きく分けて以下の 3 つに区別できる。 

(1)祭り・イベントへの出演 

主に東海地方で開催されるよさこい祭りに出演し、チームのオリジナルの演舞曲を  

観客へ披露する。よさこい祭りには多くのよさこいチームが参加し会場ごとのタイム

スケジュールに従って演舞が行われる。開催されるよさこい祭りは、チームごとの演

舞の完成度などを審査するものから、地域の町おこしのために開催されるものまでさ
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まざまな規模やスタイルのものが存在している。そのような祭りにエントリーを行っ

たり、招待を受けたりすることで参加を行っている。祭り以外にも、企業の催事や大

学祭、プロバスケットボール試合のハーフタイムショーなど演舞の依頼があれば場所

は選ばずに演武を行う。この祭り・イベントの出演は活動の最終的なアウトプットと

して位置づけられており、メンバーの最大の活動モチベーションの 1 つである。 

 

(2)週 3 回の練習 

 平日の夜 2 回、土曜の日中に１回の計 3 回の練習を集まって行っている。ここでは  

新しい振り付けの習得や集団隊列の動きの確認など、その時期に必要なものを練習担 

当班のメンバーが考え練習を行う。よさこい演舞の魅力の一つである、集団の洗練さ 

れた動きや一体感を生み出すためには、全員が同じように演舞を理解し、同じクオリ 

ティで表現できることが求められる。そのため練習は、技術の向上だけではなくすべ 

てのメンバーに演舞のコンセプトを理解してもらう場としても活用される。さらに、 

週に 6 時間以上すべてのメンバーが一堂に会し活動を行うため、サークル帰属意識や 

メンバー間の信頼関係が練習によって醸成される。 

 

(3)演舞曲の制作 

 多くのよさこいチームはオリジナルの演舞を毎年制作し、通年その演舞を踊る。対  

象サークルも例に漏れず、毎年上級生による演舞曲の制作が行われる。制作期間は 1

年で、衣装や振り付け、舞台道具、曲などのさまざまな構成要素を並列的に制作し 3 分

30 秒の演舞を完成させる。 

 

2.1.2 メンバーの役割と組織形態 

 対象サークルは前節の活動内容のうち、主に演舞曲の制作を円滑に行うための組織形

態となっている。要素ごとに”班”と呼ばれる単位に分かれて分業を行うことで並列的な

制作活動を行っている(図 2-2)。図には一例として４つ下位の班を挙げているが、その

ほかにもメイク班、企画班、広報班、財務班など制作活動だけでなく運営業務を担当す

る班も存在する。メンバーは入部して半年ほどで必ず班に所属するため、全員が演舞曲

の制作のうち何かしらの役割を持つこととなる。 
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図 2-2 対象サークルにおける制作活動組織図 

 

制作班が演舞の演出に関する基本的な意思決定を行い、そこから各担当班に仕事を振り

分ける組織形態である。 

 

2.2 サークルの目標と達成要件 

 対象サークルでは 8 月末に名古屋で行われる「にっぽんど真ん中祭り」をメインの祭

りとして照準を合わせて活動を行っている。 

 

2.2.1 にっぽんど真ん中祭り 

 にっぽんど真ん中祭りとは、毎年 8 月末に名古屋で開催される高知よさこい祭り(高

知)、YOSAKOI ソーラン祭り（北海道）と並ぶ日本 3 大よさこい祭りの 1 つである。

国内外 200 チーム、20000 人の踊り子が出演し、2016 年には約 220 万人の観客を動員

し全国集客数ランキングで第 5 位に入賞する日本有数の大規模イベントである。毎年チ

ーム演舞の完成度や表現力の審査が行われる。最優秀賞は、祭りの規模や審査の質の高

さから最も権威のある賞の 1 つであり、東海地方の多くのよさこいチームはど真ん中祭

りでの受賞を目標としていることが多い。 

 

2.2.2 対象サークルの目標 

 研究対象のよさこいサークルも、にっぽんど真ん中祭りで最優秀賞を取ることを目標

に活動を行っている。過去に 2013 年と 2017 年にベスト 10、2016 年、2018 年、2019

年にベスト 30 を受賞しており、中堅の学生チームとしてよさこい関係者に認知されて

いる。 
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2.2.3 対象サークルの目標の達成要件 

 最終優秀賞の獲得という対象サークルの目標に対して、達成すべき要件としてにっぽ

んど真ん中祭りの審査基準が挙げられる。これらの審査基準は演舞のクオリティや社会

的インパクトなどの抽象的な概念を点数化したものであり、舞台演出や芸能人、作家な

どさまざまな分野の第一人者が審査員として評価することによって一定の信ぴょう性

を担保している。そのため多くのチームが演舞の完成度を測るための指標として採用し

ている。その審査項目はどまつり性とエンターテインメント性の大きな２つの項目に分

かれる(図 2-3)。 

 

 

図 2-3 にっぽんど真ん中祭りのよさこい演舞審査項目 

 

これらの項目を追求することが対象サークルの創作活動における目標の達成方針であ

る。 

 

2.3 目標達成に向けた対象サークルの課題 

 対象サークルの目標達成に向けた課題として、演出表現の革新性の小ささが挙げられ

る。 

演舞の完成度を測るど真ん中祭りの評価基準は、テーマ選定、踊りの技術力、演出表現
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の革新性の３つの観点に分けられる。対象サークルの目的である最優秀賞を達成するた

めにはすべての観点において高い水準を目指す必要性がある。 

対象サークルの活動においてテーマ選定では地域への取材、踊りの技術力では練習の

質の向上施策と 2 つの観点に関する努力は行われている。審査後に発表される採点でも

一定の評価を得ている。しかし、演出表現の革新性という観点において対象サークルは

有効な対策を行うことができておらず、採点でも革新性がボトルネックになっている。 

 

2.4 過去の取り組み 

  以前から対象サークルには革新性に対する課題意識が存在しさまざまな取り組み

を行われてきた。それらには一定の効果があったものの、組織に革新性を生み出すた

めの根本的な解決方法ではなかった。問題として、トップダウン型の組織形態による

意思決定速度の遅さがアイデア生まれてから実現するまでのハードルを高めている

ことが挙げられる。主に 2 つの取り組みが行われてきた。 

 

2.4.1 表現技法の学習 

・概要と成果 

プロのミュージカルやグループダンスなどで用いられる表現技法を動画や本な 

どの学習資料で学習を行う取り組みが行われた。特に振り付けの面においてよさ 

こいの枠を超える革新性を生み出すことに成功した。2018 年静大祭限定演舞の随所で

その成果が見られ、一つのイベントのために制作された演舞とは思えないクオリティの

作品と評価されている。 

 

・問題点 

 この取り組みは個人のはたらきによって革新性という成果が生み出される。そのため

学習を行ったメンバーはよさこいの枠を超える革新的なアイデアを生み出した。しかし

ながら、そのアイデアを周りのメンバーが拡張するという動きがみられず、アイデアが

実現することは少なかった。さらに、学習を行ったメンバーの発言力が上がってしまい、

他のメンバーが自分の意見を発表することに抵抗を感じるようになってしまい結果と

して革新的なアイデアが生み出されることを阻害してしまう一因となってしまった。 コメントの追加 [CK5]: 。を追加しておきました． 
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2.4.2 他チームとの交流 

・概要と成果 

 他のよさこいチームの限定メンバーとして参加し、作品の制作ノウハウや組織形  

態を共有する取り組みが行われた。小道具づくりの方法や効果的な練習方法などを向上

させることに大きく貢献した。メンバーが、自分の所属するサークルを客観的に捉える

経験を通じて、サークル内の常識とは違う視点を持つことができる。 

 

・問題点 

技術の向上や好きな演舞を踊ってみたいという好奇心から他チームとの交流は日常

から盛んにおこなわれている。2019 年には約 6 割のメンバーが限定メンバーとして他

チームで活動を行った。しかし、自分の所属するチームにノウハウを還元するような動

きはほぼ見られず革新性という面において効果は小さかった。原因としては他チームで

学んだことを自分のチームに実装するまでの工程が多く、作業量の増加というハードル

が生じてしまうことであった。 
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3 章 対象サークルに革新性をもたらす方法 

 

3.1 ティール型組織管理の導入 

 前節で述べたような問題点の解決方針として、2018 年のＦ・ラルー[1]が提唱するテ

ィール組織論を利用した組織管理の導入を検討する。 

 

3.1.2 組織の管理パラダイム 

 F・ラルーは報告で人類は歴史の中で意識の発達に伴う組織モデルの発達を段階的に

捉えそれを定義した（表 3-1）。ティール組織は現社会において特に非営利団体に適性が

あると考えられている。組織の目的に応じて適した組織形態（発達段階）があるが、倫

理感や、組織の存在目的の時代による変化に伴って多くの組織が発達段階を歩んでいる

ことが述べられている。 

 

表 3-1  F・ラルーによる組織の発達段階の定義 

 イメージカラー メタファ 特徴 

ティール ● 生命体 信頼で結びついて

いる。 

指示命令系統が存

在しない 

グリーン ● 家族 多様性の尊重、ゆる

いヒエラルキーが

存在する 

オレンジ ● 機械 効率的な階層構造 

アンバー ● 軍隊 厳格な階級に基づ

くヒエラルキー、ト

ップダウン 

レッド ● オオカミの群れ 力・恐怖による支配 

短期的思考 

コメントの追加 [CK6]: 「発達」ということは，ティール

が一番よい（発達している）ということでしょうか？す

べての組織がティール組織を目指すべきなのでしょう

か？中には，リーダーシップが必要な場合もあるように

思います．どのような組織にティール型組織が有効なの

かを考察していただくとよいと思います． 
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本研究における対象サークルの要素として見られる 3 つの発達段階について詳細に述

べる。 

 

3.1.2.1 アンバー組織 

 アンバー組織は厳格なプロセスにより何よりも安定が重視されており、トップダウン

による指揮命令がなされる。組織の階層構造が明確で、何をするのかも、どうするのか

も上に立つ者が決める。組織の事例としては、軍隊や学校、行政機関などが挙げられる。

全ての権限がトップ層にあり、それ以外の構成員は意見をすることや自発的に行動する

ことが許されず、決められたプロセスをこなさなくてはいけない。 

 

3.1.2.2 オレンジ組織 

 オレンジ組織は目標を達成することを目的とし、何よりも効率を重視している。競争

に勝つことを目標とし、利益を獲得し、成長することを目指す。組織の事例としては一

般的な企業の大半はこれに値する。効率を重要視しているため、アンバー組織と比較し

て、どの階層においてもある程度の自由度や自発性は認められるが、何をするのか、ど

ういった方向性で行くのかは、トップ層によって決められる。権限についてもある程度

の権限がトップ層にあり、組織としての階層もある程度はっきりしている。また組織に

属する構成員の感情は一切介入せず、結果を求めた実力主義がなされている。 

 

3.1.2.3 ティール組織 

 ティール組織は組織自体を一つの生命体と捉え、組織としての目的を何よりも重視し

ている。組織としての階層構造は存在せず、メンバー同士の信頼関係で結びついている。

階層がフラットであるため、権限もすべてのメンバーにあり、メンバー1 人 1 人の存在

目的や感情が重要視される。そのためほかの組織における発達段階と比較して、メンバ

ーが自由に自己表現を行うハードルが圧倒的に低く個々の持つノウハウやアイデアを

最大限に活用することができる組織形態である。 

 

 

コメントの追加 [CK7]: なぜ，アンバー，オレンジ，ティ

ールの 3 つのみを説明されているのでしょうか？ 
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3.1.1 ティール型組織にみられる 3 つの共通点 

 ティール組織には、特定の組織形態や運営法があるわけではない。しかし、ティール

型の性質を持つ組織には３つの共通点があると F・ラルーは報告している。 

本研究では組織に革新性をもたらすためのアプローチとしてこの 3 つの共通点の発

現を最終的な目標とした提案を行うものである。 

 

3.1.1.1 自主経営 

自主経営とは全メンバーに決定権があり、責任も全メンバーに存在する機能を指す。

階層構造がなくフラットで、役職ではなく細分化された役割を分配する。ミドルマネジ

メントも存在しない。意思決定も会議や関わりのないメンバーの許可を得る必要はなく、

メンバー個々で意思決定をすることができる。ただし、意思決定プロセスにおいて必ず

助言プロセスを経るというルールがある。助言プロセスとは意思決定をする事象に対し

て、専門性が高いメンバーやファシリテータ(組織全体の進捗を管理する)を持っている

メンバーに相談をする行為である。全てメンバー個々の独断で決定するわけではなく、

助言プロセスを経てほかのメンバーに相談し、それらを踏まえたうえで、最終的な決定

を下す。これにより、他の組織形態より意思決定プロセスを短縮することができ、メン

バー個々の意思や目的が尊重される。 

 

3.1.1.2 全体性 

全体性とはメンバーの専門性や突出した能力だけを見るのではなく、内面や背景を含

めた全部を見る機能である。コミュニケーションはありのままの姿で行うという前提が

存在し、それによって建前と本音の区別をする必要がなく情報が正しく伝達する確率を

上げることに寄与する。また、その前提を達成するためにはメンバーが自分の主張や目

的を表現することに恐怖を感じない関係性や空間が存在する必要性がある。 

 

3.1.1.3 存在目的 

存在目的とは、組織がただ利益や成果を得ることだけを目的とせず、この組織は社会的

にどういった貢献ができているのか、どういった影響を与えられるのか、この組織が存

在することによってメンバーはどう満たされるのかなどを追及する機能である。組織の

存在目的はそのままメンバーの存在目的にもあるため、常に組織がどうあるべきかを考

コメントの追加 [CK8]: このようなメンバーがいる組織は

フラットといえるのでしょうか？「影響を及ぼす」とい

うと，読者によって，いろいろな影響を想定してしまう

と思うので，もう少し補足していただいたほうがよいと

思います． 
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えることで、メンバー個々が組織に存在する目的を見失わずに済む。 

 

以上の 3 点がティール組織における共通点であるが、必ずしも 3 つ全ても満たしてい

る必要はなく、どれか 1 つでも含んであればそれはティール組織であると定義される。 

 

3.1.2 ティール型組織が革新性を発揮した例 

 ティール組織の一例としてオランダの非営利在宅介護ケア組織であるビュートゾル

フが挙げられる。約 850 チーム、10000 人の看護士・介護士が活動している。ここでは、

最低限のルールのみで運営されているためマネージャが存在しない。メンバーがケアの

全プロセスに責任を持つことで専門性を発揮することができることに加え、メンバーの

創造性を発揮することに成功している。具体的には現場から健康ラジオという新たなサ

ービスの発案から実装が短期間に行われた。要因としてティール組織の 3 つの共通点に

よって利用者のニーズに対する具体的な議論が現場で活発に行われていることが考え

られる。 

 

3.2 学生団体運営に関する先行研究 

 学生団体運営に関して、鈴木峻耶(2019)、木本(2014)、横山(2016)、樋口(1996)で、

研究報告を行っている。 

 

・鈴木峻耶(2019)では、学生イベント組織における参加メンバーの満足度の向上、継続

性の向上に対して、ティール組織論を用いた新たな組織運営法を提案するものである。

トップダウン型組織の下層に位置していたメンバーの自己実現を促進するためのアプ

ローチとして、A-O-T 適合型組織という新たな組織形態を提案している。この組織形

態を学生イベント団体に導入することにより、ティール組織の共通点のうち自主経営と

全体性の性質が発現され、メンバーが恐れを感じることなく自己実現を行うことができ

たことが報告されている。報告では、本研究の対象サークルと類似したアンバー型トッ

プダウンの組織形態のイベント団体を研究対象としている。しかし、鈴木(2019)の報告

ではあらかじめ今までの意志決定を行っていたトップ層がすでにティールの考え方に

同意をしていることを前提に新規メンバーの自己実現を目指すものであったため、すで
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に組織として固定化されてしまっているトップ層へのティール導入について、言及され

ていない。そのトップ層のティール導入という点において本研究は、鈴木(2019)を拡張

するものである。 

 

・木本(2014)では、体育授業において組織風土を構造するものに、協力的、専門的思

考・成果的、親近性・変化性が存在することを報告した。 

 

 ・横山(2016)では、開放的な組織風土をもつ組織に存在するリーダーがメンバーを支

援する際には、積極的な働きかけではなく観察を行うことによりメンバーの満足度が向

上することが報告されている。また組織の目的達成のためには管理的組織風土がメンバ

ーの意志統一に有用であることが報告されている。 

 

・樋口(1996)では、学生スポーツ組織において組織風土を、「明文化されてはいないが、

心理的に体験しているその組織独自の雰囲気」と定義した。測定された組織風土をもと

に、メンバーの活動動機を分析したことで、 

 ・組織に自由に意見を交わし、イノベーションを受け入れる風土があることが自己向

上に対する動機を高めること。 

 ・チームメイトに対する満足度が高いことが、活動に対する動機を高めること。 

この２つを報告した。 

 

 いずれの報告も組織活動におけるメンバーの持つ価値観や情報を活用することを目

的としているという部分に共通している。本研究においてティール組織導入を対象サー

クルに革新性をもたらすための方針として設定する根拠となっている。 
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4 章 ティール型組織管理の導入に向けた 

対象サークルの現状調査と改革方針の検討 

 

4.1 ヒアリング調査 

4.1.1 目的と対象 

 対象サークルの現組織体系や意思決定プロセスから、ティール型 3 つの共通点を発現

させるための足掛かりとなる点や改善すべき点を調査する。 

ヒアリング対象は現役メンバー5 人と引退メンバー5 人である。対象の中には、第 2 章

の組織構成で言及した、意思決定を行う班に所属していたメンバーとそこからタスクが

割り振られる班のメンバー、班に配属されていない 1 年生が含まれる。 

 

4.1.2 調査結果と要旨 

 本報告で紹介するヒアリング調査結果は、対象サークルの現状及び意見を事例的に記

したものである。 

 

a. 制作活動における意思決定や業務について 

⚫ 演舞に関わる作業は担当班で分業体制がとられている。（例：小道具班、曲班、

振り班） 

⚫ 班の上位組織として制作班が存在し、演舞の軸となるコンセプトや演出に関す

る議論や決定を行う。 
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⚫ 下位班からの演舞全体に関わる要望や改善案は下位班長を通して制作班で議

論が行われ、扱いが決定される。その後、必要な措置を制作班が主導して行わ

れる。 

⚫ アイデアの実現速度の遅さ 

➢ 意志決定の権利が下位班にないため、些細なことでも班の担当を横断する

提案は制作班を通さなければならない。 

➢ 制作班が意思決定に必要な情報を持っているわけではないため情報共有を

提案と追加で行う必要がある。 

⚫ 引退した先輩が行っていた作業や役割をそのまま引き継いでいるため、ある程

度業務が固定化されている。 

⚫ 業務は班単位で引継ぎが行われるため他の班の業務内容はお互いに把握して

いない。 

b. 班活動について 

⚫ 班員同士は信頼し合っている。 

➢ 長時間ともに活動する中でお互いの存在目的や強みを理解し合っている。 

⚫ 学年間に心理的な壁がない。 

➢ 先輩に必要な助言を求めに行く動きが活発である。 

➢ 経験に関係なく改善すべき点は誰でも指摘できる雰囲気づくりがなされ

ている。 

⚫ 班の存在目的を常にアップデートし続けている。 

（例 小道具班：見栄え重視の小道具づくり→踊り子がより魅力的に見える小

道具づくり） 

⚫ 班の仕事内容を具体的に知る機会が未配属の 1 年生に存在しない。 
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このヒアリング結果から、現行の組織体系を第 3 章で紹介した組織の管理パラダイムを

用いて分析する。  

制作班を意思決定機関としたアンバーの性質を持つ組織体系をとっている(図 4-1)。

作品に関する意思決定や分業の管理はすべて制作班が行い、下位班には意思決定が行え

る範囲に制限が存在する。また下位班は他の班の情報にアクセスすることができないた

め、作品制作の全体像を捉えることが難しく、横断的なアイデアは生まれにくい環境で

あると考えられる。 

 

 

図 4-1 組織管理パラダイムに基づく対象サークル制作活動の組織形態 

 

 

制作活動全体の組織形態がアンバー型だったことに対して、１つの班はティール型の

               
    
           
           
               
          

       
            
                

                 

   

   

        

                 



22 

 

性質がみられる。(図 4-2)サークルのほかのメンバーと比べて班員同士は、ともに活動

を行う時間が長くそれに伴ってコミュニケーションの量が多い。それによってお互いの

考え方や組織における存在目的を共有することができている。そのため、班内で自己表

現をすることに対するハードルが低く決められた業務の中で最大限の成果を上げてい

る。班長だけは、オレンジ的な性質を持っており、あくまで演舞の中で任された役割に

責任をもってこなすという意識がみられる。それにより自由な班員たちの創造的な業務

を１つの演舞という大きな目的に沿わせることができている。また班内で、班や個人と

しての存在目的を常にアップデートし続けていることもティール型の性質に当てはま

る。演舞が一通り完成するまで、完成した後の改良段階、引退目前に迫った引継ぎ時期

などのサークルの時系列に合わせて存在目的や目指すものを自然に見つめなおす動き

が多くの班で見られた。 

 

 

図 4-2 班単位で見た組織運営形態 

 

 ここでティール的な性質が見られたのはあくまで班を一つの組織として捉えた場合

のみであり、班外でティール型の性質を発揮することは無い。理由としては、他の班の

情報が共有されていないことや、班外のメンバーとの信頼関係を築けていないことで自

主経営と全体性の条件に当てはまらないことが挙げられる。 
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4.1.3 ティールの性質から革新性が生まれた事例 

ヒアリングを通じて、過去にティール的性質から革新性のあるアイデアが実現し

た例が存在することが分かった。舞台小道具に関するアイデアが曲班のメンバーか

ら提案され実現された。これはメンバーがもつアイデアが表現され、横断的な提案

が短期間で実現した例であり対象サークルがティール型組織の特徴を発現し得る

可能性を示している。当時の具体的な状況と提案内容の実現までのプロセスを以下

に記す。 

 

 作品の初披露が行われる祭りの 2 週間前に曲班の一員が小道具に関するアイデアを

曲班内で共有した。その内容は全員が手持ちの小道具を持って踊るという、振り付けか

ら小道具、総合的な演出にまたがる横断的なアイデアであった。基本的にこのような横

断的なアイデアは制作班に持ち寄られた後、議論が行われその後の扱いが決定される。

しかし、発表 2 週間前ということもあり通常通りの制作班を経由する意思決定プロセス

をたどってしまうと実現が不可能な状況であった。 

そこで、アイデアを発表した曲班メンバーはその提案を制作班だけでなくできるだけ

多くのメンバーに伝え、助言や賛同を求めた。結果として小道具班や振り班などのメン

バーから実現に向けて必要な助言をもらい、有志で試作品を作る組織が編成された。完

成された試作品と助言をもとに実現可能性を高めたその提案はそのまま演舞に実装さ

れることになった。 

 

以上の例で革新性が組織に生まれた要因として、 

・現行の意志決定プロセスを無視したことでアイデアが短期間で実現したこと 

・助言をもらうために多くのメンバーに対して自己表現を行うことができたこと 

が挙げられる。これはティール型組織の共通点である、自主経営と全体性の性質の発現

によって個々から生み出されるアイデアが短期間で確実に組織に実装されることを示

している。 
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4.2 全体性に関するアンケート調査 

4.2.1 目的 

 前節でティールの性質が発現した例からアイデアを持ったメンバーが助言を求めて

仮組織を編成するにあたって、他のメンバーに対して自己表現を行う全体性の発現が革

新性につながることが分かった。そのため対象サークルに全体性をもたらすために必要

な課題をアンケートにて調査した。 

 

4.2.2 心理的安全性 

 今回は、調査目的達成のためにエイミー・C・エドモンソン(1999)の「心理的安全性

を問う 7 つの質問」を活用した。これはチームや組織が目的を達成するためにメンバー

がありのままの姿で自己表現をすることができる状態を表すものである。ありのままの

自分を表現することに対して恐れを感じないか、リスクがないかを安全性という言葉で

表現している。この概念はティール組織における全体性のメンバーがありのままの姿で

コミュニケーションを行い、個々の持つ情報や経験、ノウハウを最大限発揮することを

目指すという特徴と類似している。 

 

4.2.3 調査結果 

 エイミー・C・エドモンソンは心理的安全性を測るために７つの質問を提唱しており、

この７つすべてを満たしている状態でないと自己表現にリスクが生じるとしている。 

質問項目は、 

 ・もし自分がこのチームでミスをしても、非難されることは少ない 

 ・このチームのメンバー達は、困難な課題も提起することができる 

 ・このチームの人たちは、異質なモノを排除しない 

 ・このチームなら安心してリスクを取ることができる 

 ・このチームのメンバーに対して、助けを求めることは歓迎される 

 ・このチームに、個人の成果をわざと無下にするような人はいない 

 ・このチームの中で、私のスキルと才能は尊重され役に立っている 
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の７つで、それぞれ 5 段階で回答を行う。 

前節でヒアリングを行った 10 名に対してこの質問を依頼した。想定してもらうチー

ムとして、班ではなく対象サークル全体としての回答を依頼した。(表 4-3) 

 

 

 

 

 

 

表 4-3 心理的安全性を問うアンケートの集計結果 

質問 平均 

もし自分 こ チ ムでミス しても、非難され ことは少 い 4.3 

チ ム     内で、課題やネガ  ブ こと 言い合うこと でき 。 2.8 

こ チ ム     は、異質 も  受け入れ い傾向にあ 。 3.9 

こ チ ム     に対して、リスク 考えられ  クショ  取っても安心感 あ 。 3.2 

こ チ ム     に対して、助け 求め ことは歓迎され  4 

こ チ ムに、個人 成果 わざと無 に  よう 人はい い 4.5 

こ チ ム 中で、私 スキ と才能は尊重され役に立ってい  3 

 

 この表は対象サークルにありのままの自分を表現することができる全体性をもたら

すうえでどのようなコミュニケーションが不足しているかを示している。対象サークル

では、 

・チームのメンバー内で、課題やネガティブなことを言い合うことができる。 

・チームに対して、リスクが考えられるアクションを取っても安心感がある。 

・このチームの中で、私のスキルと才能は尊重され役に立っている。 

の３種類のコミュニケーションに問題があることが分かった。 

 

4.3 ティール型組織運営の導入ステップの定義 

 前節での調査結果を踏まえてティール型導入に向けた課題をティール組織３つの共
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通点の観点から整理する。 

 

a. 自主経営導入に向けた課題 

・チーム内にどのような技術やノウハウが存在するかを知らないため、アイデアの

実現性が判断できない。 

・アイデア実現に向けた意思決定の権利が全メンバーにない。 

b. 全体性導入に向けた課題 

・班外のメンバーの存在目的を知らないため、批判ができない。 

・自己表現を歓迎する組織文化が薄い。 

・自分が組織に貢献できている自覚がない。 

 

c. 存在目的 

非営利であるサークルの特徴で去る者追わず来るもの拒まずのスタンスが存在し、

そのスタンスがメンバー個人に存在目的を意識させる雰囲気の醸成に関係してい

る。以下の特徴が個人に存在目的を常に省みる習慣を根付かせている。 

・存在目的を持っていないメンバーがサークルを辞めることを受け入れている。 

・互いの性格や価値観をむやみに否定するコミュニケーションは存在しない。 

 

自主経営のしくみを導入するにあたって組織に全体性が存在しないと、効果が十分に

発揮されないことが分かった。これらの課題を改善し、自主経営によって個人のアイデ

アを効果的に引き出し演舞に革新性をもたらすことができるようになるまでにたどる

ステップを定義した。 

コメントの追加 [CK9]: これは課題なのでしょうか？ 

コメントの追加 [CK10]: 「あたって」が 2 回繰り返され

ているので，ここは不要？ 
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図 4-3 ティール型組織運営導入ステップ 

 

 第一段階として、全体性を生みだすことに注力する。方針として班単位では全体性が

存在していることをヒントに、班内で行われているコミュニケーションを班外のメンバ

ーともできるようにすることで全体性が及ぶ範囲を拡大する。班内で行われているコミ

ュニケーションとは、前節でも述べた存在目的の共有、お互いの強みの理解を中心とし

た自分を守るための建前を必要とせず目的のために必要な対応ができるものである。全

体性が存在することにより、ありのままの姿で接しているという前提が生まれる。その

ため、自主経営の判断や意思決定に必要な他者の助言をそのままの形で受け入れること

ができ、正確な情報伝達を行うことができる。また、必要な情報を持っている人と関わ

ることに恐怖を感じないため、結果として判断のスピードを向上することにも貢献する

と考えられる。 

 第二段階として、自主経営が可能な仕組みを作ることに注力する。現状として制作班

という意思決定機関を通してしかアイデアの実現を行うことができないため、自主経営

のためにはこの概念を取り除く必要性がある。作品をよりよくするアイデア実現に向け

た意思決定や自主的な行動の権利をすべてのメンバーに与え、それをバックアップする

ためのしくみや制度をこのステップで実装し、誰かが管理しなくても自然により良いア

イデアが実装されることが革新性をもたらすための最終的な目的である。 

 

 

           
             

       

            
 自            
   という       

   に       
            
       
        きっ け
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5 章 強みカード・アイデア発表会の提案 

 

 前章で定義した、革新性をもたらすためのティール型組織運営導入の 2 ステップに従

って、現行組織に適合可能な提案を行う。 

 

5.1 強みカードの提案 

5.1.1 強みカードの概要と先行事例 

 強みカードとは、鈴木優美(2016)で報告されているものである。静岡大学情報学部と

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト社（HSC）との共同研究で、企業に存在す

る知識資産や社員がもつ知識がどのくらい活用されているのかを測定する際に使用さ

れた。対象企業は従業員数約 3,000 名、売上高約 485 億円の IT 企業でシステム構築、

運用・保守、ソフトウェアパッケージの開発、販売、各種ソフトウェアの受託開発、情

報処理サービス、情報処理機器の販売など多岐にわたって事業を展開している 

 

 

図 5-1 強みカードの例 

山田 太郎 

コメントの追加 [CK11]: 参考文献にあがっていないよう

なので，載せていただいたほうがよろしいかと思いま

す． 
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 知識の活用を測定する際に、まず社内に存在する知識を共有する必要があったため社

員の持つ技術的な強みや職務経験を明確化するための取り組みとして強みカードの交

換が行われた。HSC 社員は名刺サイズの強みカードを持ち歩き人と関わるたびにカー

ドの交換を行うことで、社員同士に新たなコミュニケーションの形が生まれた。 

 強みカードの効果として、モチベーションの向上と社内ネットワークの増加が報告さ

れている。自分の強みとは何かについて考えるきっかけとして有効であり、カードの作

成段階で組織の中に存在する個人としての目的を思考し再認識することに貢献した。ま

た、積極的に自身の強みを他者に表現しあう中で協調、競争に必要なコミュニケーショ

ンにつながり、組織ないの知識を拡張したさらなる価値をうみだすためのきっかけにな

ったことも報告されている。 

 

5.1.2 導入目的 

 強みカード導入の目的は、ティール型組織運営導入の第一段階である、組織に全体性

をもたらすことである。前節でも述べた通り、強みカードは個人の強みを明確化する、

それを他者に伝えるためのツールとして機能することが報告されている。そのため、す

でに全体性が存在する班の中で行われているコミュニケーションを班員以外のメンバ

ーと行うきっかけになり得ると考えられる。 

 また、HSC に導入された強みカードに記入された内容は、経営に役立つ業務上の強

みが主である。対象企業には利益のために新たな価値を生み出すという社員共通の目的

があるため、できるだけ他者に活用してもらえるような情報が選定されている。しかし、

本研究における強みカード導入は全体性を組織にうみだすことであるため記入する内

容は、メンバー個人の技術や知識以外にも自身の組織での存在目的などのスタンスを明

らかにするような情報も必要である。 
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5.1.3 対象サークルへの導入方法 

 

図 5-2 対象サークルに導入する強みカード 

 

(1) 強みカードの交換 

先行事例の企業と同じように強みカードを交換して利用することを想定する。交

換するタイミングとしては、入部当初に行われる交流会や先輩と後輩が混ざって少

人数で行われる練習などが挙げられる。特に、先輩に助言を求める際にカードの交

換が行われている、またはカードを交換しに行くという動機が助言を求める心理的

ハードルを下げることに貢献すると考えられる。カードという共通の話題からお互

いの組織での存在目的や強みを理解し合うことができ、先輩後輩という立場に存在

する建前などを取り除いたコミュニケーションをとることができると考えられる。 

また、他チームとの交流の際に既に名刺を使って自己紹介を行う習慣が対象サー

クルに存在するため名刺を交換することに抵抗を感じるメンバーは少ないと考え

られる。 

 

(2) 強みの参照 
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強みはタグによって参照することができる。特に今まで行った仕事や踊りの技術、

過去の運動や趣味の経験などが挙げられる。 

 参照はすでに運用されている対象サークルの公式サイトによって行うことが想

定されている。現在サイトは大人数のメンバーの個性を把握するために既に活用さ

れており定期的に対象サークル公式サイトにアクセスする習慣が対象サークルに

存在することが分かった。学年と所属している班が掲載されておりそこに強みカー

ドの掲載を行うことで誰でもなれた方法で強みにアクセスすることができる。 

 

 

図 5-3 静岡大学対象サークルの公式サイト 

 

(3) 強みの蓄積 

 公式サイトに強みカードとタグが蓄積されていくことで引退した先輩の強みや

情報が蓄積し活用することができる。さらに、連絡先などの情報を掲載することで

今まで現役メンバーの範囲の情報や技術にしかアクセスできなかったところを、何

倍もの規模の知識へのアクセスが可能になる。同じ全体性という文化を継承する組

織ならではの強みであると考えられる。 
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5.2 アイデア発表会の提案 

5.2.1 概要と導入目的 

a.概要 

 日常的に班の中で共有されているアイデアを実現に向けて発表する。発表は提案者も

しくは、班長が行う。発表内容は提案内容、期待できる効果、実現に向けてどのような

情報や技術が必要かの３つである。モデルとして、第 4 章の 2.3 で述べた対象サークル

が革新性を生み出した例を用いている。その例では一人のメンバーがアイデアを班外の

メンバーに共有するところから始まり、自主経営的な性質を持ったままプロジェクト化

した後に短期間でアイデア実現に至った。 

 ・提案内容 

  具体的なアイデアの内容やイメージ。プレゼンテーションで発表をおこなう。 

 ・期待できる効果 

  演舞作品の現状がどう改善するのか、何が革新的なのか。 

 ・実現に向けてどのような情報や技術が必要なのか。 

  どのようなメンバーが必要なのか。 

 

b.目的  

  ティール型組織運営導入の第二段階として自主経営行うための仕組みを組織に実

装することを目的する。今まで班をまたぐ横断的な提案は制作班を通して意思決定が行

われていたため、他の班のメンバーが提案を知ることがなかった。しかし、今回強みカ

ードによってそれぞれが持つ強みや組織での存在理由を共有しているため、アイデア実

現のために必要な情報や技術がどこに存在しているのかを誰でも判断できる。そのため、

アイデア実現のために自主的に活動することができる。また樋口(1996)より、イノベー

ションを受け入れる風土自己向上に対する動機を高めることが報告されているため、ア

イデア発表会の存在自体がメンバーの存在目的を追求する意思の強化につながること

が期待される。 
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5.2.2 開催方法 

 年に 2 回開催されている、総会での開催を想定する。総会は対象サークルのメンバー

の士気向上を目的に開催される。それと同時に今までの演舞作品制作を客観的に議論す

ることができる場所としても活用されておりアイデア発表会の導入に適している。また、

現行の総会の問題としてモチベーションは上がるが、そのあとにそれを活かすような活

動が行われていないことがヒアリング調査でわかった。総会に導入することによって自

主経営に必要なモチベーションという要素を確保することができると考えられる。 

 

5.2.3 自主経営を軸としたアイデア実現までの流れ 

自主経営が認められた組織の中でアイデア発表会は、革新性を生むための流れを作る。

アイデアは 4 つの工程を繰り返すことによって拡張され、常に革新性を探索するような

動きが期待される(図 5-4)。 

 

 

図 5-4 自主経営によってアイデアが実現されるまで 

 

(0) 情報と技術の共有、組織構造の変化 

アイデアが自主経営によって実現されるには、前提となる環境が必要である。情

報と技術の共有によって誰でも適切な人に助言を求めることが可能になり、自分で

意思決定するための判断材料が手に入る。これにより制作班以外のメンバーでも正
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しい判断を行うことが可能になり、初めて自主経営に必要な現場での決定権を組織

に導入することができる。アイデア発表会の開催によって、自主経営の意識的な導

入は必要なく自然に導入されることが期待される。制作班は意思決定機関ではなく

作品全体のバランスを観察するためのファシリテータ的な役割に移行する。制作班

はアイデア実現のためのデッドラインの管理などの実現性の部分を管理する、「尻

たたき役」を担う。また既存の組織形態は演舞完成のために最低限のタスクをこな

す必要があるため極力変えずに自主経営をもたらすものとする。 

(1) アイデア発表会 

アイデア発表会により自主経営の対象となる題材が持ち込まれる。実現に必要な

情報や技術が提示され、総会にてメンバー全員が自分に何ができるのか、また提案

されたアイデアに興味があるかを判断する。特に自身の組織での存在目的を果たす

ための活動をアイデア発表会で発見するような動きも期待される。 

(2) ダイナミックなプロジェクト編成 

 既存の組織形態から全員が意思決定権を持つ組織に移行すると、アイデアに賛同

したメンバーで臨時的なプロジェクト組織を形成し実現に向けて意思決定を行っ

ていく(図 5-5)。これは第 4 章 2.3 で述べた例にもあった動きで、プロジェクト組

織内では目的がアイデアの実現に統一されているためさらに小規模な自主経営組

織となりスピード感を持ってアイデア実現に向かうことが期待される。 

 このようなプロジェクト型組織はアイデア単位に存在するため、兼任するメンバ

ーも増えてくる。これにより班員以外のメンバーとの接触機会が増加し、さらに全

体性を高めることが期待される。 

 

 

コメントの追加 [CK12]: この部分は，もう少し説明を追

加していただければと思います．なぜ，誰もが意思決定

の権利を得られるのかがわかりませんでした． 

また，提案では，組織体制や組織図は変えないことが前

提なのでしょうか？ 
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図 5-5 ダイナミックな組織編成と制作班の役割 

 

(3) 実装または提案 

 アイデア実現に向けた最後の工程として、大規模なアイデアであればプロジェク

ト組織外のメンバーへ提案を行い、協力を仰ぐことが必要だと考えられる。その際

にプロジェクトのゴールとしてプロトタイピングを設定することにより、より気軽

にプロジェクトに参加することができる。 
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6 章 結論 

 

6.1 研究のまとめ 

 本研究では、学生サークルの創作活動における革新性の向上を図るため、ティール型

の組織管理手法を組織に導入することを提案した。ティール型組織運営の導入の上で解

決すべき課題をヒアリング調査アンケート調査によって明らかにし、ティール化に向け

て対象サークルに導入すべき施策の提案を行った。 

 ヒアリング調査とアンケート調査により、革新性を生むためのアイデアが「班の外の

他者に対して表現することに抵抗があること」と「アイデアが実現されるまでの意志決

定の工程が複雑で手間がかかること」の２つ要因によって個人の構想にとどまり実現さ

れていないことが明らかになった。さらに、班という単位で見たときに既にティール型

組織の共通点が存在することから、その班内に存在する、「メンバーが互いの存在目的

を理解している」という前提がティール型に必要な全体性や自主経営の性質には不可欠

だということが明らかになった。 

 このような調査結果から、組織全体をティール化するために「全体性を班の外へ広げ

ること」と「アイデアを表現する場所を作り自主経営を促進すること」の 2 段階の移行

手順を定義した。その手順を達成するために具体的に「強みカードの導入」と「アイデ

ア発表会の定期開催」を設計した。 

 

6.2 今後の課題 

 現在、対象サークルは新型コロナウイルス感染対策のため活動を休止しており実際に

活動する組織に今回の提案を導入し評価することができなかった。そのため、先行研究

の報告者である鈴木峻耶氏と実装に向けた課題の議論を行うことで導入に向けた課題

を考察した。結果として、自主性の差と継続性が挙げられる。非営利団体のためメンバ

ーによって存在目的が異なり、自主性をもって活動したくないメンバーが存在する。そ

のようなメンバーをいかに容認しながらティール化を目指すのかが課題の一つである。

強みカードによって全体性を組織にもたらす段階で、主体的に動くことを望んでいるか
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も項目に入れるかどうかも検討すべきことである。 

 毎年最高学年が引退し 1 年生が入部する新陳代謝が高い学生サークルにおいて、ティ

ール型の運営を毎年引き継いでいくことも課題である。一度でも引継ぎが失敗してしま

うと管理が楽なアンバー型の組織に戻ってしまう恐れがあり、ティール型を保持するた

めのシステムや組織内のルール作りなどの工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントの追加 [CK13]: 失敗してしまうと でしょう

か？ 
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