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卒業研究要旨 
 

 

 

 

 

 

 

 現在、浜松市内では大学生を運営主体とするイベントが数多く行われている。報告者は

そうしたイベントの運営に携わってきた中で、企画やイベントの実行に際して、様々な問

題に直面した。そうした問題には、組織のマネジメントに関する知識や、運営経験の有無

に左右される、大学生主体の運営ならではの問題もある。 

 大学生が運営主体となる学生イベントの場合、イベントの成功はイベントの達成内容よ

りむしろ、最後までやり通せたか、という基準で判断される傾向にある。それは大学生主

体ならではの自由な発想による企画過程や手法が重要視されているためでもあるが、中に

は立ち上げ時に掲げた目的を達成できるよう実行したか、という高い目標を持っている場

合もあった。しかしいずれにせよ実際に参加した者の感想には、「想像していたプログラ

ムより物足りなかった。」、「運営が行き届いていない部分があった。」等の内容に関す

る意見が提起されることがあると分かった。これはイベントの運営を行う学生がイベント

そのものをやり遂げることにしか目を向けていないために参加者との間に齟齬が生じてい

るということである。特定の目的を持って主体的に運営を行っているにも関わらずこのよ

うな現状に陥ってしまっていることに報告者は問題意識を持った。 

 これらの現状を踏まえ、本研究ではプロジェクトマネジメントおよび組織構成に関する

２つの観点や、実際に起きた問題のパターン分析に基づいて学生イベントの新たな企画方

法を提案する。イベントを企画する学生が、企画過程の自由な発想は尊重しつつこの方法

によって、参加者と運営者双方の意図を汲み取った企画を行えるようにすることを本研究

の目的とした。 

 この方法を考えるにあたり、第一にプロジェクトマネジメントの体系的知識である

PMBOK を基に学生イベントの現状整理を行った。次に組織構成の観点から報告者が経験

した過去のイベントの運営を分析し、そこで生じた問題の分類とそれぞれに対する解決方

針を考察した。そして、その情報を基に既存の短期型ビジネス計画技法であるリーンキャ

ンバスを学生イベント向けのものになるよう改変した。また、作成したリーンキャンバス

を報告者や、実際に学生イベントの運営をしたことのある大学生の過去のイベントにおい

て適用し、イベント実行後に表出した問題点と比較することでリーンキャンバスの適用に

関する評価を行った。 

 この学生イベント向けリーンキャンバスの評価にあたっては、学生イベントの運営経験

のある大学生にインタビューを行った。実際に過去に運営を行ったイベントについてリー

ンキャンバスを利用してもらい、これまでの各自の手法との違いを調査した。その結果、

これまでのような方法で議論をするよりは問題を減らすことができそうではあるが、初回

のイベントや、実際に運営チームで議論を行う中でどれほど柔軟に利用できるか不安があ

るという課題が分かった。 
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第 1 章 序論 
 

 

 

1.1 研究の背景 
  

現在、浜松市では大学生を運営主体とする様々なイベントが催されている。それは地域

の大学生同士で意見交換を行う交流会であったり、日本人学生と外国人留学生との国際交

流を促すものであったり、大学生の目線から防災や減災の啓発を行うものであったりと多

種多様である。大学生はこうしたイベントの運営に携わることで様々な経験を積むことが

できる。 

 こうしたイベントにおいて運営上の諸問題が生じることは日常茶飯事である。しかし、

イベントの運営に携わってみると、発生する問題の中には同じような原因に起因するもの

や、専門の知識や経験次第では問題に対処できるものや、大学生が運営主体であるからこ

そ生じてしまうものがあるように感じる。 

 また、どのイベントにおいても同じような問題が生じてしまったり、運営においては初

歩的な失敗が続いてしまったりする背景には、運営主体の意識が関係しているのではない

かと感じた。問題の発生を抑えること以上に重要視されていることが学生イベントにはあ

るのではないだろうか。仮にイベントを実行することそのものが目的になっている場合で

あっても、イベントをやり遂げることは大きな成果ではあるがその過程であらゆる問題が

生じたために参加者に不利益が生じてしまっている現状は看過できない。 

 

 

1.2 研究の目的 
  

本研究では学生イベントの現状を分析し、学生らしい自由な運営をするという特性はそ

のままに問題の発生を抑えることを試みる。そして本研究の目的は、学生イベントの運営

をサポートするシステムを作成することである。 

 学生イベントの運営経験の有無に関わらず、スムーズな計画と実行をサポートし、既存

の問題点の発生を防ぐことのできるシステムを提案する。大学生主体のイベントを運営す

る学生はこのシステムを利用することで漏れなく効率よくイベントの企画を行えるように

なる。 

 

 

1.3 論文の構成 
  

 

本論文は全６章からなる。 

第１章では、研究の背景として大学生主体のイベントの現状や報告者が経験してきたイ

ベントで発生している問題を述べた。また、研究の目的として、それらのイベントを成功

に導くためのシステムを提案することを述べた。 

第２章では、学生イベントの現状について調査した結果を述べる。実際に学生イベント

を運営したことのある大学生にインタビューを行い、そのイベントの様子について調査、

分析をする。 
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第３章では、イベント運営のサポートをするシステムを作る上での基盤とした、PMBOK

を取り上げる。PMBOK の知識エリアやマネジメント・プロセスを基に現状のイベントで発

生している問題を分類する。 

第４章では、既存の組織体系を分類し、学生イベントの各事例がどう当てはまるのかを

考察した。そしてそれぞれの組織体系における問題点を述べる。 

第５章では、学生イベント向けリーンキャンバスの提案を行う。リーンキャンバスの概

要を述べ、そのリーンキャンバスの評価と、課題について考察する。 

第６章では、結論として、本研究の成果をまとめ、今後の課題について述べる。 
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第 2 章 

学生イベントの現状と問題 
 

 

 

2.1 学生イベントとは 
 

 本研究にあたり、学生イベントに関する実態調査を行った。本研究における「学生イベ

ント」とは、その主たる運営主体が大学生のみで構成されており、その運営主体を中心に

企画から実行までの全ての行程を行うイベントのことを示す。この運営主体は大学内のサ

ークルが中心になる場合もあれば、複数の大学から有志が集まって構成される場合もある。 

 

 

 

2.2 インタビュー対象者の選定  
  

今日、全国では様々なジャンルのイベントが実施されているが、浜松市内において

も同様に大学生を中心としたイベントが実施されている。そこで本研究では、実際に

運営を経験したことのある大学生へのインタビューと、報告者が経験した学生イベン

トを分析することで現状の調査を行った。 

 

2.2.1 運営経験者に対する調査 
 浜松市内で大学生主体のイベント運営を行ったことのある 6名の大学生に実際の運営の

様子についてインタビューを行った。6名はそれぞれ、防災啓発イベントや、日本人と留

学生との国際交流イベントの運営に携わっている。ここでは、運営中に生じた問題や、学

生主体のイベントを運営する際に重要視していることを尋ねた。 

 

表１ イベント運営における問題点とイベント達成度のインタビュー結果 

回答者 イベントの達成度 

(100を最高とする) 

運営中に生じた問題 

回答者 A 80 ・リハーサルをしても当日になって分かる問題点が 

多々ある。 

・人を集める方法が分からない。  

・運営チームの仕事の分配が難しい。 

回答者 B 80 ・日本人学生と留学生の交流イベントなのに、 

日本人の参加者が少ない。 

回答者 C 80 ・情報等の共有ができてない。  

・期限に間に合わないことがある。 

・休憩時間の偏りが目立つ。 

回答者 D 80 ・運営チームのモチベーションを揃えることが 

難しい。 

・留学生と意思疎通することの難しさ。 

・毎回の議論をもっと充実させたいと感じる。 

回答者 E 60 ・運営チームのミーティングへの参加率が低い。 

・見通しが甘く、問題が多発した。 
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回答者 F 80 ・運営メンバーのモチベーションに差があり、それが

最終的には負担の差になってしまう。 

・問題が起きた時や計画通りにいかない場合にうまく

対処できない。 

 

 

調査によると、運営中に様々な問題が生じているにも関わらず、運営主体である大学生

が感じる達成度は比較的高いことが分かった。それは計画段階で問題を対処できた結果と

も捉えられるが、各イベントの達成度が、企画過程や問題への対処具合よりも、イベント

そのものを実行できたという結果に依存しているのではないかと仮定した。そこで、その

意識の違いを調査するため、「当初の目的通りに実行すること」、「問題を少なく運営で

きること」、「最後まで折れずにやり通すこと」を指標に同じ大学生に対して、何を重要

視してイベントの運営を行っているかもう一度インタビューを行った。その結果を以下に

示す。 

図１－１ 問「最後まで折れずにやり通すこと」と「問題を少なく運営できること」

のうちどちらをより重要視するか、に対するインタビュー結果 
 

図１－２ 問「最後まで折れずにやり通すこと」と「当初の目的通り実行すること」

のうちどちらをより重要視するか、に対するインタビュー結果 

 

12%

38%

50%

最後まで折れずにやり通すこと

当初の目的通りに実行すること

どちらも同じくらい重要視する

(n=8) 

62%

25%

13% 最後まで折れずにやり通すこと

問題を少なく運営できること

どちらも同じくらい重要視する

(n=8) 



9 

 

図１－３ 問「問題を少なく運営できること」と「当初の目的通りに実行すること」

のうちどちらをより重要視するか、に対するインタビュー結果 
 

 インタビュー結果から、これらの大学生はイベントを運営する際、最後まで折れず

にイベントを実行することを最も意識していることが分かった。次点では、当初の目

的を維持してイベントを実行することとなり確かに問題発生に関する意識は他の 2つ

より低いことが分かった。つまり大学生主体のイベントにおいては、運営中の問題発

生はある程度黙認したうえで企画を続ける場合もあるということである。そこで本研

究では、運営中の問題発生を抑えることはもちろん、最後まで当初の目的通りに一貫

して運営できるようにすることも研究の方針となる。 
 

2.2.2 報告者の経験 
 ここでは報告者がこれまでに携わったイベントの概要を記す。主にイベントの趣旨

や参加人数、報告者のイベントとの関わりを報告する。本研究では以下の 7つの事例

における問題点や運営の様子を基に現状の分析、改善方法を示す。 

 

（事例 1）第 1回学生ボランティア 100人合宿 

   2016年 12月開催。県内の大学生ボランティア団体を対象とした一泊二日の交

流合宿。浜松市内にて交流プログラムや意見交換会を実施した。報告者は実行委

員長を務めた。参加者は約 30名。 

（事例 2）第 2回 100人合宿 

   2017年 8月開催。県内の大学生を対象とした一泊二日の交流合宿。上記の第 1

回合宿とは異なり、各参加団体の新規メンバー獲得も目的の 1つとして設定され

た。浜松市内にて BBQやレクリエーションを通した交流プログラムを実施した。

報告者は実行委員として参加者との連絡調整や運営協力者との連携業務を担った。

参加者は約 50名。 

（事例 3）第 3回 100人合宿 

   2018 年 8 月開催。県内の大学生を対象とした一泊二日の交流合宿。第 2 回同様、

県内の大学生が親睦を深めるだけでなく各参加団体の新規メンバー獲得も大きな

ねらいであった。前回と同じ会場にて交流プログラムを実施した。報告者の直接

的な関わりは無かったものの、実行委員経験者として現実行委員への指導、助言

を行った。参加者は約 40名。 

 

 

37%

0%

63%

問題を少なく運営できること

当初の目的通りに実行すること

どちらも同じくらい重要視する

(n=8) 
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（事例 4）第 1回学ボラフェス 

   2018年 2月。大学生ボランティアの地域への周知を目的としたイベント。防災

や子ども支援など様々な大学生ボランティア団体にブース出展をしてもらい、参

加者はそれぞれのブースで各団体の活動を体験した。報告者の直接的な関わりは無か

ったものの、ブース出展に関する広報等を務めた。参加者は大学生ボランティア含め

約 30名。 

（事例 5）第 2回学ボラフェス 

   2018年 8月開催。前回同様、地域への大学生ボランティア周知を目的として開催さ

れた。大学生ボランティア団体がブース出展し、参加者はそこで大学生の実際の活動

を体験した。報告者は前回同様、ブース出展依頼のための広報に努めた。参加者は大

学生ボランティア含め約 30名。 

（事例 6）第 1回学生交流のためのクリスマス会 

   2017年 12月開催。浜松市内の大学生の交流促進のために開催された。大学生であ

れば誰でも参加でき、意見交換会やビンゴゲームが行われた。報告者は実行委員長を

務めた。参加者は約 30名。 

（事例 7）第 2回学生交流のためのクリスマス会 

   2018年 12月開催。前回同様、浜松市内の大学生の交流促進のために開催された。

クイズ形式のレクリエーションや交流会が行われた。報告者は実行委員長を務めた。

参加者は約 30名。 

 

 

 2.3 各イベントで生じた問題点 
 
  イベントを運営する中ではしばしば問題が生じる。そこには実際にイベントに参加し

た者から提起されるものや、運営主体から提起されるものなど様々である。以下は

2.2.2におけるそれぞれのイベントで生じた問題である。 

 

（事例 1）第 1回学生ボランティア 100人合宿 
 参加者との齟齬が生じてしまったがための問題や、イベント会場の管理者との意 

思疎通が不十分であったために生じた問題が散見された。参加者アンケートにて以下

のような問題点が提起された。 

   ・イベントプログラムの進行が想定以上にちぐはぐだった。 

・内容が不十分だと感じる参加者がいた。 

・気候を十分に把握できていなかった。 

・参加費用が割高であったために参加を躊躇う者がいた。 

 

（事例 2）第 2回 100 人合宿 

  前回とは異なり参加者間での意識の差が問題となった。運営に関する議論をするさ

いの情報共有不足や目的の共有不足、運営主体の広報手法に問題提起がなされた。参

加者アンケートや運営者の反省事項として以下が挙げられた。 

・危険箇所の把握不足があった。 

・イベントプログラムと参加者の意識の間に齟齬があった。 

・参加者間の意識の違いが顕著であった。 

  

（事例 3）第 3回 100 人合宿 

  運営主体を取り仕切る学生が大きく代替わりしたことでこれまでにはなかった問題

が生じた。中でもイベントプログラムの管理が不十分だったためにない要素のものに
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不満を参加者がいたことが顕著であった。参加者アンケートや運営者の反省とし

て以下が挙げられた。 

・備品に不足があった。 

・イベントプログラムが単純すぎたために十分に楽しめなかった。 

・運営者の不足から手の行き届かない部分があった。 

・予算の立て方が不十分だった。 

 

（事例 4）第 1回学ボラフェス 

   初めての試みであった上に、参加対象が主に地域の小学生であったことで生じ

た問題が多く散見された。提起された数こそ少ないが運営を行う上では大きな問

題になったということであった。以下は主に運営者の反省として挙がったもので

ある。 

・参加者の年代に偏りがあった。 

・参加者の衣服にペンのインクがついてしまった。 

 

（事例 5）第 2回学ボラフェス 

   前回の反省から、参加者の偏りはある程度解消された。しかしブース出展団体

を増加させたことによる新たな問題が表出した。以下は運営者の反省やブース出

展団体からの問題提起である。 

・運営側の仕事の割り振りに偏りがあった。 

・周知、宣伝が不足した。 

・ブース内容に偏りがあった。 

・イベント運営とブース出展者との連絡調整が不足した。 

 

（事例 6）第 1回学生交流のためのクリスマス会 

   準備期間が短かったことや、第 1 回のイベントであったことから特有の問題が

生じた。運営者の反省から提起されたことを記す。 

・当日の備品管理が不足した。 

・イベントプログラムの時間管理が曖昧だった。 

  

（事例 7）第 2回学生交流のためのクリスマス会 

   第 1回の反省を生かしたことで前回と同様の問題は表出しなかった。以下には

運営者の反省から提起されたことを記す。 

・イベントプログラムの時間管理が曖昧だった。 
 

 これらの問題点を踏まえると、運営チーム内もしくは、運営者と参加者との間の齟

齬から生じる問題や、運営チーム内での共有不足による問題が多く見受けられた。こ

れは議論を始める前の参加者分析の不足、運営チームの理想やメンバーの理想を必要

以上に意識したことにより最低限の情報を共有できていない現状があるのではと推測

できる。そこでこれらの問題点を改めて整理し、分析を行う。 
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第３章 

プロジェクトマネジメント 
 

 

 

3.1 プロジェクトマネジメントとは 

 
 プロジェクトマネジメントとは、プロジェクトの要求事項を満たすため、知識、ス

キル、ツールおよび技法をプロジェクト活動へ適用すること（鈴木安而、2018）であ

る。それぞれの大学生イベントを 1つのプロジェクトと捉えることで一般的なプロジ

ェクトマネジメントの観点からそれぞれのイベントを分析する。 
 

 

3.2 PMBOKに基づく学生イベントの現状分析 
 

3.2.1 PMBOKとは 
現状の問題点を分析するために、PMBOKを用いる。PMBOKとは Project Management 

Body Of Knowledgeの略で、プロジェクトマネジメントの知識を体系化したものであ

る。（広兼修、2018）1つのプロジェクトを知識エリアやフェーズに分けて定義する

ことで効率よく議論を行うことができる。 

 

3.2.2 PMBOKに基づく現状整理 
ここでは PMBOKにおける 10個の知識エリアに各イベントの問題点を分類することで

現状の考察を行う。以下の表 1に PMBOKにおける 10個の知識エリアをまとめる。 
 

 

表２ PMBOKにおける 10個の知識エリア 

統合マネジメント 他の知識エリアの各プロセスを統合するため

に必要なプロセスを定義している。 

スコープ・マネジメント プロジェクト成功のために必要な作業を、過

不足なく洗い出すために必要なプロセスを定

義している。 

スケジュール・マネジメント プロジェクトを所定の期間内に完了させるた

めに必要なプロセスを定義している。 

コスト・マネジメント プロジェクトを所定の予算内で実行させるた

めに必要なプロセスを定義している。 

品質・マネジメント プロジェクトが確保すべき品質を保証、管理

するために必要なプロセスを定義している。 

資源・マネジメント プロジェクトを成功裏に完了させるために必

要な資源を特定し、獲得するプロセスを定義

している。 

コミュニケーション・マネジメント プロジェクトのステークホルダーなどとのコ

ミュニケーションを円滑に進めるために必要

なプロセスを定義している。 
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リスク・マネジメント プロジェクトに関するリスクを分析、監視す

るために必要なプロセスを定義している。 

調達・マネジメント プロジェクトに必要なプロダクト、サービス

などをプロジェクトの外部から購入、取得す

るために必要なプロセスを定義している。 

ステークホルダー・マネジメント プロジェクトの作業に影響のある人、組織を

特定するために必要なプロセスを定義してい

る。 

 

 

 

3.2.3 大学生イベントのマネジメントと PMBOKの比較 
 

PMBOKにおける 10 個の知識エリアと 5つのマネジメント・プロセスを合わせて事例 

1から事例 7で挙げられた問題点を分類したものが表３である。 

表３では、事例 1から事例 7でのイベントにおいて提起された問題点をそれぞれの

マネジメント・プロセスや知識エリアに合わせて分類した。すると、プロセスでは主

に立ち上げや計画に集中して問題が発生しており、知識エリアごとに見ると品質、リ

スク、コミュニケーションの部分で不足することが多かった。また、プロジェクトマ

ネジメントにおいてしばしば話題に上がるコスト・マネジメントやスケジュール・マ

ネジメントについてはそれほど問題が発生していない。これはコストや時間に関して

一定の制約の中で自ずと実行まで取り組む学生イベントならではの特徴であると考え

られる。 
 

 

表３ PMBOKに基づく大学生イベント事例の問題整理 

※（）内は第 2章 2.3における事例番号 

  
立ち上げ 計画 実行 

コント

ロール 
終結 

統合 

マネジメント 

    
  

スコープ・ 

マネジメント 

 
スタッフの連携

計画が不足して

いた(1)(5) 

  
  

タイム・ 

マネジメント 

        

スケジュー

ル・マネジメ

ント 

 
コスト管理が曖

昧で、不足する

部分もあった(3) 

  
  

品質・ 

マネジメント 

本来の目的と内

容に齟齬があっ

た(2) 

プログラム管理

が不足していた

(1)(3)(6)(7) 

  
  

資源・ 

マネジメント 

役割管理が不足

した(3) 

   
  

コミュニケー

ション・マネ

参加希望者への

意識共有不足が

イベント参加者

との意思疎通が

    

プロセス 

知識エリア 
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ジメント あった(1)(3) 不足した(5) 

リスク・ 

マネジメント 

参加目標数と現

実との差への対

策が不十分だっ

た(4) 

会場選定におい

て考慮できてい

ない問題があっ

た(1) 

気候や会場

管理が不足

した(2) 

 
  

調達・ 

マネジメント 

      

ステークホル

ダー・マネジ

メント 

 
   

  

 

 

3.3 学生イベントへのリーンキャンバスの応用 
 

 PMBOK に沿って学生イベント運営の現状を整理すると、問題発生の少ないプロセス

や知識エリアが分かった。立ち上げや計画の段階で多く問題が生じていることから、

その段階において様々なアイデアを短い時間で整理できる解決法が必要となる。また、

学生イベント運営の特性上、所属の違う多くの学生と何度も議論を重ねる必要もある。 

そこで、プロジェクトマネジメントにおいて立ち上げや計画初期段階で用いられるリ

ーンキャンバスを学生イベントに応用することを考えた。 
 

 

3.3.1 リーンキャンバスとは 
 本研究では、3.2 での PMBOK に基づく現状整理を基にリーンキャンバスを用いた解

決方法を提案する。リーンキャンバスとは、ビジネスモデルを 1 つのシートにまとめ

ることのできるフレームワークのことである。一般的に「課題」、「顧客セグメン

ト」、「独自の価値提案」、「ソリューション」、「チャネル」、「収益の流れ」、

「コスト構造」、「主要指標」、「顧客との関係」の 9 つの項目から成り立つ。対象

となるビジネスモデルをこの 9 つの項目に分けて考えることで、短い時間に何度も繰

り返して議論することができる。本研究ではプロジェクトの立ち上げから計画におけ

る演習でも用いられた、PMBOK によるプロジェクト計画につなげやすい拡張型リーン

キャンバス（石田、2014）を導入した。 

図２ 拡張型リーンキャンバス（石田，2014） 
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3.3.2 学生イベント運営におけるリーンキャンバス 
 PMBOK による分析の結果、大学生主体のイベント運営においては、マネジメント・

プロセスのうちの立ち上げと計画の段階で特に運営上の問題が生じやすいことが分か

った。また、知識エリアごとに見ると、品質・マネジメント、リスク・マネジメント、

コミュニケーション・マネジメントにおいて問題が生じやすいことが明らかになって

いる。 

 そこで、図２の拡張型リーンキャンバスをベースに、現状の問題に合わせて改変を

加えるという方針を立てた。  
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第 4 章 組織体系と問題発生原因の分類 
 

 

4.1 統治体系の分類とその特徴 
  

本研究では、学生イベントの組織をその統治体系の観点から分類した。“ティール

組織”（フレデリック・ラルー，2018）による組織分類に基づき、第 2 章に列挙した

事例がどのように該当するか考察した。ラルーはその著書において、組織体系はレッ

ド型からアンバー型、オレンジ型、グリーン型と推移し、そしてティール型の組織が

必要となると述べている。学生イベントにおいても、様々な組織体系から運営が成り

立っており、中にはグリーン型、ティール型と呼べるものもあると考えた。 

以下にその分類を示す。また、第 2章で述べた各事例が該当する統治形態も示す。 
 

4.1.1 リーダー統治型組織 
アンバー（順応）型と呼ばれるこの組織体系の場合、階級等に基づいて組織が形成

される。それにより明確な組織図が描かれ、命令系統が成立する。そこではリーダー

からの一方的な指示により運営が成り立っている場合が多い。そのため、構成員から

の問題提起による対話は行われにくい。本研究において注目する学生イベントにおい

てはあまり見られない組織体系である。 

 

図３ リーダー統治型組織のイメージ 

 

 

4.1.2 階層統治型組織 
上記と同じアンバー型、もしくはそこから移行したオレンジ（達成）型と呼ばれる

組織がこの体系に該当する。アンバー型組織の場合、4.1.1よりも大きな組織、プロ

ジェクトに見られる。また、アンバー型組織の場合にはもともとの役職に応じて階級

が定められるが、オレンジ型組織においては個人の成果や実力が重視され、対象に応

じて役割が割り当てられるようになる。 

学生イベントの場合、人数やプロジェクトの規模の観点からそれほど明確な階層構

造が組織されることは少なく、本研究中の事例においてもこのような組織体系はない。 
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図４ 階層統治型組織のイメージ 

 

 

4.1.3 代表者統治型組織 
 上記したアンバー型、オレンジ型組織と次に述べるグリーン型およびティール型の

中庸を取った組織体系。経理や専門分野といった担当部門や能力に応じて選ばれた代

表者グループが形成され、そのグループとその他構成員の相互関係によって運営主体

が成り立っている。ここでは構成員からの問題提起に対して、代表者グループのうち

該当する者が応答することで運営中の相互関係が成立している。各サークルの代表者

等を集めて行う学生イベントなどにおいて見られる組織体系である。本研究中では、

事例 4および事例 5がこれに該当する。 

 

図５ 代表者統治型組織のイメージ 

 

 

4.1.4 共同統治型組織 
グリーン（多元）型もしくはそこからさらに移行したティール（進化）型組織と呼

ばれる。オレンジ型組織に見られた様々な権限を平等に委譲し、あらゆる価値に対す

る「気づき」を重要視する。この統治体系の場合、上下関係による命令系統はなく、

それぞれの構成員がその都度発案、実践をすることで常にお互いにフィードバックを

与えあう関係にある。学生イベントの場合、イベントの初回等の事情で特に役割を固

定しないまま運営を進めることも多く、結果的にこの組織形態にある運営主体も多く
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見られる。本研究中の事例では、事例 1および事例 6がこれに該当する。 

 

図６ 共同統治型組織のイメージ 

 

 

4.1.5 階層・共同統治併用型組織 
階層統治型（図４）および共同統治型（図６）のハイブリッド型組織体系。主に部

門担当者と共同統治型組織に属する構成員の相互関係で運営主体が成立している。部

門担当者以外のすべての構成員にて共同統治組織が形成され、それぞれの部門やスケ

ジュールに合わせて臨機応変に運営を行う場合も多い。本研究中では事例 2、事例 3

および事例 7がこれに該当する。 

図７ 階層・共同統治併用型組織のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

図８ 階層・共同統治併用型組織のイメージ 

（共同統治型組織のメンバーが同一の場合） 
 

 

 

4.2 学生イベントで発生した問題点の分類 
 

第 2 章 2.2 および 2.3 で述べた事例 1 から事例 7 のイベントで生じた問題点を分類

した。問題点の分類にあたっては、報告者の経験から学生イベントの企画プロセスを

定義し、そのプロセスに沿って分類を行った。以下に今回定義したプロセスを示す。 
 

図９ 学生イベントの企画プロセス 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究における学生イベントの企画プロセスは、上記の 4 つのステップから成り立

つ。①問題発見から④意思決定までのプロセスを繰り返し行うことでイベントの企画

が行われるということである。また、①問題発見において、発見された問題次第では

過去の事例から判断して対処できる場合もあるので、②定義以前に行うとした。 

 4.1 で述べたそれぞれの組織体系に該当する事例の問題点を分析し、それぞれが上

記の企画プロセス上のどの箇所で生じているのかを考察した。その結果、主に以下の

3箇所において特に問題が生じていると分析した。 

 

 

①問題発見 

学生イベントの企画プロセス全体 

②定義 ③議論、意見収集 ④意思決定 

過去の事例の参照 
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4.2.1 議論・意見収集における問題 
本研究による議論・意見収集における問題とは、企画プロセスの中でも③議論・意

見収集のステップで生じたと考えられる問題である。運営チーム内で議論を行う中で

の検討不十分なものや、認識の齟齬に起因する問題を示す。 

 実際に生じた問題の例 

・当日の会場の気候を十分に把握できていなかった（事例 1） 

・会場の危険個所を把握できていなかった（事例 2） 

・参加者間の意識の違いが顕著であった（事例 2） 

・備品に不足があった（事例 3） 

・参加者の衣服にペンのインクが付いてしまった（事例 4） 

  ・運営者の仕事の分担に偏りがあった（事例 4） 

 ・イベント運営とブース出展者との連絡調整が不足した（事例 5） 

・イベントプログラムの時間管理が曖昧だった（事例 6）  等 

 

4.2.2 過去事例を参考にできない問題 
 本研究において過去事例を参考にできない問題とは、①問題発見のステップにおい

て発見した問題が、過去の事例から判断して対処できるにも関わらず、それができな

い問題を示す。過去に実施された同じイベントや同じ要素を含むイベントを参考にす

ることでその問題の発生を避けることができる問題を定義する。 

 実際に生じた問題の例 

  ・内容が不十分だと感じる参加者がいた（事例 1） 

 ・周知、宣伝が不足した（事例 5）     等 
 

4.2.3 企画プロセスの一貫性の問題 
本研究による企画プロセスの一貫性の問題とは、企画プロセス全体を通しての問題

である。運営チームの当初の希望や理想が、計画における議論の中で無視されてしま

ったために、イベント参加者との齟齬が生じてしまう問題を示す。 

 実際に生じた問題の例 

・イベントプログラムの目的と参加者の意識の間に齟齬があった（事例 2） 

・ブースの内容に偏りがあった（事例 3） 

・参加者の年代に偏りがあった（事例 4）    等 

 
 

 

4.3 解決方法の提案 
  

ここでは、組織体系ごとの問題解決方針を考察し、前述した 3 つの問題の観点それ

ぞれに関して解決するための方針を述べる。4.1 で各組織体系に該当した事例とそれ

に対応した 4.2の問題点から解決方法を考える。 

 

4.3.1 代表者統治型組織における解決方法 
この組織体系においては、4.2 における 3 つの問題が満遍なく発生した。しかしこ

れは代表者グループ内でイベントに対する共通の認識を図ることの難しさやそこから

生じる構成員グループとの中途半端な意識共有に起因している。そのために運営チー

ムの一貫性に対しても問題が指摘されているのであろう。そこでこの組織体系にある



21 

 

プロジェクトに対しては、まずは代表者グループの意思疎通を確実に図ることを提案

する。代表者グループのどのメンバーの提案から成るプロジェクトであるのか、プロ

ジェクトを成立させるのに十分なチームなのかを議論し共有しなければならない。 

 また、代表者グループの独りよがりにならないためにも、代表者グループと構成員

が互いに情報を共有し、また構成員からも問題提起ができる手段を確立しなければな

らないだろう。 

図１０ 代表者統治型組織における解決方法のイメージ 

 

 

4.3.2 共同統治型組織における解決方法 
この組織体系の場合、4.2.1 のような議論・意見収集における問題が多く提起され

た。そこからチーム内であらゆる情報を確実に共有することが最低限必要であると考

えられる。チーム全員で情報を共有し、互いに提案とフィードバックを繰り返しなが

ら運営を行っていく特性のためだ。この組織体系では、ある時点で生じた問題意識や

新たな発想がその時点では議論されずに運営が次の段階に移ってしまう場合にそのま

ま問題として残ってしまうのである。これを防ぐために、提案する手法では常にチー

ム全体でイベント一通りの情報を共有できるようにしなければならない。 
 

図１１ 共同統治型組織における解決方法のイメージ 
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4.3.3 階層・共同統治併用型組織における解決方法 
この組織体系においては、4.3.2 の解決方針とよく似ている。リーダーと部門担当

者との間の意思疎通が重要なポイントであるからだ。4.2 の問題分類によると、4.2.1

の議論・意見収集における問題が特に顕著に表れているが、これはリーダーと部門担

当者同士の意識の差が原因に他ならない。この組織体系にあるイベントの場合、リー

ダーの思いつきからイベントの基盤が成り立っている場合が多く、意識の差が生じや

すいのである。リーダーが担当者の進捗や思考を基に適切な指示を与え、部門担当者

がそれを適切に共有できればこの問題を解決に近づけることができる。また、4.1 で

述べたようにリーダーと部門担当者を除いたすべての構成員が同じ共同組織としてそ

れぞれの部門に属している特性上、漏れなく、かつ効率よく議論できる手法があれば

さらに無駄のない議論・意見収集のステップを踏むことができる。 
 

図１２ 階層・共同統治併用型組織における解決方法のイメージ 
 

4.4 リーンキャンバスへの応用方針 
  

4.3 での分析から、共同統治型組織においては議論・意見収集における問題を解消

するため、情報共有を密にする手段が必要だと分かった。また 4.3.2 より、代表者統

治型組織においては、代表者グループ内の意思疎通を明確に行うため、イベント発案

者の意図やイベントそのものの意義を明らかにする手順を踏む必要があることが分か

った。同様に、階層・共同統治併用型組織においてもリーダーと部門担当者間の意思

疎通、漏れなく手順通りに議論・意見収集を踏むことのできる手段が必要であると分

かった。 

以上を踏まえて、提案するリーンキャンバスにおいては、まず共有する情報を的確

に記入できることが大前提となる。また、企画プロセスにおいて議論の不足を生じさ

せないためにも、的確な順序で議論を進められる足掛けも必要となる。 
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第 5 章 学生イベント向け運営手順の提案 
 

 

 

5.1 学生イベント向けリーンキャンバスの提案 
  

第 3 章、第 4 章の分析を踏まえ、本研究ではリーンキャンバスをベースとした新た

なシステムを提案する。既存のリーンキャンバスに対して前述した解決方針を基に改

変を行い、より学生イベントの運営に適したものにする。以下その手順や改変方針に

ついて考察する。 

 本研究では以下の①から③の手順に沿って図２のリーンキャンバスを改変し、学生

イベント向けリーンキャンバスを作成した。 
 

①項目の選定 
学生イベント事例や PMBOK の分析に基づき、「課題」「ソリューション」「チャネ

ル」「顧客」「コスト」「外部リスク」の項目だけを残す。これにより学生主体のイ

ベントにおいて問題の発生しやすい項目に絞って議論することができる。 

図１３ リーンキャンバスの学生イベント向け改良過程 
 

 

②リーンキャンバス内の項目の変更 
 本研究のリーンキャンバスのユーザーとなる学生に向けて、各項目を質問形式に変

更することで簡易化した。これにより既存のリーンキャンバスや用語等の知識が無い

ユーザーにも容易に利用できると考える。 
 

③議論プロセスの視覚化 
 リーンキャンバス上の表示により、ユーザーが議論する順序を補助的に図示した。

これにより議論・意見収集上の漏れを回避し、効率よく議論できるようにすることが

目的である。ユーザーは初めに、顧客に当たる「どんな人を呼びたい？」の項目から

議論を行う。そうして顧客を定義した後に課題に当たる「何を解決したい？」の項目、

ソリューションに当たる「どんなプログラムをする？」に移る。その順序がリーンキ
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ャンバス上にはあらかじめ明示されているということになる。また、5.2 で示してい

るように、利用時にユーザーが明確なイメージができるよう、項目ごとに対応した足

掛けも表示している。実際の記入例でなく足掛けとしたのは、学生イベントならでは

の自由な発想を阻害しないためである。 

以上の改変を踏まえた最終的な学生イベント向けリーンキャンバスを図１４に示す。 

図１４ 学生イベント向けリーンキャンバス 
 

 

5.2 利用手順 
 

実際にユーザーがこのリーンキャンバスを使用する際には、指定された順序に沿っ

て項目を記入。順序を指定するために、学生イベント向けリーンキャンバス（図１４）

を以下の①課題とソリューション部分、②チャネル部分、③コストとリスク部分に分

けた。 

図１５ 学生イベント向けリーンキャンバスの記入順序 
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ユーザーはこのリーンキャンバスを利用する際、①課題とソリューション部分から

③コストとリスクまでその順序で記入を行う。そうすることで、多くの人数、アイデ

アがある中での議論も効率よく行うことができる。また、実際に記入する際には以下

のように議論する部分のみ表示できるようにする。今回は学生イベント向けリーンキ

ャンバス以外の部分に第 2 章 2.2 で取り上げた事例 2 の場合の記入例を示しているが、

実際に使用する際にはこの部分はユーザーの自由記述スペースとなる。 
 

 

図１６ リーンキャンバスの作業手順 

 

 

図１７－１ 学生イベント向けリーンキャンバス 

（①課題とソリューション部分およびその記入例） 
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図１７－２ 学生イベント向けリーンキャンバス 

（②チャネル部分およびその記入例） 

 

図１７－３ 学生イベント向けリーンキャンバス 

（③コストとリスク部分およびその記入例） 
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5.3 評価 
 

5.3.1 評価方法 
 

5.1 において作成したリーンキャンバスを用いて、第 1 章にてインタビューを実施

した 6 名の大学生に実際にリーンキャンバスを手順通りに利用してもらった。この 6

名にはそれぞれ大学生主体のイベント運営経験がある。ここでは、6 名がそれぞれ過

去に運営したイベントについて記入をしてもらい、その感想についてインタビューし

た。 
 

 

5.3.2 評価結果 
 インタビューを行った結果、以下のような感想があった。 

・運営上のミスを減らすことができる 

   必要な情報がほぼ揃っていて、この紙を書けば運営自体あまり大きなミスや見

落としなく運営できるのではないかなと感じた。 

 ・立ち上げ時の目的を維持できる 

思いについて書いてある部分があったため、なぜこの活動をしているのかなど

活動の意義について常に意識してイベントを運営できるため、熱意を常に持って

できるのではとも感じた。 

 ・効率よく議論できる 

基本的に必要な要素が大きく区分分けされており、進めやすくなっていると感

じた。どのイベントを運営する上でも重要な項目が組み込まれていて考えやすか

った。サークルでイベントを行うとき、この資料があったら一つずつやるべきこ

とが見えてくるのでわかりやすかった。 
 

また、利用上の不都合を感じた点について、以下の意見があった。 

 ・計画を進める上で継続的に使用するのは難しい 

   これから始めるイベントに対して使ってみると、立ち上げ時のイベントへの意

識の統一には使えるが、それ以降の内容を詰めていくのには適さないように感じ

た。 

最後の「達成までにどんな障害がある？」の項目は会議を進めるごとに増える

うえ、初めてイベントを企画する人は特に問題に気づかず計画を進めることがあ

りそう。 

 ・イベントによって議論する順番を変えたい 

何を解決したい？からスタートして、それをベースに考えたいと思った。 

 

 インタビューを行った 6 名には、実際にイベント運営で利用するイメージがしやす

いと好感触だった。イベント運営の経験者からこのような感想を得られたということ

は、企画に関する様々な議論が既にまとまっているイベントにおいてはスムーズに記

入、検証ができるということになる。しかし、初回のイベントや、運営チームのメン

バーを交えて議論する場合にどれほどの効果があるか、という課題が残った。 
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第 6 章 結論 
 

 

 

6.1 本研究のまとめ 

 
 本研究では、大学生主体のイベント運営における問題意識に基づいて、大学生主体

の運営であることの特徴を維持した新たな運営方法を提案した。イベント運営経験者

へのインタビューや報告者の経験から問題点を洗い出し、また様々な組織体系の観点

から既存のリーンキャンバスを改変した学生イベント向けのリーンキャンバスを作成

した。このリーンキャンバスの作成にあたっては、PMBOK による分析をベースに学生

イベントの運営にとって必要な要素だけに絞って項目を作成した。できる限り効率の

良い議論ができるよう項目を選定したこと、大学生に普遍的に利用してもらえるよう

用語を分かりやすく変更したことが工夫点として挙げられる。 

 実際にリーンキャンバスを使用してもらうと、実際に運営をする際のイメージがし

やすく使い易いとのことであった。これまで生じていた問題や、議論・意見収集上の

漏れは減らすことができると考えられる。 

 ただ、これは既に実行したイベントにおいて利用してもらった結果に過ぎず、実際

に議論を進めながらこのリーンキャンバスを使用してもらってはいない。インタビュ

ーの結果にもあるように、マネジメント・プロセスにおける立ち上げから計画、実行

まで継続的に議論をサポートする手段も必要なのではないかという疑問は残る。それ

でも本研究の当初の目的であった立ち上げや運営前半の議論においては十分に利用で

きる可能性があるという印象だった。 
  

 

6.2 今後の課題 

 
 本研究では、6 名の大学生に過去のイベントに基づいてリーンキャンバスを使用す

るイメージをしてもらった。しかし上記したようにこれから企画に入る学生イベント

に対してはリーンキャンバスを用いた運営をしていない。そこで今後は実際に学生イ

ベント向けリーンキャンバスを使用し、それを運営メンバーやイベント参加者に評価

してもらう必要がある。 

 また、本研究においてはイベント運営の立ち上げや計画前半の段階に着目したため、

リーンキャンバスを運営中に継続して利用することへの検証もしなければならない。

それは上記したようなこれから運営チームの立ち上げが行われるイベントの運営にお

いて検証することが理想である。 
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付録１ 学生イベントの運営経験に関するアンケート 
 

 

   

問 運営に関わったイベントの名称を１つ教えてください。 

 

（自由記述） 

 

 

問 イベントが成功した時の達成度を 100％とすると、そのイベントはどのく

らいの達成度でしたか？ 

 

    ○  20％程度       ○  40％程度 

 

    ○  60％程度       ○  80％程度 

 

    ○  100％に近い 

 

 

問 イベントの計画中や当日に感じた問題をいくつか簡単に教えてくださ

い。 

 

（自由記述） 

 

 

 

 

 

問 「学生の」イベント運営において重要だと思うものについてお聞きし 

ます。より重要だと思う方を教えてください。 

 

1    2   3   4  5 

 

○  ○  ○  ○  ○ 

○  ○  ○  ○  ○ 

問題を少なく

運営できたか

が重要 

最後まで折れず

にやり通せたか

が重要 

当初の目的通り

確実に運営でき

たかが重要 

最後まで折れず

にやり通せたか

が重要 

○  ○  ○  ○  ○ 

当初の目的通り

確実に運営でき

たかが重要 

問題を少なく

運営できたか

が重要 
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付録２ 学生イベント向けリーンキャンバス 

記入に関するアンケート 
 

 

 

  

問 今回のリーンキャンバスを使った率直な感想をお答えください。 

 

   （自由記述） 

 

 

 

 

問 リーンキャンバスで不満だった点はありましたか？ 

 

   （自由記述） 

 

 

 

 

問 リーンキャンバスを使った感想を以下から選んでください。（複数回答可） 

 

 

   □ 誰でも簡単に使えそうなので実際に利用してみたい 

 

   □ 難しいので今までのスタイルで運営するほうがいい 

 

   □ 初回のイベントだと勝手が分からないのであった方がいい 

 

   □ 実際に使ってみるイメージがしやすい 

 

   □ 利用があまり上手くいかないイベントもあると感じる 
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付録３ 学生イベント向けリーンキャンバスの記入例 

（事例 6 第 1 回学生交流のためのクリスマス会） 
 

 

①課題とソリューション部分 

 

 

②チャネル部分 
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③コストとリスク部分 


