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卒業研究要旨 

 

 

近年、社会的なコンピテンシへの注目が高まっており、人材育成にコンピテンシを導入する

企業が増加している。コンピテンシとはあらゆる行動特性のうち、特定の役職や業務に置いて優

秀な成績を発揮する人に共通する行動特性のことである。あらゆる機関でコンピテンシに対する

議論が行われ、コンピテンシによる人材育成に注目が集まっている。 

特に IT 業界におけるコンピテンシへの注目は顕著である。我が国の経済・産業の持続的な発

展に不可欠である IT を担う人材の需要は拡大を続けており、コンピテンシを活かして IT 人材

育成を進めようとする動きが見られる。 

将来高度 IT 人材になることが期待される情報系学生には、IT 人材に求められるコンピテンシ

を大学教育において向上させる必要がある。将来社会を担う学生のコンピテンシ向上は必須であ

る。 

 コンピテンシに関する議論が盛んに行われている一方、その育成過程が明らかになっていない

というのが現状であり、コンピテンシ上昇のための有効な育成方法の解明が求められている。 

 そこで、本研究ではコンピテンシ向上が見られると考えられるビジネスコンテストにおい

て、その参加学生のコンピテンシを評価する。そしてコンピテンシの有効な育成方法を検討す

る。 

 まず、情報系学生が身に付けるべき「IT コンピテンシ」を定義し、それに基づいて第３回静

岡大学ビジネスコンテストの評価項目や審査基準を考案した。コンテスト中の学生の様子を観

察したり、アンケート調査を行ったりすることで、学生のコンピテンシを評価するためのデー

タを収集し、分析した。その分析に基づき、コンテスト参加学生に対して、チームごとにコン

ピテンシを評価した。ただし、コンピテンシの評価の多くは、著者による主観的な評価となっ

た。また、研究当初に設定した IT コンピテンシの定義に沿う形ではまとまらない部分も少なく

なかった。しかし、本研究の分析評価において、ビジネスコンテストにおける、参加者のコン

ピテンシを参加者の自己評価によって自覚させることが、有効であると示唆された。 

 そして、今後の展望としては、静岡大学ビジネスコンテストと、その参加学生に対するコン

ピテンシ評価を継続させたい。また、その評価結果を分析することでコンピテンシ評価の指標が

定められ、ビジネスコンテストにおけるより有効なコンピテンシ育成がなされることを期待した

い。 
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第１章 序論 

 

1.1 研究背景 

近年、社会的なコンピテンシへの注目が高まっており、人材育成にコンピテンシを導入する

企業が増加している。コンピテンシとはあらゆる行動特性のうち、特定の役職や業務に置いて優

秀な成績を発揮する人に共通する行動特性のことである。企業は、目に見える「知識」や「技術」

だけでなく、目に見えにくいコミュニケーション力などといったコンピテンシによって人材を評

価することで全体の成果をあげようとしている。 

特に IT 業界におけるコンピテンシへの注目は顕著である。我が国の経済・産業の持続的な発

展に不可欠である IT を担う人材の需要は拡大を続けており、コンピテンシを活かして IT 人材

育成を進めようとする動きが見られる。 

将来高度 IT 人材になることが期待される情報系学生には、IT 人材に求められるコンピテンシ

を大学教育において向上させる必要がある。就職活動でもコンピテンシを問う”コンピテンシ面接”

が積極的に用いられている。学生のコンピテンシ向上は就職難を乗り越えるためにも、就職した

後に IT 業界で活躍するためにも必須である。 

 学生生活でコンピテンシの向上を図ることのできる活動は、演習型授業、サークル活動、イン

ターンシップなど様々にある。静岡大学情報学部湯浦研究室が主催する静岡大学ビジネスコンテ

ストもそのひとつとしてあげられる。しかし、それら活動を通じてどのようにどんなコンピテン

シが向上するのかは解明されていない。コンピテンシに関する議論が盛んに行われている一方、

その育成過程が明らかになっていないのだ。コンピテンシ上昇のための有効な育成方法の解明が

求められている。 

 

 

1.2 研究目的 

本研究では静岡大学ビジネスコンテストに参加する学生に自身のコンピテンシ向上を自覚さ

せ、その達成度を評価する。そしてコンピテンシの有効な育成過程について検討する。 

 

静岡大学ビジネスコンテストは、主に静岡大学情報学部の学生が参加する。1 名から 3 名のチ

ームごとに、ビジネスプランの実現を目指しあらゆる課題・問題を解決していく 2 ヶ月弱で行わ

れるイベントである。 
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1.3 論文構成 

 本論文は全 6章からなる。 

第 1章では、序論として本研究を行うにあたっての背景及び目的を述べた。 

第 2章では、コンピテンシの定義と、静岡大学ビジネスコンテストの現在までの成果について

述べる。 

 第 3章では、第 3回静岡大学ビジネスコンテストの概要とコンピテンシ評価のためのデータ収

集方法について述べる。 

 第 4章では、収集したデータに基づく各チームのコンピテンシに対する評価を述べる。 

 第 5章では、本研究におけるコンピテンシ評価に対する考察とビジネスコンテストに対する主

催者の所感について述べる。 

 第 6章では、結論と今後の展望について述べる。 

 

 

 なお、参考にした文献、WEBサイトなどは、文末脚注の形で巻末に示した。 
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第２章 コンピテンシと過去の静岡大学ビジネス

コンテストについて 

 

2.1 コンピテンシとは 

2.1.1 コンピテンシの定義 

コンピテンシとは文部科学省の定義によれば、単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を

含む様々な心理的・社会的なリソースを活用して、特定の文脈の中で複雑な要求（課題）に対応

することができる力である。ただ、コンピテンシの範囲はその定義によって様々である。 

 

図 2-1 で情報処理推進機構（IPA： Information-technology Promotion Agency）の定義による

コンピテンシのフレームワークを示す。 

 

 

図 2-1 コンピテンシのフレームワーク 

 

コンピテンシを大きく二つに分類すると、技術要素と人間要素に分かれる。 

技術要素は、スキルのうちの技術スキルや、知識といった比較的把握、開発しやすいコンピテ

ンシを指す。技術スキルとは、IPAの定義した組み込みスキル標準(ETSS：Embedded Technology 

Skill Standards)における技術要素、開発技術、管理技術に定義されたスキルに相当する。 

人間要素は、スキルのうちの行動スキル、行動特性、心理特性といった、直接把握したり開発

したりすることが難しいコンピテンシを指す。行動スキルとは、ETSS におけるパーソナルスキ

ル、ビジネススキルに定義されたスキルに該当する。 

広義でのコンピテンシはコンピテンシのフレームワーク全体を指し、狭義のコンピテンシはコ

ンピテンシの人間要素を指す。本研究で扱う主なコンピテンシ領域は、人間要素のうちの行動特
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性の部分を指す。行動特性とは、例えば対人関係力や自己表現力などを指す。 

あらゆる行動特性のうち、特定の役職や業務に置いて優秀な成績を発揮する人に共通する行動

特性をコンピテンシと定義する。人間要素は過去から現在に至る個人を取り巻く環境や経験に基

づいて形成されている。 

コンピテンシの技術面の応用に関しては、上記のフレームワークで整理できるが、一般的には

確立されたフレームワークは定まっているわけではない。 

 また、上記以外のコンピテンシのフレームワーク例としては、米国人事管理庁は、仕事上の役

割や機能をうまくこなすために、個人に必要とされる測定可能な知識、技術、能力、行動、およ

びその他の特性のパターンと定義している。この定義では、コンピテンシに技術的要素を含んで

いる。 

 

 

2.1.2 コンピテンシへの社会的な注目 

 従来、人材教育といえば知識やスキルの習得に目が向きがちであったが、近年、企業や教育現

場で個々人の成果アップに欠かせないものとしてコンピテンシに注目が集まっており、さまざま

な機関がコンピテンシに関して議論している。 

  

経済開発協力機構（OECD：Organisation for Economic Co-operation and Development）が、

学力の国際標準として「キー・コンピテンシー(主要能力)」1を定義している。 教育の成果と影

響に関する情報への関心が高まり、「キー・コンピテンシー」の特定と分析に伴うコンセプトを各

国共通にする必要性が強調され、OECD は、「コンピテンシーの定義と選択」（DeSeCo）を 1997 年

末にスタートさせた。2003 年に最終報告し、生徒学習到達度調査(PISA調査：生徒学習到達度調

査)の概念枠組みの基本となっている。 

コンピテンシーとは、単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を含む様々な心理的・社会

的なリソースを活用して、特定の文脈の中で複雑な要求（課題）に対応することができる力、と

概念づけている。「キー・コンピテンシー」は、  

(1)社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力（個人と社会との相互関係） 

(2)多様な社会グループにおける人間関係形成能力（自己と他者との相互関係） 

(3)自律的に行動する能力（個人の自律性と主体性） 

の３つのカテゴリーに分かれている。この枠組みの中心にあるのは個人が深く考え、行動するこ

との必要性である。この３つのカテゴリーに対して、それぞれ 3つのコンピテンシーを示してい

る。 

(1) 言語、シンボル、テクストを活用する能力/知識や情報を活用する能力/テクノロジーを活

用する能力 

                                                   
1 文部科学省 OECD におけるキー・コンピテンシーについて 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/016/siryo/06092005/002/001.htm 

(2014 年 2 月現在) 
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(2) 他人と円滑に人間関係を構築する能力/協調する能力/利害の対立を御し、解決する能力 

(3) 大局的に行動する能力/人生設計や個人の計画を作り実行する能力/権利、利害、責任、限

界、ニーズを表明する能力 

共に生きるための学力を身に付けて、人生の成功と、良好な社会を形成するためにはこの「キ

ー・コンピテンシー」を向上させることが求められる。 

 

 

 経済産業省は、2006年に社会人基礎力を「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくため

に必要な基礎的な力」として意義付けている。これはコンピテンシの考え方をベースに社会で働

く上での力を３つのカテゴリー、12の能力要素に分類している。 

 

 前に踏み出す力(アクション) 

 主体性 

 働きかける力 

 実行力 

 考え抜く力(シンキング) 

 課題発見力 

 計画力 

 想像力 

 チームで働く力(チームワーク) 

 発信力 

 傾聴力 

 柔軟性 

 状況把握力 

 規律性 

 ストレスコントロール力 

 

 これらは、社会に出てどのような仕事についても必要になると思われる能力であり、学生のう

ちに身につけておくことが望ましい。 

 

様々な企業の人事担当者もコンピテンシに注目している。社内で高い業績を上げている社員の

基礎能力等を細かに観察し、何がその人を「仕事のできる社員」にしているのかを明らかにする。

この“コンピテンシ”を行動基準や評価基準に活用することにより、社員全体の行動の質を上げ

ていこうとしている。また、採用活動においても、その企業の好業績者に共通するコンピテンシ

の高い学生を採用しようと、学生のコンピテンシを問う“コンピテンシ面接”を行うなどしてい

る。 
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また、IT業界においてコンピテンシに関する議論はさらに活発に行われている。我が国の経済・

産業の持続的な発展のためには、企業や社会活動のインフラとなる IT の整備は不可欠である。

また、それに伴い IT に関する製品・サービスの提供や IT の活用を担う人材の需要は拡大を続

けており、IT 人材育成の必要性が高まっている。そんな中、IT人材の育成は「量」の確保だけ

ではなく「質」の確保についても課題となっている。その「質」の確保について、コンピテンシ

を活かした人材育成を行おうとする動きが活発である。 

 

IPA は経済産業省と文部科学省の産学人材育成パートナーシップのもと立的な産学連携による

IT人材の育成を支援する「ハブ」機能を果たすべく、情報共有と相互連携の促進、産学連携活動

の普及・拡大への支援を行っている。2013 年 12 月 25 日には産学連携 IT 人材育成シンポジウム

2013を開催し、実践的講座で学生に修得させたいコンピテンシーの育成・評価モデルをガイドと

してまとめ、人材育成の新たな視点と実践的講座の成果充実への方向性を共有することを目的に

シンポジウムを開催している。 

 

またあらゆる大学で、コンピテンシを向上させるための実践的な授業が行われている。 

静岡大学情報学部で行われている「Web システム設計演習」は、情報システム構築の上流にお

けるコミュニケーションのあり方を体験的に学習し、異なる知識や視点を持っている利用者や他

の設計者と対話して「何を作るか」を段階的に明確にしていくものである。大手 IT 企業から講師

を招き実際の顧客とのセッションを真似て要求のヒアリングや要件定義を行い、最終発表では学

生が考案した提案を企業の方に聞いてもらいコメントをいただく。5，6 人のグループで作業を進

めるこの授業は特にグループワークでのコンピテンシの発揮が必要とされる授業である。 

 

 

2.1.3 IT コンピテンシの定義 

 OECDの定義した「キー・コンピテンシー」を参考に、IT業界で活躍する人材に共通する行動特

性“ITコンピテンシ”(図 2-2)を以下の 6項目と定義する。 

 IT業界で活躍するためには、なにより”解決策”を導き出すことが重要とされる。課題解決に

向けたコンピテンシを重要視し、課題発見力、課題分析力、課題解決力の 3 つに分け定義する。 

導き出した解決策が課題に対し適したものか、客観的に評価できる力も必要である。ここで、

評価力を 4つ目の ITコンピテンシとする。 

客観的に解決力を導きだす時にはチームワークを通じて行う場合が多く、チーム内での話し合

いはもちろん、チーム外との接触においても高度なコミュニケーション力が求められるので、コ

ミュニケーション力を 5つ目の ITコンピテンシとする。 

 チーム活動の中では、一人一人が自らの立場や役割を正しく理解し作業に取り組むことが、解

決策を速やかに出すために重要である。役割認識力を 6つ目の ITコンピテンシとする。 

 

 課題発見力とは、自らが直面している課題を発見し、それを引き起こしている原因を見つ
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ける力である。原因発見のために、アンケートを行ったり文献を調査したりすることが求

められる。 

 課題分析力とは、課題の解決に向けてさまざまな角度から課題を分析できる力である。 

 課題解決力とは、課題を解決させる手段や方法を作り出す力である。 

 評価力とは、自分や自分の属するチームの成果を正しく評価できる力である。他人の成果

を公平に評価できることが求められる。 

 コミュニケーション力とは、周囲の人間とコミュニケーションを進める力である。ただ会

話するだけでなく、自分の意思をわかりやすく伝えることや、相手の意思を読み取ろうと

することが必要である。 

 役割認識力とは、集団の中で自分に求められている役割を正しく認識し実行できる力であ

る。 

 

 

図 2-2 ITコンピテンシ 

 

 

2.2 ビジネスコンテストについて 

 IT コンピテンシの育成に関連深い活動としてビジネスコンテストがあげられる。ビジネスコン

テストとは、ビジネスのアイディアを構想、便益を具体化するとともに、ビジネス実施上の課題

への解決法を検討した計画案を競うコンテストである。全国各地の自治体・関係機関などが主催

し、学生や起業を目指す若者が参加している。ビジネス計画においては、ビジネスの主体、パー

トナーおよび顧客におけるメリット・デメリットをさまざまな視点から考察し、一貫性のある計

画として幅広い分野に経験を持つ審査員に対してアピール力の高いプレゼンテーションにまと

ITコンピ
テンシ

課題発見
力

課題分析
力

課題解決
力

コミュニ
ケーショ
ン力

評価力

役割認識
力
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める必要がある。学生にとっては、コンピテンシ育成に適した課外活動のひとつと言える。 

 

2.3 過去の静岡大学ビジネスコンテストについて 

 ここで、静岡大学ビジネスコンテストについて紹介する。静岡大学ビジネスコンテストは、過

去に 2011年 11月、2012年 12月と 2013年 11月に開催されてきた。2013年の第 3回は本研究の

研究対象となっている。2011 年の第１回コンテストを湯浦研究室卒業生である孫暁維の卒業論文

を元に、2012年の第２回コンテストを同研究室卒業生の山口武紘の卒業論文を元に紹介する。 

  

  

2.3.1 第１回静岡大学ビジネスコンテスト 

「学生のスキル向上と同時に社会人との交流ができるイベント」を作ることを狙いとして、情

報学部生を対象に、2011年に第１回静岡大学ビジネスコンテストが開催された。主催者は当時静

岡大学湯浦研究室 4年生であった孫暁維と飯尾和茂（現卒業生）である。 

コンテストの構想にあたっては、情報学部生をはじめとする学生の就職に向けた活動の現状を

調査した。この結果、「就職に向けた活動は、企業と学生がそれぞれ取り組む活動だけではなく、

合同して行うイベントが多い」ということがわかった。例えば、インターンシップ、ビジネスコ

ンテスト、産学連携プロジェクト等である。 

 

参加者は「静大情報学部生」と「社会人（企業実務担当者）」に分かれる。  

「静大情報学部生」は応募者として、または提案への助言者、ビジネスコンテスト本番のオー

ディエンスとして参加する。社会人は応募者の助言を行うために参加する。図 2-3 は第１回静岡

大学ビジネスコンテストのスケジュールである。 
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図 2-3 第１回静岡大学ビジネスコンテスト スケジュール 

（静岡大学情報学部 2011年度卒業論文 孫暁維）より  

 

 

参加学生同士と参加社会人が、直接的で対面形式な議論を可能にするために、ワークショップ

を開催した。学生は考えた提案を仮提出し、それを基にワークショップで議論し、社会人や他の

学生からの指摘や助言を参考に提案をさらにブラッシュアップする。ワークショップは全部で４

回行われ、うち３回は社会人による助言が行われた。開催時間は３時間で、前半２時間を各チー

ムのプレゼンテーションと質疑応答の時間に当て、残り１時間を自由討論の時間として設けた。  

参加学生にとってワークショップは、提案を考える過程でぶつかった問題の解決策を見つける

ための一つの手段でありながら、自分たちの提案や考え方の未熟さを指摘される過酷な時間でも

ある。そのため、毎回のワークショップの、特に前半部分は緊張した雰囲気に包まれることが多

かった。 

 また、第１回静岡大学ビジネスコンテストでは Facebook による議論も行った。図 2-4 はその

場面である 。Facebook による議論はワークショップ同様、学生が他の参加者から指摘や助言を

もらう場としての役割を果たす。学生はここでの学びを基に、提案をさらにブラッシュアップし

ていくのである。プライバシーと著作権を考慮して、参加者全員を「静岡大学ビジネスコンテス

ト１st」というグループに登録させ、グループ参加者以外の Facebook 利用者からはグループ内

の内容が確認できないようにした。  

そして、何よりワークショップと異なるのは、リアルタイムで情報を更新できること、いつでも

どこでも情報を確認できることである。また、Facebook のアプリケーション機能を利用して、資

料のアップロード、閲覧やダウンロードすることができる。参加社会人の中には、仕事の都合で

ワークショップに参加できない方もいたが、都合の良い時間に閲覧できる Facebook を利用する

ことによって学生に助言を行うことができた。 
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図 2-4 Facebookによる議論 

（静岡大学情報学部 2011年度卒業論文 孫暁維）より 

 

 

  第１回静岡大学ビジネスコンテスト終了後のアンケートによれば、参加学生は社会人・その他

学生とのコミュニケーションを行う範囲が広がり、ワークショップに参加したすべての学生が、

社会人と議論できたことに満足していた。また、参加学生のほとんどが「主体性」・「行動力」・「コ

ミュニケーション能力」の成長を遂げた。さらに、「事業の継続性とコスト感覚」や「データによ

る裏付けの必要性」など、ビジネス感覚を身に付けられた。そして、静岡大学ビジネスコンテス

ト 2011にたいして、参加者 15人中 14 人「満足」もしくは「大変満足」と回答した。  

 課題として、コンテストの規模の小ささが挙げられた。参加チーム 6(参加者 15名)であったこ

とから、開催意義の視点からも参加者拡大の試みが必要であることが示唆された。 
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2.3.2 第 2 回静岡大学ビジネスコンテスト 

2012年も、2011年に引き続き第二回静岡大学ビジネスコンテストを開催した。ワークショップ

や Facebookを用いての議論形成、コンテスト当日の評価項目などは 2011年の体制を踏襲し行っ

たが、コンテスト自体の目的と範囲をより具体的に定めたところが、2011 年とは異なる。 コン

テストの目的は、「静岡大学情報学部または他の学生が、社会人とともにビジネスを論ずることに

より、高度ＩＴ人材となるための構想力、行動力の育成を図る」である。応募するビジネスの範

囲としては、学生の関与について「学生が利用者であるビジネス」、または「学生が企業に提案す

るようなビジネス、あるいは自身で起業する対象となるビジネス」のいずれかに該当することが

必要である。また、ビジネスの性格については、「利用者へのメリットが明確で、かつ継続した利

益が見通せるビジネス」あるいは「社会的貢献が明らかで、かつ事業を継続させる戦略をもつビ

ジネス」のいずれかに該当している必要がある。  

 

更に 2011年とは異なる点として、第１回静岡大学ビジネスコンテストの時点で構想されてい

たように、より多くの社会人の方々、また 5名に及ぶ他大学(津田塾大学・愛知教育大学)からの

参加があったということである。参加チーム 7(参加者 18 名)と第１回に比べ、周囲を巻き込み、

規模の大きいコンテストになったと言えるであろう。表 2- 1 では、第 2 回静岡大学ビジネスコ

ンテストの活動スケジュールについて説明する。 

 

表 2－1 第２回静岡大学ビジネスコンテスト 活動スケジュール 

 

  

準備期間を含めた開催日程は昨年とさほど変わらず、コンテスト参加者は約一ヵ月間、ワーク

ショップや Facebook での議論を通して自ら考案するビジネスプランを改善し、最終発表会での

発表に備えた。  
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2.4 静岡大学ビジネスコンテストにおける学生の活動内容 

 第１回および第 2回の静岡大学ビジネスコンテストでの学生の活動内容について説明する。参

加学生はまず、ビジネスコンテストの説明会に参加しコンテストの概要を把握する。(第 2回の場

合プレ・ワークショップ、図 2-1) その前後で 1~3名でチームを組み、チーム名と仮テーマを決

定する。その後は、テーマの実現に向けてビジネスプランに対し試行錯誤する。その試行錯誤を

分解すると、３つに分類される。課題の探索、課題の分析、課題の解決である。(図 2－5) 試行

錯誤の結果をワークショップや Facebookで発表し、その結果を受けまた試行錯誤する。 

 

 

図 2-5 静岡大学ビジネスコンテストにおける学生の活動内容 

 

 昨年の第 2回静岡大学ビジネスコンテストに、著者はチーム Yの一員として参加した。テーマ

は「マイボトル式自動販売機」である。静岡大学浜松キャンパスでのビジネスを考えていた。そ

れを例とし、「試行錯誤」を具体的に説明する。(図 2-6) 

 チーム Yは、マイボトル式自動販売機を「エコで安くてお得」という点でアピールしワークシ

ョップで発表した。そこで、「自動販売機を使うほどマイボトルが普及しているとは思えない、利

用促進はどうするのか」という指摘を受けた。ここで「なぜマイボトルが普及しないのか」とい

う「課題を探索」するために、学生に聞き取り調査を行った。すると、「普段マイボトルを使う機

会がない」「わざわざ買おうと思わない」という意見が多く聞かれた。探索された課題は「学生が

マイボトルを買う理由がない」ことであった。この「課題を分析」した。そして、学生がマイボ

トルを買わずしても手に入れること、学生にマイボトルを無料配布が必要だと考えた。無料配布

のために、マイボトルに近隣の自動車学校の広告を入れることでその資金を提供していただける

よう交渉した。こうして「マイボトルに広告の入れることで学生への無料配布を実現」という「問

題の解決」策を導いた。実際には「課題探索」、「課題分析」と「課題解決」のそれぞれの中でも

試行錯誤の３つのループを繰り返していると考えられる。 
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図 2-6 第２回静岡大学ビジネスコンテスト チーム Yを例にした活動内容の具体例 

 

2.5  ビジネスコンテストの経験と就職活動 

試行錯誤を繰り返すなかで、多く悩み苦労したが、その分ビジネスプランを発展させることが

できた。ビジネスコンテストを終え、著者は大きな達成感を味わった。 

その後、著者は就職活動が始めた。就職活動でもビジネスコンテストの経験はとても活きた。

プレゼンテーションを多く経験したことで得たわかりやすい話し方や、文章のつくり方は就職活

動でとても役立った。また、ビジネスコンテストでの経験自体に多くの企業が関心を示してくれ

た。ビジネスコンテストを通じて、自分の成長を感じることができた。それはコンピテンシの向

上であり、それが企業にも評価されたのだと考える。12月から始めた就職活動は 3 月までに内々

定を 3社から頂き、４月には終了した。チーム Yの他のメンバー２人も、４月中に就職活動を終

了した。二人もビジネスコンテストの経験を活かし、就職活動を成功させたとのことだ。 

 

2.6 ビジネスコンテストとコンピテンシの関連 

 静岡大学ビジネスコンテストは、テーマの選択にほぼ制限がなく、活動方法もチームのやり方

に委ねられており、とても自由度の高い活動である。チームごとに異なるテーマに取り組むので、

そこで出てくる課題も様々であるし、その解決策も多様である。良くも悪くも自分たち次第のイ

ベントであり、自発的な行動が求められる。自分たちで考えなければ、行動しなければ、解決策

を見出すことはできないのだ。このような状況だからこそ、コンピテンシを向上させやすいのだ

と考える。 
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第３章 第３回静岡大学ビジネスコンテストにつ

いて 

 

3.1 第 3回静岡大学ビジネスコンテストの概要 

 2013 年も、過去２回のビジネスコンテストの成果を活かし、第３回静岡大学ビジネスコンテ

ストを開催した。主催者は著者である。コンテストの目的は、「静岡大学情報学部ほかの学生が、

社会人とともにビジネスを論ずることにより、高度 IT人材となるための構想力、行動力の育成を

図る」である。応募するビジネスの範囲については 2012年と同様に学生の関与について「学生が

利用者であるビジネス」、または「学生が企業に提案するようなビジネス、あるいは自身で起業す

る対象となるビジネス」のいずれかに該当することが必要である。また、ビジネスの性格につい

ても昨年と同様に、「利用者へのメリットが明確で、かつ継続した利益が見通せるビジネス」ある

いは「社会的貢献が明らかで、かつ事業を継続させる戦略をもつビジネス」のいずれかに該当し

ている必要がある。 

 

コンテストの規模としては、第３回静岡大学ビジネスコンテストは第２回よりさらに規模の大

きい大会となった。第２回は参加チーム 7(参加者 18 名)であったが、第３回は参加チーム 8(総

参加者 22名)となった。他大学からは計 4名の参加があった。この 4名は専修大学ネットワーク

情報学部の学生である。 

Facebookの活用法やワークショップでの発表・議論形式は、第２回コンテストの方法を踏襲し

た。表 3-1では、第３回静岡大学ビジネスコンテストの活動スケジュールについて説明する。表

3-2では、参加チームとそれぞれのテーマについて説明する。 
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表 3-1 第 3回静岡大学ビジネスコンテスト 活動スケジュール 

 

 

 

 

 

表 3-2 第 3回静岡大学ビジネスコンテスト 参加チーム 

 

 

 

 

（途中 1 名入替） 
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3.2 評価基準 

 静岡大学ビジネスコンテストの決勝では、専門知識や経験を持つ社会人と前年度優勝チーム

所属学生による審査(以降審査員)と、オーディエンス審査の 2種類に分かれて行われる。 

 審査員による審査は、「提案に対する評価」、「プレゼンテーションに対する評価」と「提案に至

る過程に対する評価」という３つの方向性を元に審査方法を定めた。審査項目が 8つ、各 10点の

配点で、一人の審査員がひとつのチームに対し 80点満点で得点をつける。審査項目中、１つ目か

ら５つ目までが「提案に対する評価」に、６つ目と７つ目が「プレゼンテーションに関する評価」

に、８つ目が「提案に至る過程に対する評価」に対応する。図 3-1は実際に使用した審査用紙で

ある。 この 3 つの方向性を選定した理由は、学生に「ビジネス感覚」・「専門知識」・「コミュニケ

ーション能力」・「主体性」・「行動力」という５つの魅力を提供するためである。この方向性は第

１回静岡大学ビジネスコンテスト時から変わっていないが、今回はその中身をより細かく設定し

た。表 3-3で第 3回静岡大学ビジネスコンテストの評価基準を示す。 

 

表 3-3 第 3回静岡大学ビジネスコンテスト 評価基準 

 

 

 

 これらの評価基準を、第３回静岡大学ビジネスコンテストの「キックオフセミナー(表 3-1)」

においてすべて説明し、学生にこれらを意識させながらコンテストに参加することを促した。ま

た審査員にもビジネスコンテストの最終発表会前に説明した。 

 

 オーディエンスによる審査は、ビジネスコンテスト当日に会場で参加学生のプレゼンテーショ

ンを傍聴した全ての方によるものである。これは、各チーム最低 1 点最高 10 点で優劣をつけさ

せた。(図 3-2)プレゼンテーションを受けた側が「最も興味を持つ提案」を選ぶことが目的であ
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る。オーディエンスによる審査は、審査員の審査結果とは別にオーディエンスに賞として表彰す

る。 

 

 

 

図 3-1 第３回静岡大学ビジネスコンテスト 審査用紙 
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図 3-2 オーディエンス審査用紙 
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3.3 コンピテンシ評価のためのデータ収集方法 

 学生のコンピテンシ向上を評価するために、ビジネスコンテスト期間中にいくつかデータを収

集した。体系的にデータを収集し、学生のコンピテンシ向上の様子を観察した。行ったのは、ワ

ークショップの議事録の書き出し、Facebookでの議論の収集と 2回のアンケートである。 

 アンケートは 11月 9日に 1回目の中間アンケートを、11月 26日に 2回目の最終アンケートを

実施した(表 3-1 参照)。中間アンケートは全 8 問で構成されており、いずれも IT コンピテンシ

(第 2章 2.1参照)について問う設問となっている。最終アンケートは全 11問で構成されており、

内容は中間アンケートと変わらないが、中間アンケートの「問題の提案について」「問題の明確化

について」「問題の解決手段について」の部分について設問を改善した。図 3-3 は中間アンケー

ト、図 3-4と図 3-5は最終アンケートである。 

 

ワークショップの議事録に関しては、コンピテンシを評価するための有効なデータを得られな

かった。ワークショップでは議論の発生を期待していたが、社会人から参加者へのアドバイスが

多かったため、参加者と社会人が議論するという場面がほぼ発生しなかった。学生は受身の立場

であり、多くのヒントや知識は得たがコンピテンシ向上に繋がる場面は見られなかった。 

中間アンケートは、参加学生中 18名を対象に行い、有効な回答は 17件であった。最終アンケ

ートは参加学生中 18名を対象に行い、有効な回答は 16件であった。 
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図 3-3 第３回静岡大学ビジネスコンテスト中間アンケート 
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図 3-4 第３回静岡大学ビジネスコンテスト 最終アンケート前半部 
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図 3-5 第３回静岡大学ビジネスコンテスト 最終アンケート後半部 
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3.4 コンテスト結果 

 11 月 21日に行われた第３回静岡大学ビジネスコンテスト最終発表会では、7 名の審査員と 42

名のオーディエンスにより審査が行われた。審査員は各チームに対し 80 点満点で採点するため

(3.2 参照)、１チームあたりの満点は 560 点である。審査結果を表 3-4 で示す。優勝したのは、

「Convenience Car(EVカーシェアリング)」を提案したチーム Cで合計得点は 416点(得点率 74％)

であった。 

 

オーディエンス審査の集計にあたり、審査用紙を二つに分類した。すべてのチームを審査した

「全回答」と、参加チームや途中退出者などの「部分回答」である。それぞれの平均値を算出し、

さらに「全回答」と「部分回答」の平均値を出した。この結果をオーディエンスからの順位とし

た。 

その結果、オーディエンス審査で１位になったのは、審査員審査で 3位であり、「MayoLis!(ア

ウトレット買い物サービス)」を提案したチーム Fである。 

 

 

3.5 参加学生へのフィードバック 

 ビジネスコンテストの終了後、各チームに対しフィードバックを提供した。審査員審査の結果、

審査員からのコメント、オーディエンス審査の結果とオーディエンスからのコメントがその内容

である。 

 審査員審査の結果は、各審査員からの得点と、項目別の順位、また評価軸ごとの順位も掲載し

た。また全てのチームに各審査項目に対する最高得点を知らせた。 

 図 3-6と図 3-7はチーム Eに提供したフィードバックである。 
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図 3-6 学生へのフィードバック 前半部 
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図 3-7 学生へのフィードバック 後半部 
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第 4章 収集したデータとコンピテンシ評価に対

する考察 
 

4.1 取り上げるチームについて 

  第３回静岡大学ビジネスコンテストには 8 チームが参加(表 3-2)したが、コンピテンシ評価

対象としてその中から 6チームを取り上げる。審査員審査結果の上位 3チームと下位 2チームを

取り上げるが、8 位であるチーム E はアンケートの提出に不備があり評価が不可能である。よっ

て、１位(チーム C)・2位(チーム H)・3位(チーム F)と 6位(チーム D)・7位(チーム A)のチーム

を取り上げ、中間アンケートと卒業アンケートをもとに評価する。 

 なお、節のタイトルに各チームの名前を引用するに当たり、各チームにおけるチームワーキン

グの状況を端的に表した愛称を用いた。いささか主観的な表現となるが、各チームの状況の内面

の分析を述べる上で理解を助けると考えて使用している。 

 

 

4.2 「ほどよく仲良し」チーム Cに対する考察 

4.2.1 チームの特性について 

  チーム Cは同じ研究室に所属する同じ年齢、同じ学部の男性 1名 E君、女性 2名 Yさん Aさ

んの計 3 名で成るチームである。3 人は仲が良いが、とても仲が良くていつでも一緒にいるとい

うわけでもなく、コミュニケーションをするのに害のない程度の程良い関係性であったようだ。 

 

 

4.2.2 テーマについて 

チーム Cは、浜松市内における EVカーシェアリング「Convenience Car」を発表した。 カー

シェアリングは大手コインパーキング企業が着手している事業だが、浜松市内ではほとんど普及

していない。市内のセブンイレブンをカーステーションとすることで、どこのステーションで乗

り降りができ、レンタカーよりも気軽に安価で使えるというビジネスプランである。 

 ビジネスコンテスト開始当初、メンバー各自で考案した３つのテーマで迷っていた。第１回ワ

ークショップではその 3テーマについて発表したが、第 2回ワークショップではカーシェアリン

グというテーマに決め行動を開始していた。 

 

4.2.3 アンケートに見られるコンピテンシ自己評価 

中間アンケートについて 

 表 4-1はチーム Cの中間アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。 
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 「課題の探索方法」に対して、Aさんが“企業訪問”と回答した。中間アンケートの時点で“企

業訪問”をしていたチームは他に見られなかった。 

 

 「明確化された課題」に対して全員が“コスト”と回答し、一致している。これより、全員が

同じ課題を最優先と意識し取り組めていることがわかる。 

 

 「課題の解決手段」に対して、E さん Y さんが“資料調査”と回答しており、中間アンケート

の時点では、“コスト”課題に対する具体的な解決方法は見出せていないことがわかる。 

 

 「自分たちに対する評価(優)」では他チームに比べ自分のチームの優れた点に対する評価を問

うた。これに対しては Aさん Yさんが“現実度”と回答した。 

 

「自分たちに対する評価(劣)」では他チームに比べ自分のチームの劣っている点に対する評価を

問うた。これに対しては有効な回答はなかった。 

 

「発表で工夫した点」に対しては、Eさん Aさんが“プレジ”(プレゼンテーションツールの一

種)と回答した。プレジを使用したのはチーム Cのみである。 

 

「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して A さんが”週に３

回”と回答した。方法に関して全員“LINE”(スマートフォンなどで短い文字メッセージの交換(チ

ャット)や音声通話などができるアプリケーションソフト)と回答した。 

 

「議論で工夫した点・苦労した点」では特に Facebookでの議論に対して問うている。Eさんが

“言葉遣い”と回答し、A さんが”指摘に対する改善案の考案“と回答した。 

「役割分担」に対してはメンバー全員が“専門タスク別分担”と回答し、一致している。 
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表 4-1 チーム C中間アンケート 

 

 

 

最終アンケートについて 

 表 4-2はチーム Cの最終アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。 

「ぶつかった課題」に対しては、E さんと A さんが”差別化”、”ニーズ分析”、”コストの

精密度”と回答している。Yさんは”アイディア不足”、”予想外の指摘”と回答している。Eさ

ん A さんがプランの課題を回答しているのに対し、Y さんの回答した 2 点はプラン自体の課題で

はない。 

 

 「課題の探索方法」に対しては、”話し合い”、”資料調査”、”アンケート”、”アドバ

イス”と回答している。”ニーズ分析”に対して回答されている”アンケート”は中間アンケー

ト時点では見られなかった方法である。 

  

「課題の原因」に対しては、E さんは「ぶつかった課題」で回答した 3 つの課題全てに対し”知

識不足”と回答した。Aさんは”差別化”という課題に対して”独自性が不明確”と回答した。Y

さんは、”アイディア不足”に対して”情報不足”、”予想外の指摘”に対して”アドバイス”

と回答した。 

 

 「導いた解決策」に対しては、E さんは”差別化”と”ニーズ分析”という課題に対して”セ

E
課題の探索方法 アドバイス
明確化された課題 コスト
課題の解決手段 資料調査
自分たちに対する評価(優) 回答なし
自分たちに対する評価(劣) 回答なし
発表で工夫した点 プレジ
コミュニケーションの頻度/方法 LINE,Slype
議論で工夫した点・苦労した点 言葉遣い
役割分担 専門タスク別分担

A
課題の探索方法 アドバイス/企業訪問
明確化された課題 コスト/差別化
課題の解決手段 コストの再計算
自分たちに対する評価(優) 現実度
自分たちに対する評価(劣) 回答なし
発表で工夫した点 プレジ
コミュニケーションの頻度/方法 週３の話し合い/LINE
議論で工夫した点・苦労した点 指摘の改善策の考案
役割分担 専門タスク別分担

Y
課題の探索方法 資料調査
明確化された課題 コスト
課題の解決手段 資料調査
自分たちに対する評価(優) 現実度
自分たちに対する評価(劣) 回答なし
発表で工夫した点 回答なし
コミュニケーションの頻度/方法 LINE,Skype
議論で工夫した点・苦労した点 特になし
役割分担 専門タスク別分担

チームC中間アンケート
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ブンイレブンの利用”、”コストの精密度”に対して”資料とアドバイスから模索”と回答した。

A さんは、”差別化”に対して”サービス体系改善”、”コストの精密度”に対して”精密なコ

スト計算”、”ニーズ分析”に対して”料金設定の改善”と回答した。Y さんは、”アイディア

不足”に対して”アイディア発見”、”予想外の指摘”に対して資料の調査と回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(優)」では、3名が共通して“プレゼン”と回答している。他には、E

さんが“コスト計算”、Aさんが“現実的なプラン”、Yさんが“役割分担”、“話し合いの頻度”と

回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(劣)」では、Eさんが”エンターテインメント性の欠如”、Aさんが”

目新しさのなさ”と回答した、Yさんは回答なし。 

 

 「最優秀チーム」は自分のチーム以外で最も優れたビジネスプランを発表したチームを問うた。

E さんは、”チーム F”、「その優れた点」は”オリジナリティ”と回答した。A さんは、”チー

ム F”、「その優れた点」は”ターゲッティングがうまい”と回答した。Y さんは”チーム H”、

「その優れた点」は”必要性”と回答した。 

 

 「発表で工夫した点」に対しては、3名とも”プレジ”と回答した。これに加えて Aさんは“配

布資料”“台本作成”とも回答した。 

 

 「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して、Eさんが“週 2,3”、

Aさんが“週 3、3~4時間”、Yさんが“週 3以上”と回答した。方法に関する記述はなかった。 

 

 「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、Eさんが“Facebookでのコメント返しの担当

決め”に苦労したと回答した。Aさんは”言葉遣い”“返答の時期”に苦労したと回答した。Yさ

んは該当する記述がなかった。 

 

「役割分担」に対してはメンバー全員が“専門タスク別分担”と回答し、一致している。 
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表 4-2 チーム C最終アンケート 

 

 

 

4.2.4 主催者が観察したコンピテンシの発揮度 

アンケートの役割分担については、全員が 2回のアンケートで同じ回答内容であった。チーム

C は参加チームのなかで最も役割分担を的確にしており、調査分析・資料作成・損益計算という

専門タスク別で役割を分け、作業を進めてきた。コンテスト開始当初から役割認識力が高かった

が、コンテストが進むにつれ、分担が明確になったことがアンケートから判明した。役割認識力

は向上したようだ。それに伴って、各所に専門性の感じられる提案に感じられた。 

 

ぶつかった課題 差別化 ニーズ分析 コストの精密度
課題の探索方法 話し合い 資料調査 アドバイス
課題の原因
導いた解決策 資料とアドバイスから模索
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題 差別化 コストの精密度 ニーズ分析
課題の探索方法 資料調査 資料調査 アンケート
課題の原因 独自性が不明確 記述なし 記述なし
導いた解決策 サービス体系改善 精密なコスト計算 料金設定の改善
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題 アイディア不足 予想外の指摘 該当記述なし
課題の探索方法 話し合い アドバイス 該当記述なし
課題の原因 情報不足 知識不足 該当記述なし
導いた解決策 アイディア発見 資料調査 該当記述なし
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

チームC最終アンケート

FBコメント返しの担当決め

言葉遣い、返答の時期

チームF
オリジナリティ

プレゼン、コスト計算
エンターテインメント性の欠如

目新しさのなさ

専門タスク別分担

プレジ

プレジ、配布資料、台本作成

プレジ

週2.3

週3,3~4時間

週3以上

チームF

チームH

ターゲッティングがうまい

必要性

プレゼン、現実的なプラン

役割分担、プレゼン、話し合いの頻度

Y

A

なし

E

該当記述なし

専門タスク別分担

専門タスク別分担

セブンイレブンの利用
知識不足
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チーム Cは発表方法でも目立っていた。昨年までのビジネスコンテストの提案は全ての参加チ

ームがマイクロソフトのパワーポイントを使い、プレゼンテーションを行ってきたが、チーム C

は”Prezi（プレジ）”というツールを利用した。プレジの大きな特徴はページをめくるという概

念がないことである。１枚の大きなキャンバスに、自由な発想で自由な大きさで、自由なレイア

ウトで、プレゼンテーションを作り、それをズームインしたりズームアウトしたりしながら発表

を進めていく。動きがあり見ていて飽きない、おもしろいプレゼンテーション資料になるのだ。 

  

アンケートの結果から、チーム Cの３人はビジネスコンテスト開始当初から週に３回以上毎回

３時間以上の議論を重ねてきたことがわかる。外部調査にも出向いていた。例えば、カーシェア

リングに使用する車について、トヨタの「COMS」を上げていたが、実際に試乗に出向き、担当の

方から話を伺っていた。実際の企業との関わりを持つことは、ビジネスプランの実現可能性を高

めるきっかけにもなり、また課題に直面した時に行動に移すことができるという点で、評価でき

る。また、今回のビジネスコンテストのワークショップに来てくださった社会人の方の中でカー

シェアリングに詳しい方がおり、困ったときその方に相談してアドバイスを受けていたようだ。

アンケート中の“アドバイス”という回答はこれを指す。頼ることができる人に適宜頼ることが

できたのも、ビジネスプランが評価された要因のひとつである。 

 

表 4-3は審査員審査によるチーム Cの採点結果である。 

 

表 4-3 チーム C 審査員審査 採点結果 

 

 

 総合１位となったチーム Cだが、全ての項目で１位というわけではないことが表 4-3からわか

る。提案に対する評価の(4)「実現可能性はどの程度あるか」については 8チーム中 5位である。

チーム Cの提案したカーシェアリングサービスは、セブンイレブンの協力なくしては成立しない

ものであった。セブンイレブンの駐車場をカーシェアリングのセブンイレブン側からのこのビジ

ネスプランに対する意見は不明なままであった。ビジネスプランはしっかりと考えられていても、

土台がない状態であった。聞いていておもしろく工夫されたビジネスプランだったが、実現可能

性は低かったことが残念だ。また、提案に対する評価(3) 「利用者メリットの明確化(ターゲッテ

ィングは適切か、ステークホルダーの利益はあるか)」についても、3位であったのもステークホ

項目別小計 項目別順位 評価軸順位

(1) 56 3位
(2) 47 2位
(3) 49 3位
(4) 46 5位
(5) 53 1位
(1) 54 1位
(2) 58 2位

議論 (1) 53 1位 1位

416

チームC

提案

プレゼン

採点者別小計

2位

2位

全体1位
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ルダーが曖昧であるのにもかかわらず、ステークホルダーに頼ったビジネスプランを展開したか

らであろう。“セブンイレブン”以外のプラン上の課題は乗り越えられたように見られるので、“セ

ブンイレブン”の壁を越えるのにもあと少しだったのかもしれない。 

 

 

4.2.5 コンピテンシ項目ごとの考察 

課題発見力 

 毎回のワークショップで指摘されたことの中から、解決できる課題から解決していったようだ。

アンケート結果の、「ぶつかった課題」に対して２名が同じ回答をしていることから、チームとし

て課題に対する意識が統一されていたことは評価できる。しかし、実現可能性について課題を発

見することができなかった点を考えると、課題発見力が向上したとは言えない。 

課題分析力 

 発見した課題に対しては、外部調査やアンケートなどさまざまな方法で分析にあたっていた。

特にコストに対しての課題を発見してから、分析力は向上していったと考える。 

課題解決力 

発見した課題は必ず解決に努めていたように感じられた。A さんの最終アンケート回答内容か

ら、課題に対して具体的な解決案を提示できていることもわかる。中間アンケートでこの傾向は

見られなかったので、課題解決力が向上したと言えそうだ。 

コミュニケーション力 

 もともと高かったコミュニケーション力が、ビジネスコンテストを通して向上した。チーム内

でのコミュニケーション力はもとより、議論する際のコミュニケーションにおいて向上が見られ

た。 

評価力 

 実現可能性の低さがチーム Cのプランにおける弱点だったが、アンケートでこの点に言及して

いるメンバーはいない。自分たちの弱点に関して評価できていない。他チームに対する評価はで

きていたと感じられる。自己評価力が低いが、他己評価はできていたと感じる。 

役割認識力 

 それぞれの適正に合わせた専門タスク別役割分担に成功している。役割認識力は元から高かっ

たようだが、コンテストが進むにつれ、各自、自らの役割に対する認識や責任の意識が高まった

ようだ、役割認識力も向上が見られた。 

 

 

 

4.3 「仲良し！自信たっぷり」チーム Fに対する考察 

4.3.1 チームの特性について 

チーム Fは同じ研究室に所属する同じ年齢、同じ学部の男性 2名 O君と M君、女性１名 Tさん
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の計 3名で成るチームである。ビジネスコンテスト期間中、共にした時間が最も長かったのはこ

のチームであった。自分たちの良いところは、「とにかく仲がよく楽しく取り組めるところ」と断

言するほど、仲が良いチームであった。仲がよく互いを認めている分、自分たちに対する自信が

強く、もう少し公平な視点から物事を見ることが必要なのではないかと感じた。情熱的なので、

突っ走ってしまう傾向にあった。それが良い方向に行くこともあれば、誤った方向に行くことも

あった。 

 

 

4.3.2 テーマについて 

チーム Fは、アウトレットモールでの買い物支援サービス「MayoLis!」を提案した。ネットシ

ョッピングでは、さまざまなショッピングサイトで同時に商品を見ることができるため、違う店

舗の商品であっても見比べることができる。「どれを買おうかな」という「悩みを形」にできる。

しかし、ショッピングモールなど実際の店舗での買い物の場合、複数店舗を同時に見ることはで

きないので、「迷いを形」にすることは難しい。それを可能にするのが、「MayoLis」である。サー

ビスをアウトレットモールに限定し、欲しい商品をリスト化したり、取り置きができたりする。

この買い物客の「迷いデータ」は今まで取ることのできなかったデータであり、そのデータその

ものに「ビッグデータ」としての価値があると考えられる。よって「MayoLis」はアウトレットモ

ールに来店する客がアプリを買うことで発生する収入だけでなく、企業のマーケティング担当が

「迷いデータ」を購入することでも収入が出る見通しを立てた。 

 

 

4.3.3 アンケートに見られるコンピテンシ自己評価 

中間アンケートについて 

表 4-4はチーム Fの中間アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。 

 「課題の探索方法」に対して、O さんは“アンケート”“アドバイス”、T さんは“聞き取り調

査”、Mさんは“資料調査”“アンケート”と回答した。 

 

 「明確化された課題」に対して、Oさんは“サービスの価値”“ユーザメリット”、T さんは“「迷

い」の定義の曖昧さ”、Mさんは“根拠不足”と回答した。 

 「課題の解決手段」に 対して、Oさんと Mさんは共通して“資料調査”“アンケート”、Oさん

はこれに加え“聞き取り調査”と回答した。Tさんは“「迷い」の時点を定める”と回答している。 

 

「自分たちに対する評価(優)」では、Oさんが“総合的に良い”、Tさんが“仲の良さ”、Mさんは、

他チームとの“相対評価は同程度”と回答した。 

  

「自分たちに対する評価(劣)」では、T さんは”根拠不足”、M さんは“利用者メリットが弱

い”と回答した。Oさんは回答なし。 
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「発表で工夫した点」に対しては、O さんと M さんは“発表導入部”と回答した。第２回ワー

クショップのプレゼンテーションから、音楽に合わせて登場するという工夫を見せていた。T さ

んは回答なし。 

 

「コミュニケーションの頻度/方法」に対して、話し合いの頻度に関しては Oさんが“週 3~4”、

Tさんが“週 2”と回答した。方法に関しては、3名が共通して“Skype”(Microsoft社が開発・

公開している、P2P 技術を応用した音声通話ソフト。インターネットを通じてパソコンや携帯情

報端末を接続し、音声通話やテレビ電話、文字によるチャットを手軽に行なうことができる)と回

答した。Oさんはこれに加えて“メール”とも回答している。 

 

「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、Oさんは“聞き手に伝わらない”、 Mさんは

“言葉遣い”、Tさんは”アドバイスに具体的に答える”ことに苦労したと回答した。 

 

「役割分担」に対しては、3名とも“分担なし”と回答したが、Oさんと Mさんが“リーダーは

Mさん”と回答している。 
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表 4-4 チーム F中間アンケート 

 

 

 

最終アンケートについて 

 表 4-5はチーム Fの最終アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。 

「ぶつかった課題」に対しては、O さんが“差別化”、”利用者メリットが曖昧”、”悩みデ

ータの価値”、Tさんが“打合せ時間不足”、“根拠不足”、Mさんが”ビジネスの中枢決定”、”

悩みデータの価値”、”ユーザの確保”と回答した。T さんは中間アンケートの「自分たちに対

する評価(劣)」でも“根拠不足”と回答している。  

 

「課題の探索方法」では、O さんは”差別化”の探索方法として“アウトレット限定案を出し

たこと”、と回答しているが、この回答は本問の意図とは合致していない。O さんの回答は課題

の解決策に該当する。また Oさんは“利用者メリットが曖昧”に対して、”アンケート”、“悩

みデータの価値”に対して“アドバイス”と回答した。T さんは“根拠不足”に対しては“話し

合い”と回答したが、“打ち合わせ時間不足”に対しては特になしと回答した。M さんは、“ビ

ジネスの中枢決定”に対して“話し合い”、“悩みデータの価値”に対して“資料調査”、“ユ

ーザの確保”に対して、“アンケート”と回答した。 

O
課題の探索方法 アンケート・アドバイス
明確化された課題 サービスの価値・ユーザメリット

課題の解決手段 アンケート・聞き取り調査・資料調査

自分たちに対する評価(優) 総合的に良い
自分たちに対する評価(劣) 回答なし
発表で工夫した点 発表導入部
コミュニケーションの頻度/方法 週3.4/Skype、メール
議論で工夫した点・苦労した点 聞き手に伝わらない
役割分担 リーダーM/分担なし

T
課題の探索方法 聞き取り調査
明確化された課題 「迷い」の定義の曖昧さ
課題の解決手段 「迷い」の時点を決める
自分たちに対する評価(優) 仲の良さ
自分たちに対する評価(劣) 根拠不足
発表で工夫した点 回答なし
コミュニケーションの頻度/方法 週２/Skype
議論で工夫した点・苦労した点 言葉遣い
役割分担 リーダーM/分担なし

M
課題の探索方法 資料調査・アンケート
明確化された課題 根拠不足
課題の解決手段 資料調査・アンケート
自分たちに対する評価(優) 相対評価は同程度
自分たちに対する評価(劣) 利用者メリットが弱い
発表で工夫した点 発表導入部
コミュニケーションの頻度/方法 Skype
議論で工夫した点・苦労した点 アドバイスに対して具体的に答える
役割分担 分担なし

チームF中間アンケート
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 「課題の原因」では、O さんは”差別化”の原因として“ステークホルダーとユーザのメリッ

トのマッチング”、“利用者メリット”に対して“ユーザのインセンティブ”、”悩みデータ”

に対して“悩みデータの利用価値に課題が多い”と回答した。T さんは“打ち合わせ時間不足”

に対して”生活スタイル”、“根拠不足”に対して“前例不足”と回答した。M さんは“悩みデ

ータの価値”に対して“前例不足”、と回答したが、他 2点の課題に対しては設問の意図と合う

記述がなかった。 

  

「導いた解決策」に対しては、O さんは”差別化”に対して”アプリに機能搭載”、”利用者メ

リット曖昧”に対して“プレゼンの工夫”、”悩みデータの価値”に対して”事例調査”回答し

た。Tさんは”打ち合わせ時間不足”に対して”Skype の活用”、”根拠不足”に対して”資料調

査・アドバイス”と回答した。M さんは”ビジネスの中枢決定”に対して”再確認”、”悩みデ

ータの価値”に対して”数値の明確化”と回答し、”ユーザの確保”については該当する記述が

なかった。 

 

 「自分たちに対する評価(優)」では、Oさんと Tさんは“発表方法の工夫”と回答した。Oさん

は“実現可能性”とも回答している。Mさんは“ビジネスモデルの根拠の明確さ”“展望の明確さ”

と回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(劣)」では、Tさんは”根拠データの不足”と回答した。Oさんは”話

し方、発表の流れ”、Mさんは”発表時の簡潔さの欠如”と回答し、2名とも発表の仕方について

言及している。 

 

 「最優秀チーム」については、Oさんと Tさんは”チーム H”と回答し、「その優れた点」につ

いて O さんは”サービスの利便性””簡潔な発表”、T さんは”実現可能性”“発表方法”“プ

ランの綿密さ”と回答した。Mさんは、”チーム G”、「その優れた点」について”実現可能性””

ビジネスモデルの完結さ”と回答した。 

 

 「発表で工夫した点」に対しては、3名とも”動画コンテンツ”について回答している。 

 

 「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して Oさんは“週 3~4”、

Mさんは“週 5”と回答した。Tさんは“Skypeは毎日”利用して連絡を取ったと回答した。ここ

で Oさんはスケジュール管理不足について言及していた。 

 

 「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、Oさんは”ビジョンを相手にいかに伝えるか”

と回答した。Tさんと Mさんは”言葉遣い”と回答した。 
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「役割分担」に対しては、O さんが“タスク別分担”と回答したが、T さん M さんは“特にな

し”と回答している。Tさんはパワーポイントの作成担当は主に Mさんだとも述べた。 

 

 

表 4-5 チーム F最終アンケート 

 

 

 

4.3.4 主催者が観察したコンピテンシの発揮度 

「迷いデータ」というのに着目したのは、ワークショップでの社会人からのアドバイスがきっ

かけである。それまでは、アウトレットモールの買い物を助ける、リスト化アプリという面しか

なかった。アドバイスを真摯に受け止め、そのデータ貴重性に目をつけたからこそこのビジネス

プランの魅力が出たといえよう。ただ買い物を助けるアプリだけでは物足りなかったサービスを、

ぶつかった課題 差別化 利用者メリットが曖昧 悩みデータの価値
課題の探索方法 アウトレット限定案を出したこと アンケート アドバイス

課題の原因
ステークホルダーとユーザのメ
リットのマッチング

ユーザのインセンティブ
悩みデータの利用価
値に課題が多い

導いた解決策 アプリに機能搭載 プレゼンの工夫 事例調査
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題 打ち合わせ時間不足 根拠不足
課題の探索方法 特になし 話し合い
課題の原因 生活スタイル 前例不足
導いた解決策 Skypeの利用 資料調査・アドバイス
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題 ビジネスの中枢決定 悩みデータの価値 ユーザの確保
課題の探索方法 話し合い 資料調査 アンケート
課題の原因 該当記述なし 前例不足 該当記述なし
導いた解決策 再確認 数値の明確化 該当記述なし
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担 特になし

チームF最終アンケート

週3~4/スケジュール管理不足を実感

Skypeは毎日

週5

ビジョンを相手にいかに伝えるか

言葉遣い

言葉遣い

サービスの利便性、簡潔な発表

実現可能性、発表方法、プランの綿密さ

実現可能性、ビジネスモデルの明確さ

動画の作成

動画を入れることで興味を引く

動画コンテンツの利用

チームG

O

T

M

回答なし

発表方法の工夫(動画)、実現可能性

発表方法の工夫

ビジネスモデルの根拠の明確さ、展望の明確さ

話し方、発表の流れ

根拠データの不足

発表時の簡潔さの欠如

チームH

チームH

タスク別分担

特になし(パワーポイントは主にM)
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迷いデータの収集という面で強化し、ターゲットをアプリユーザの個人だけでなく、企業にも向

けることができたのは素晴らしいと感じる。 

 

役割分担に関して、アンケート結果から、役割分担をしていなかったことがわかる。部分的に

担当はあったようだが、ビジネスコンテストを通じて各人に専門の役割が与えられることがなか

った。よって、全体的な流れはよかったがプランの深堀があまり出来ていないように感じた。た

だし、リーダーは Mさんが勤めていたことがわかる。よってチームのまとまりはよかった。 

 

表 4-6は審査員審査によるチーム Fの採点結果である。 

 

表 4-6 チーム F 審査員審査 採点結果 

 

 

チーム F は全体 3 位だが、プレゼンテーションに対する評価の(2)「プレゼンテーションの表

現力について。印象的なプレゼンであったか」では全体１位であり、オーディエンス賞も受賞し

ている。最終発表会での発表の冒頭で、テレビコマーシャルのようなＰＲムービーを流していた。

非常にかわいらしく、アプリの内容をわかりやすく説明していたため、オーディエンスを引きつ

けるのはうってつけであった。ワークショップから、プレゼンテーションの冒頭で音楽を流して

登場するなど、人を惹きつける工夫がうまかった。「プレゼンでオーディエンスが飽きてしまう」

という課題に対して、課題解決を行った結果であると考える。ただ、プレゼンテーションに対す

る評価(2)「発表資料には論理的な完結さがあったか」では 4位である。ビジネスプランに魅力が

ある、それを伝えたい、という思いは伝わって来るが、全てが伝わって来ず、不明な点が多かっ

たのも事実である。アンケートからも、動画の作成やその効果には満足しているものの、その他

の発表方法に関しては改善の余地があると感じていたことがわかる。   

 

 また、コンテスト開始当初から、自らのチームのプランに自信を持ち、自らがいちばんいい

プランだと自負していたようだ。中間アンケートの「自分たちに対する評価」で“仲の良さ”や

“相対的には良い”と回答しているところから、具体的に評価できていないことがわかる。 

 

また、アンケートからわかるのが「課題」に対する意識の違いである。特に最終アンケートで

項目別小計 項目別順位 評価軸順位

(1) 57 2位
(2) 47 2位
(3) 52 1位
(4) 47 4位
(5) 46 2位
(1) 51 3位
(2) 62 1位

議論 (1) 50 4位 4位

412

チームF

提案

プレゼン

３位

1位

全体３位合計
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は、「ぶつかった課題」に対する回答で共通するものが少ない。メンバーの意識が共通していなか

ったのだろうか。 

 

このチームのビジネスプランを発展させ、コンピテンシをより向上させるのに必要だったのは、

物事を冷静に俯瞰することができる冷静な人材だったと考える。 

 

 

4.3.5 コンピテンシ項目ごとの考察 

課題発見力 

 中間アンケートの時点から具体的な課題を発見できていた。ただ、T さんに関しては最終アン

ケートでプラン上の課題を１つしか回答しなかった。M さんと O さんはそれぞれ課題を回答でき

ているが、共通した課題は少ない。以上より課題発見力は向上したと考えにくい。 

課題分析力 

 アンケートや聞き取り調査を行ったり、競合サービス企業に問合わせたりと様々な手法で課題

分析に当たっていたことは評価できる。  

課題解決力 

 発表方法に関しては、コンテストが進むにつれて工夫が見られ課題解決をしていったことがわ

かり、その点では課題解決力の向上が見られる。また、「課題」として”ユーザメリット”と回答

しているが、審査員審査での提案に関する評価(2)「利用者メリットの明確化」で全体１位を獲得

しており、この点も解決できている。課題解決力が向上したと考えられる。 

コミュニケーション力 

 アンケートで回答する「課題」が異なったり、自分たちに対する評価で「根拠データの不足」

という回答と「ビジネスプランの根拠の明確さ」という正反対の回答が見られたりする点から、

メンバーの意識が統一できていないことがわかる。また、発表の方法に関しては、メンバー全員

が不満を感じている。チーム内でも、外部ともコミュニケーションはうまくいっていなかったよ

うだ。コミュニケーション力はあまり向上したと言えない。 

 

評価力 

 中間アンケートでは「自分たちに対する評価」の優れた点に関して、曖昧な回答が多かったが、

最終アンケートではメンバー間に内容の違いはあるが、具体的に回答できるようになっているの

で、評価力に多少の向上があったとは考えられる。しかし、メンバー間で意識が異なるので、全

員が公平な視点で評価できるようになることが求められる。 

役割認識力 

 全ての作業を進める上での立場は、Mさんがリーダーであり、リーダー中心に進めたが、Mさん

本人にその自覚があったかがわからない。作業の専門タスク別分担はほとんどなかったし、変化

も見られなかった。それぞれに役割はあったと考えられるが、それを認識していたかが不明であ

る。よってチーム Fの役割認識力に向上はなかったと考えられる。 
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4.4 「真面目で落ち着いた」チーム Hに対する考察 

4.4.1 チームの特性について 

 チーム Hは同じサークルの先輩後輩３人で構成されている。情報学部 4年の女性 Bさんと、工

学部 3年の Kさん、工学研究科 1年の Rさんの 3人という、学年も学部もバラバラというメンバ

ー構成である。今回のビジネスコンテストで、工学部の生徒、また院生が参加したのはこのチー

ムだけであり、ビジネスコンテストにバラエティを持たせてくれたチームでもある。ただ、学部

学科・学年が違う分ビジネスコンテストのために集まる時間を取ることは難しかったようだ。メ

ンバーはみな落ち着いており、着実に作業を進めてきたようだ。熱はあまり感じられなかったが、

それがこのグループの持ち味であるとも言える。 

 

 

4.3.2 テーマについて 

 チーム H はビジネスコンテスト開始当初二つのテーマで迷っていた。「贈る本にメッセージを

つけられるサービス」と「QR コードによる落し物処理の簡略化サービス」の二つである。前者は、

大切な相手に本を贈るときに、メッセージをシールに印刷し、それと共に本を贈ることで、より

思いのこもった贈り物にするというものである。ギフト業界と本業界の発展にまで視野に入れて

いた。後者は、イベントの開催前に携帯電話や財布など失くし易いものをシステムに登録し、そ

のものに QRコードを貼っておくと、もしイベント会場で失くしたとしても拾われれば、すぐに自

分のもとに連絡が来るというサービスである。現在警察で行われている落し物処理が、複雑かつ

本人確認が難しいという課題に着目したサービスである。この二つのテーマから、第２回ワーク

ショップ(表 2)の後に「落し物処理」のビジネスプランに決定した。 

 

4.4.3 アンケートに見られるコンピテンシ自己評価 

中間アンケートについて 

表 4-7はチームの H中間アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。 

 「課題の探索方法」に対して、全員が“アドバイス”と回答した。Kさんは加えて“話し合い”

と回答している。 

 

 「明確化された課題」に対して、全員が“聞き手に伝わらない”と回答した。 

 

 「課題の解決手段」に 対して、Rさんは“資料調査・アドバイス”、Bさんは“アドバイス・

話し合い”と回答している。これは具体的な解決手段にはなっていない。Bさんは“資料の改善”

と回答している。 
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「自分たちに対する評価(優)」では、R さんが“ターゲッティング”、K さんが“アイディア”

自体、Bさんが“実現可能性”と回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(劣)」では、Rさんが”コスト計算”、Kさんが”発表資料”、Bさん

が”他チームに比べ劣る”と回答した。 

 

「発表で工夫した点」に対しては、Rさんが“簡潔なスライド”、Bさんが“全員発表”に参加

することと回答した。Kさんは、設問の意図に該当する回答でなかった。 

 

「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して Rさんが“週 2”、K

さんが“週 1~3”、B さんが“週 1~3”と回答しており、平均週 2 回であったことがわかる。方法

に関する記述はなかった。 

 

「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては Rさんが”発表資料に情報量”と回答した。こ

れは、発表資料のスライド１枚に載せる情報量に工夫したことである。K さんと B さんは設問の

意図に該当する回答でなかった。 

 

「役割分担」に対しては、Rさんと Kさんが“全員で均等量分担”と回答した。Bさんは、立場に

関して“リーダーが Kさん、指摘係が Rさん”と回答した。 

 

 

 

表 4-7 チーム H中間アンケート 
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最終アンケートについて 

 表 4-8はチーム Hの最終アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。 

「ぶつかった課題」に対しては、Rさんは”価格設定”、”システムの技術的問題”、”QR

コードの利用率”と回答した。Kさんは“チーム内での意思疎通”、”知識不足”、”セキュリ

ティ”と回答した。Bさんは”聞き手に伝わらない”、”コスト”、”優先順位の決定”と回答

した。 

「課題の探索方法」では、R さんは前問で回答した３つの課題全てに対して”資料調査”と回

答した。K さんは”知識不足”に対して”アドバイスを検討”、”セキュリティ”に対して”話

し合い”と回答した。“チーム内での意思疎通”に対しては該当する記述がなかった。Bさんは”

聞き手に伝わらない”に対して”アドバイス”、”コスト”に対して”話し合い”、”優先順位

の決定”に対して”意識しあう”と回答した。 

R
課題の探索方法 アドバイス
明確化された課題 聞き手に伝わらない
課題の解決手段 資料調査/アドバイス
自分たちに対する評価(優) ターゲッティング
自分たちに対する評価(劣) コスト計算
発表で工夫した点 簡潔なスライド
コミュニケーションの頻度/方法 週２
議論で工夫した点・苦労した点 発表資料の情報量
役割分担 全員で均等量分担(テーマ別)

K
課題の探索方法 アドバイス・話し合い
明確化された課題 聞き手に伝わらない
課題の解決手段 アドバイス・話し合い
自分たちに対する評価(優) アイディア
自分たちに対する評価(劣) 発表資料
発表で工夫した点 該当記述なし
コミュニケーションの頻度/方法 週1~2
議論で工夫した点・苦労した点 該当記述なし
役割分担 全員で均等量分担

B
課題の探索方法 アドバイス
明確化された課題 聞き手に伝わらない
課題の解決手段 資料の改善
自分たちに対する評価(優) 実現可能性
自分たちに対する評価(劣) 他チームに比べ劣る
発表で工夫した点 全員発表
コミュニケーションの頻度/方法 週1~3
議論で工夫した点・苦労した点 該当記述なし
役割分担 リーダーK・指摘係R

チームH中間アンケート
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 「課題の原因」では、Rさんは”価格設定”の原因として”登録場所の管理数”、”システ

ムの技術的問題”に対して”プライバシー保護の方法”、”QRコードの利用率”に対して”デ

ザイン性の欠如”と回答した。Kさんは“チーム内での意思疎通”の原因として”コミュニケー

ション不足”、”知識不足”に対して”、”セキュリティ”と回答した。Bさんは”聞き手に伝

わらない”、”コスト”、”優先順位の決定”と回答した。 

 

 「導いた解決策」では、Rさんは”価格設定”の解決策として”登録場所数の期待値から計算”、”

システムの技術的問題”に対して”クラウドの利用”、”QRコードの利用率”に対して”デザイ

ン性の追加”と回答した。K さんは“チーム内での意思疎通”に対して”話し合いをかさねて解

決”、”知識不足”に対して”取り入れるアドバイスを選択”、”セキュリティ”に対して”利

用する個人情報の最小化”と回答した。B さんは”聞き手に伝わらない”に対して”ユースケー

スの利用”、”コスト”に対して“未解決”、”優先順位の決定”に対しては”残り時間の意識”

と回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(優)」では、Rさんは“ビジネスモデル”、Kさんは“発想の始点が利

益ではない点”、Bさんは“実現可能性”と回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(劣)」では、Rさんは”発表資料”、Kさんは”発表方法”、Bさんは”

発表の練習量”と回答した。 

 

 「最優秀チーム」では、Rさんは”チーム F”と回答し、「その優れた点」に関しては回答がな

かった。Kさんは、”チーム G”、「その優れた点」は”多くの人が求めるサービス”であると回

答した。Yさんは”チーム F”、「その優れた点」は”動画利用で与えるインパクト”と回答した。 

 

「発表で工夫した点」に対しては、R さんと B さんが”発表資料・レーザーポインター”と回答

した。Rさんは発表資料の中でも、特に１枚のスライドの中の文字量に留意したと述べている。K

さんは”特になし”と回答した。 

 

 「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して、Rさんが“週 2”、

Kさんが“週 1~2”、Bさんが“週 2~3“と回答した。話し合いの頻度は平均週２回であることがわ

かる。方法に関しては該当する記述がなかった。 

 

 「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、Rさんは”コメントを早く返すこと”、Bさん

は”コメントの文量”と回答した。Kさんは、設問の意図に該当する記述がなかった。 

 

「役割分担」に対しては、全員が“全員で均等量分担”と回答した。 
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表 4-8 チーム H最終アンケート 

 

 

 

4.4.4 主催者が観察したコンピテンシの発揮度 

チーム H は、全チーム中でテーマを決定するのが最も遅かった。第２回ワークショップまで 2

つのテーマに対して、手を抜かずに取り組んでいることが感じられたが、その分一つのテーマに

集中して取り組んでいたら、より発展したビジネスプランが完成したのではないかと感じられる。

その点では、自らのプランに対する評価を適切な時期にできなかったと考えられる。 

 

役割分担に関しては、アンケートから専門タスク別での作業分担は行わなかったが、各自の分

担を決めてその部分の発表資料を作るという方法で作業を進めてきたことがわかる。最終発表で

利用した資料も各自が作ったものを合体させ調整したものであり、他のチームに比べ資料の見や

すさに関して一貫性がなかったことは否めない。チーム Cやチーム Fのような工夫は見られなか

った。 

ぶつかった課題 価格設定 システムの技術的問題 QRコードの利用率
課題の探索方法 資料調査 資料調査 資料調査
課題の原因 登録場所の管理数 プライバシー保護の方法 デザイン性の欠如
導いた解決策 登録場所数の期待値から計算クラウドの利用 デザイン性の追加
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題 チーム内での意思疎通 知識不足 セキュリティ
課題の探索方法 該当記述なし アドバイスを検討 話し合い
課題の原因 コミュニケーション力不足 コンセプトが不明瞭 悪用する人
導いた解決策 話し合いをかさねて解決 取り入れるアドバイスの選択利用する個人情報の最小化
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題 聞き手に伝わらない コスト 優先順位の決定
課題の探索方法 アドバイス 話し合い 意識しあう
課題の原因 事例提示の不足 知識不足 やりたいことを優先してしまった
導いた解決策 ユースケースの利用 未解決 残り時間の意識
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

発表の練習量

チームF

チームG

全員で均等量分担

全員で均等量分担

R

K

B

ビジネスモデル

発想の始点が利益ではない点

発表資料

発表方法

全員で均等量分担

チームH最終アンケート

週2

週1~2

週2~3

コメントを早く返すこと

該当記述なし

コメントの文量

記述なし

多くの人が求めるサービス

動画利用で与えるインパクト

発表資料(文字量)・レーザーポインター

特になし

発表資料・レーザーポインター

チームF

実現可能性
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作業に関して役割分担は曖昧だが、話し合いをするとき立場は明確にできていたようだ。K さ

んがリーダーになり話を進め、院生の Rさんが技術的な面に関して指摘をするという形がだんだ

んとできあがり、話し合いを進めてきた。よって集まる時間は少なくとも、効率的な話し合いが

できたのだと考えられる。 

 

表 4-9は審査員審査によるチーム Hの採点結果である。 

 

表 4-9 チーム H 審査員審査 採点結果 

 

 

 審査員審査の結果では、提案に対する評価の(1)企業理念が明確であるか、(2)競合サービスと

の差別化ができているか、(3)利用者メリットの明確化(ターゲッティングは適切か、ステークホ

ルダーの利益はあるか)、(4)実現可能性はどの程度あるかの 4項目について１位であり、提案に

対する評価全体でも１位を獲得している。最も現実的で実現に近いサービスを提案したのはチー

ム Hだ。着実に課題発見、課題分析と課題解決をしていった結果だと評価できる。ただ、現実的

なビジネスプランが故に、オーディエンスに対して「わくわく感」や「楽しさ」は伝えられなか

ったようだ。やはり、これは発表方法にまだ工夫の余地があったように考えられる。 

 

 

4.4.5 コンピテンシ項目ごとの考察 

課題発見力 

 中間アンケートで回答された課題が 3名ともビジネスプラン上の課題ではない点から、ビジネ

スコンテスト中盤まではビジネスプランに対する課題発見はあまりうまくいっていなかったよ

うに思える。最終アンケートでは課題を回答できているので、コンテスト中に課題発見力に向上

が見られた。 

課題分析力 

 課題分析の方法が”資料調査”と”アドバイス”の検討であり、外部調査やアンケートなどは

行っていない。調査方法の多様さには欠ける。ただ、最終アンケートでは原因を突き止められた

課題も見られるので、効果的な”視聴調査”と”アドバイス”による課題分析ができていたのだ

と想定される。 

項目別小計 項目別順位 評価軸順位

(1) 60 1位
(2) 54 1位
(3) 52 1位
(4) 49 1位
(5) 44 3位
(1) 51 3位
(2) 51 3位

議論 (1) 52 3位 3位

413

1位

3位

全体2位

チームH

提案

プレゼン

採点者別小計
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課題解決力 

 最終アンケートでは、ほとんどの課題に対する解決策を具体的に回答できているので、プラン

における課題解決力は徐々に向上していったと考えられる。ただ、発表方法に関して、中間アン

ケートの時点から課題を感じているものの、最終アンケートでも発表方法に改善の余地を感じて

いることがわかる。この点では解決がうまくいかなかったようだ。優先順位をつけていたとすれ

ば、それは評価できる。 

コミュニケーション力 

最終アンケートで Kさんがチーム内のコミュニケーションに対し課題を感じている。チームで

集まる頻度が週 2回程度だったのでコミュニケーションの時間が不十分だったと考えられる。外

部とのコミュニケーションについては、ワークショップで他チームに対するコメントをよく積極

的に発言しており、コミュニケーションに対する意欲が感じられた。この点は評価できる。 

評価力 

 テーマ決定に関して、評価力が発揮されるのが非常に遅かった。ビジネスコンテスト開始当初

のプラン全体に対する評価力は高くなかった。テーマを決定できてからは、評価力は発揮できて

いたように感じる。審査員審査で高評価された部分を自らも高く評価できている。評価力はだん

だんと向上していったと思われる。 

役割認識力 

アンケートから、役割分担に関して、全員がほぼ同じ意識を持っており、それを継続させて作

業を進めていたことがわかる。また、個人の特性を活かすこともできている。役割認識力は高い

と考えられる。 

 

 

 

4.5 「打ち解けられなかった」チーム Dに対する考察 

4.5.1 チームの特性について 

 チーム Dは同研究室の男性 Gさんと女性 Hさん、それに Hさんの友人の女性 Mさんで成るチー

ムである。3 人はいずれも情報学部の 3 年生である。同研究室の二人はビジネスコンテストへの

出場を決めていたが、そこへ H さんが M さんを誘い入れた。H さんと M さんは入学時かたとても

仲が良い。H さんと G さんは仲が悪くはないものの、一対一での会話となるとうまくいかないよ

うだった。M さんと G さんはほぼ初対面であった。H さんが M さんをビジネスコンテストに誘っ

たのは、二人がよく利用する新幹線について、その料金体系を改善するようなビジネスプランを

提案したいという理由によるものであった。この時点で、モチベーションが H さんと M さん、G

さんでは異なってくる。最初から歩調があまり合わなかったらしい。このチームでリーダーを勤

めていたのは Hさんである。発表資料作りも発表も彼女が行っていた。 

 



52 

 

4.5.2 テーマについて 

 第１回ワークショップでは「新幹線専用の乗り放題きっぷ」を提案するも、ただ「乗り放題き

っぷ」というだけでは全くビジネスにはならないし、現時点で企業(JR)が新幹線の乗車率が低く

損をしているというデータもない、などといった指摘を受けた。その指摘の中で、就活生にター

ゲットを限定する、という指摘を活かして第 2回ワークショップに取り組んだ。就活生向けの「オ

ンライン金券ショップ兼スケジュール管理サイト兼逆求人サイト」というものを提案したが、金

券ショップという商売も難しいし新幹線の切符を扱うことは不可能である、と指摘されてしまっ

た。これ以降、「静大生向け就活支援」サービスに切り替えた。就活生と企業のミスマッチをなく

すために、就活生に早い時期から就活ゼミで就活に対するトレーニングをし、それを活かして逆

求人面接会を開くというサービスだ。 

 

 

4.5.3 アンケートに見られるコンピテンシ自己評価 

中間アンケートについて 

表 4-10 はチーム D の中間アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。M さんは中間ア

ンケート未提出である。 

 

「課題の探索方法」に対して、G さん H さん共に“アドバイス”と回答した。H さんは加えて

“アンケート”とも回答している。 

 

 「明確化された課題」に対して、Gさん Hさん共に“統一性の欠如”と回答した。Hさんは加え

て“曖昧なターゲッティング”と回答している。 

 

 「課題の解決手段」に 対して、Gさんは“コスト・ターゲッティングの再検討”、Hさんは“資

料調査“と回答した。 

 

「自分たちに対する評価(優)」では、Gさん Hさん共に回答がなかった。 

 

 「自分たちに対する評価(劣)」では、Gさん Hさん共に”プランの精度”と回答した。Hさんは

加えて”プレゼン”と回答している。 

 

「発表で工夫した点」に対しては、Gさん Hさん共に“スライドの簡潔さ”と回答した。 

 

「コミュニケーションの頻度/方法」では、G さん H さんともに話し合いの頻度に関して “週

1”、方法に関して“LINE”と回答した。 

 

「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、Gさん Hさん共に”アドバイスを活かすこと”
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と回答した。 

 

「役割分担」に対しては、Gさんは“発表担当は Hさん、その他は分担なし”と回答した。Hさ

んは“H中心で作業を進めている、Aさんはアンケート担当、Mさんの専門タスクはなし”と回答

した。 
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表 4-10 チーム D 中間アンケート 

 

 

 

最終アンケートについて 

 表 4-11はチーム Dの最終アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。Mさんは最終アン

ケート未提出である。 

  

「ぶつかった課題」に対しては、Gさんは”ターゲッティング範囲の設定”、“サービスの質”、”

差別化”と回答した。H さんは“実現可能性の追求”、”テーマの決定”、”軸の固定”と回答

した。 

 

「課題の探索方法」では、G さんは前問で回答した３つの課題全てに対して”アンケート”と

回答した。Hさんは前問で回答した３つの課題全てに対して”アドバイス”と回答した。 

 

「課題の原因」では、G さんは”ターゲッティング範囲の設定”という課題の原因として”学

生と企業のミスマッチ”、“サービスの質”に対しては”既存サービスへの不満”、”差別化”

に対しては”独自性の欠如”と回答した。H さんは“実現可能性の追求”という課題の原因とし

て”視点の偏り”、”テーマの決定”に対して”度重なる方向転換”、”軸の固定”に対して”

デメリットの検討不足”と回答した。 

G
課題の探索方法 アドバイス
明確化された課題 統一性の欠如
課題の解決手段 コスト/ターゲッティングの検討
自分たちに対する評価(優) 回答なし
自分たちに対する評価(劣) プランの精度
発表で工夫した点 スライドの簡潔さ
コミュニケーションの頻度/方法 週１/LINE
議論で工夫した点・苦労した点 アドバイスを活かすこと
役割分担 発表はH、その他は分担なし

H
課題の探索方法 アドバイス/アンケート
明確化された課題 統一性の欠如/曖昧なターゲッティング
課題の解決手段 資料調査
自分たちに対する評価(優) 回答なし
自分たちに対する評価(劣) プランの精度・プレゼン
発表で工夫した点 スライドの簡潔さ
コミュニケーションの頻度/方法 週1/LINE
議論で工夫した点・苦労した点 アドバイスを活かすこと
役割分担 H中心/Aアンケート/Mなし

M
課題の探索方法
明確化された課題
課題の解決手段
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

アンケート未提出

チームD中間アンケート
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 「導いた解決策」では、G さんは”ターゲッティング範囲の設定”の解決策として”学生の

希望を事前調査”、“サービスの質”と”差別化”に対して”独自性の追加”と回答した。H さ

んは“実現可能性の追求”の解決策として”プランの見直し”、”テーマの決定”と”軸の固定”

に対して”再検討”と回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(優)」では、Gさんは“身近で実現しやすいテーマであること”、Hさ

んは“本番で緊張せずに発表できた”と回答した。 

 

 「自分たちに対する評価(劣)」では、Gさんは”調査不足”、Hさんは”スライドの淡白さ”、”

実現可能性”、”話し合い時間の少なさ”、”役割分担不十分”と回答した 

 

 「最優秀チーム」では、Gさんは”チーム F”、「その優れた点」は”ターゲッティングや方法

論が具体的”と回答した。Aさんは、”チーム C”、「その優れた点」は”丁寧な調査”、”質疑

応答”、”洗練されたプランニング”と回答した。 

 

「発表で工夫した点」に対しては、Gさん Hさんともに”スライドの簡潔さ”と回答した。Hさ

んは”図を多用”とも回答している。 

 

 「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して G さんは“週１”、

Hさんは“本番前日に打ち合わせをした”と回答した。方法に関する記述はなかった。 

 

 「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、Hさんは”言葉遣い”と回答した。Gさんは設

問の意図に該当する記述がなかった。 

 

「役割分担」に対しては、Gさんは“G(自分自身)はアンケート関連を担当”と回答した。Hさ

んは、中間アンケートと同様に“H中心で作業を進めている、Aさんはアンケート担当、Mさんの

専門タスクはなし”と回答した。H さんは具体的には、プランを考えスライドを作成するところ

までひとりで行っているとのことだ。 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-11 チーム D 最終アンケート 
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4.5.4 主催者が観察したコンピテンシの発揮度 

役割分担に関して、全チーム中最も非効率的だったといえよう。G さんは就活支援サービスに

テーマを決めたあとに、学生にアンケートをとる担当を務めた。M さんは、ワークショップの時

のメモ取りと集まった時に意見を言うということしか行っていなかった。他の作業は Hさんが行

っていた。ひとりひとりの作業分担の差が激しく、適切な役割分担が全く出来ていない。原因は

ビジネスコンテストに対するモチベーションの違いだろうか。全員が同じ気持ちでビジネスコン

テストに取り組み、１位を目指して努力することはできなかったのだろうか。このチームの役割

認識力はビジネスコンテストを通して、全く向上しなかったようだ。また、チーム内でのコミュ

ニケーションも良好とは言えない。チーム全体をつなぎとめられるような人材がひとり加われば、

メンバーの関係性が変わり、スムーズに作業を進めることができたと考える。 

ぶつかった課題 ターゲッティング範囲の設定 サービスの質 差別化
課題の探索方法
課題の原因 学生と企業のミスマッチ 既存サービスへの不満 独自性の欠如
導いた解決策 学生の希望を事前調査 独自性の追加 独自性の追加
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題 実現可能性の追求 テーマの決定 軸の固定
課題の探索方法
課題の原因 視点の偏り 度重なる方向転換 デメリットの検討不足
導いた解決策 プランの見直し 再検討 再検討
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題
課題の探索方法
課題の原因
導いた解決策
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

G

H

M

アンケート未提出

アンケート

アドバイス

身近で実現しやすいテーマであること

緊張せずに発表できた(本番)

Gはアンケート関連

H中心/Aアンケート/Mなし

チームD最終アンケート

スライドの完結さ

図を多用、スライドの簡潔さ

週１

本番前日の打ち合わせ

該当記述なし

言葉遣い

調査不足

スライドの淡白さ、実現可能性、話し合いの少なさ、役割分担不十分

チームF

チームC

ターゲッティングや方法論が具体的

丁寧な調査、質疑応答、洗練されたプランニング
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またこのチームは直接あって話し合いをする時間がとても少なかった。アンケートによると、

週１回 1時間程度で、ビジネスコンテストが進んでもこの頻度が改善されることはなかった。 

 

表 4-12は審査員審査によるチーム Dの採点結果である。 

 

表 4-122 チーム D 審査員審査 採点結果 

 

 

 全体順位 6位のチーム D だが、提案に対する評価(4)「実現可能性はどの程度あるか」について

は１位である。就活に向けた講座は既存のものがあり、それを改善することでもビジネスプラン

の実行はできそうであるし、静大生向けの企業説明会も多く開催されているため、それをアレン

ジすれば逆求人面接会の実施も可能なのだ。アンケートからも差別化や実現可能性の追求を課題

として取り組んできたことはわかる。 

 

  

4.5.5 コンピテンシ項目ごとの考察 

課題発見力 

 課題をただ”見つける”ことはできていたが、それを引き起こしている原因についての考察が

浅かったように思える。コンテスト後半になるにつれて、原因の追求もできるようになってきた

と感じられたが、飛躍的な向上はなかったように思われる 

課題分析力 

 コンテスト開始当初、方向転換を重ねたりサービスを盛り込みすぎたりしていたのは、課題の

分析が甘かったからだと考える。課題を解決するのではなく、課題の存在を薄れさせる異なるサ

ービスを加えていったため、プランが複雑化し軸が不明確になっていた。後半では、前半よりは

根本解決に向けて分析していたように思えたが、こちらも飛躍的な解決はなかっただろう。 

課題解決力 

最終アンケートで、プランをほぼ考えていた Hさんが課題３つ中 2つの解決策として「再検討」

と回答していることから、具体的な解決策が出てこなかったことがわかる。課題を分析しても解

決策まで辿りつかなかったようだ。解決に至るほどの話し合いが持てなかったと思われる。 

項目別小計 項目別順位 評価軸順位

(1) 47 5位

(2) 25 7位
(3) 41 7位
(4) 49 1位
(5) 36 8位
(1) 48 6位
(2) 47 4位

議論 (1) 46 5位 5位

339

6位

5位

合計 全体6位

チームD

提案

プレゼン
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コミュニケーション力 

 このチームに最も足りなかったのはチーム内でのコミュニケーション力である。チームが打ち

解けきれず、アイディアがたくさん出るような活発な話し合いの場は持てなかったであろう。こ

のコミュニケーション力不足が原因で、他の様々なコンピテンシの向上も妨げられてしまったと

想定される。ただ、発表のときの話し方はとてもわかりやすくよかった。 

評価力 

 H さんの最終アンケート結果では、審査員審査で評価されていた”実現可能性”についても劣

っている点と評価している。自らのプランに自信がないあまり、自信を持つべき点にも自信を持

てていない。Gさんはその点は自己評価できている。Hさんの評価力向上が求められる。 

役割認識力 

 アンケートからわかるように、役割分担ができておらず、プランを作ってスライドにするとこ

ろまでを Hさんがひとりで作業している。チーム全体として役割認識力がとても低く、最後まで

改善されなかったと想定される。 

 

 

 

4.6 「難テーマ選択・メンバー入替」チーム Aに対する考察 

4.6.2 チームの特性について 

チーム Aは他大学から参加の 2名チームである。専修大学ネットワーク情報学部 4年 Dさんと

A さんの男性 2 名で成るチームである。U さんの所属する研究室で「スポーツによる創エネの可

視化システム」を研究しており、それをビジネスに応用したいという意気込みで参加した。第 2

回ワークショップの終了後に、Uさんが脱退し、Sさんが加入した。Uさんは多忙であまりビジネ

スコンテストに時間を割けないとのことだったが、メンバーが入れ替わった理由は明らかでない。 

 

 

4.6.2 テーマについて 

「スポーツによる創エネの可視化システム」は具体的には、トレーニング型人力発電自転車を

利用した発電のことを指す。そのトレーニング型自転車を使ったビジネスの提案にチーム Aは取

り組んだ。フィットネスクラブのトレーニング型自転車に発電機を設置し、人力発電を可能にす

るというプランだ。フィットネスクラブの客はその自転車を利用することで発電した電気を自分

で利用することができ、人力発電に参加することで日本のエネルギー問題に貢献した気持ちにな

れる。フィットネスクラブとしては、人力発電を導入することで、「省エネ・創エネ」に取り組む

という点でブランドイメージを向上させることができるというメリットを提案している。 
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4.6.3 アンケートに見られるコンピテンシ自己評価 

 中間アンケートについて 

表 4-13はチーム Aの中間アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。Sさんは中間アンケ

ート未提出である。 

 

 「課題の探索方法」に対して、”アドバイス”と回答した。 

 

 「明確化された課題」に対して、“ターゲッティング”と回答した。 

 

 「課題の解決手段」に対して、“魅力を作る”と回答した。 

 

「発表で工夫した点」に対しては、“発表資料の工夫”と回答した。 

 

「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して“週１”、方法に関

して“メール”と回答した。 

 

「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、設問の意図に該当する記述がなかった。 

 

「役割分担」に対しては、“分担はない”と回答した。 

 

 

 

 

 

 

表 4-13 チーム A 中間アンケート 



60 

 

 

 

 

最終アンケートについて 

 表 4-14はチーム Aの最終アンケートの回答を簡略化しまとめたものである。Sさんは最終アン

ケート未提出である。 

 

「ぶつかった課題」に対しては、”トレーニング型自転車の応用”と回答した。 

 

 「課題の探索方法」に対しては、”資料調査”と回答した 

 

 「課題の原因」に対しては、”発電力の小ささ”と回答した。 

 

 「導いた解決策」に対しては、”小さな電力でできることを探す”と回答した。 

 

 課題に対するアンケート上記 4 問では、課題を３つ回答するように指示したが、D さんは１つ

の課題についてのみの記述であった。 

 

「自分たちに対する評価(優)」では、“特になし”との回答であった。 

 

 「自分たちに対する評価(劣)」では、”発表資料の準備不足”、”準備時間不足”と回答した。 

 

D
課題の探索方法 アドバイス
明確化された課題 ターゲッティング
課題の解決手段 魅力を作る
自分たちに対する評価(優) 企業理念の明確さ
自分たちに対する評価(劣) 準備不足
発表で工夫した点 発表資料の工夫
コミュニケーションの頻度/方法 週１/メール
議論で工夫した点・苦労した点 該当記述なし
役割分担 分担なし

S
課題の探索方法
明確化された課題
課題の解決手段
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

アンケート未提出

チームA中間アンケート
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 「最優秀チーム」については、”チーム H”、「その優れた点」は”実現可能性”と回答した。 

 

「発表で工夫した点」に対しては、”ビジネスプランの内容が不足しており工夫できなかった”

と回答した。 

 

 「コミュニケーションの頻度/方法」に対しては、話し合いの頻度に関して“週１回、5時間程

度”と回答した。方法については“メール”と回答した。 

 

 「議論で工夫した点・苦労した点」に対しては、”コメントをすることに対する緊張感”があ

りコメントに苦労したと回答した。 

 

「役割分担」に対しては、“特になし”と回答した。 
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表 4-14 チーム A 最終アンケート 

 

 

 

4.6.4 主催者が観察したコンピテンシの発揮度 

 

チーム Aのテーマであるトレーニング型自転車で漕いで発電できる電力は携帯電話の充電がで

きる程度の極微量である。わざわざそのためにフィットネスクラブに自転車を漕ぎに来るだろう

か。人力発電自転車をビジネスにするということが非常に難しかった。「創エネシステム」をテー

マから外しては参加する意味がないと、根気強く取り組んだがビジネスとして成立させるために

は、その「創エネシステム」自体の改善が必要だと感じられた。しかし、この難しいテーマに取

り組み続けたことは評価できる。 

  

 役割分担に関しては、ほぼ行われていなかった。D さんが資料作成をしながらプランを練り、

それをメンバーにチェックしてもらい次の発表に備えるという形で進めてきた。チーム Dと同様

に、チーム Aもひとりが多くの作業を負担していた。このようにひとりが多くを負担する形だと、

そのひとりがいくら頑張ってもプランの発展につながりにくいようだ。 

ぶつかった課題 トレーニング型自転車の応用
課題の探索方法 資料調査
課題の原因 発電力の小ささ
導いた解決策 小さな電力でできることを探す
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

ぶつかった課題
課題の探索方法
課題の原因
導いた解決策
自分たちに対する評価(優)
自分たちに対する評価(劣)
最優秀チーム
その優れた点
発表で工夫した点
コミュニケーションの頻度/方法
議論で工夫した点・苦労した点
役割分担

D

S

該当記述なし

アンケート未提出

特になし
発表資料の工夫不足、準備時間不足

チームH
実現可能性

内容不足で工夫不可
週1、5時間程度/メール

コメントをすることに対する緊張感
役割分担なし

チームA最終アンケート
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 専修大学からの参加なので全てのワークショップに参加してもらうことができず、主催者とし

て、静大生と同様に参加できるようなフォローができなかった。静大生のプランの発展具合を、

身をもって感じることができなかったことが、プランの発展が上手く進まなかった原因だとすれ

ば、主催者の責任である。切磋琢磨することは互いの刺激になり、プランの発展に作用すると考

える。 

 

表 4-15は審査員審査によるチーム Aの採点結果である。 

 

表 4-15 チーム A 審査員審査 採点結果 

 

 

 提案に対する評価(1)「企業理念が明確であるか」については４位である。「日本のエネルギー

問題に貢献する」という企業理念に関しては当初から一貫していた。難しいテーマに取り組み続

けたという点は評価できる。 

 プレゼンテーションについては、発表資料はシンプルでさほど工夫もされていなかったが、不

足は感じなかった。問題は話し方である。本人の癖かもしれないが、本質が伝わりにくく、何が

言いたいのかよくわからないことが多かった。ただ、後半になるにつれて改善が見られた。 

 

 

4.6.5 コンピテンシ項目ごとの考察 

課題発見力 

 中間・最終アンケートで課題と回答している項目がまず少なく、”見つける”ところも上手く

行っていないが、それに対する探索法も”アドバイス”と”資料調査”と簡単にできることしか

行っていない。課題発見力は低いと想定される。 

課題分析力 

トレーニング型発電自転車とその発電する微力の電気を利用してできるビジネスに対する、考

察が、最後までフィットネスクラブという発想にしかたどり着かなかったのが残念である。フィ

ットネスクラブでビジネスを実現するにしても、フィットネスクラブに実際に話を聴きに行った

り、フィットネスクラブの市場調査をして利用人数を割り出したりするなど、できることはあっ

項目別小計 項目別順位 評価軸順位

(1) 52 4位
(2) 34 6位
(3) 35 8位
(4) 34 8位
(5) 38 6位
(1) 41 7位
(2) 38 7位

議論 (1) 41 7位 7位

313

チームA

提案

プレゼン

採点者別小計

7位

7位

全体７位
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たと思う。課題分析力も十分向上したとは言えないだろう。 

課題解決力 

 課題発見力と課題分析力が十分に発揮されていないので、課題解決が上手くいっていないと思

われる。プラン上の課題だけでなく、中間アンケートで回答していた”準備時間の不足”という

課題が、最終アンケートでも自己評価の劣っている点で書かれている。作業の進め方の課題も解

決されていない。全体的にも課題解決力が向上したとは言えそうにない。 

コミュニケーション力 

 チーム内でのコミュニケーション時間は十分に取れていなかったようだが、その短い時間の中

で集中して取り組み、最終発表まで仕上げた点は評価できる。ただ、外部とのコミュニケーショ

ンがうまく行えてなかったように感じた。ワークショップでは、発表に慣れていないようで上手

く伝えることができていなかった。最終発表ではワークショップ時に比べ、わかりやすい話し方

をしていたので、外部とのコミュニケーション力は向上が見られたと言えるだろう。 

評価力 

 企業理念の明確さについて、中間アンケートでは自己評価できているし審査員審査でも評価さ

れているのに、最終アンケートでは自らの優れた点として回答できていない。また、最終アンケ

ートの発表で工夫した点に関しても、それまでのワークショップの資料に比べれば工夫が見られ

たのに、”内容不足”で工夫できなかったと、自己のビジネスプランを謙遜するような評価をし

ている。自己を卑下して評価をする必要はない。評価力は低いと想定できる。 

役割認識力 

 チーム Aもチーム Dと同様にあるひとりが作業の多くを担うという形である。この形で進めて

いくと、プランが発展しにくいことがわかる。役割認識力は低いと言えそうだ。 
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第 5 章 コンピテンシの育成方法に対する考察 

  

5.1 コンピテンシ評価全体に関する考察 

 第４章で取り上げた各チームに対して、IT コンピテンシごとに評価を行った。その結果、全体

的に課題発見力と評価力が低いことが見出された。今回のコンテストでは、上位チームと下位チ

ームで評価に差のついたコンピテンシは、また、課題発見力と課題分析力であることがわかった。 

 

5.2 本研究におけるコンピテンシ評価の現状 

 第３回静岡大学ビジネスコンテストの参加者のコンピテンシを評価するにあたり、著者は毎回

のワークショップや Facebook での議論の様子を観察したり、成果物、中間アンケート、最終ア

ンケートを分析したりした。その全てのデータに対し、比較・検討を重ね、各チームに対するコ

ンピテンシ評価を行ったが、第４章で述べたような、著者による主観的な評価となった。また、

コンピテンシ評価の多くは研究当初に設定した IT コンピテンシの定義に沿う形ではまとまらな

い部分も少なくなかった。参加者のコンピテンシについて、主観的には述べることはできても、

「コミュニケーション力が以前は 10 点満点中 3 点だったがコンテスト終了後は 7 点になった」

というような、定量的な計測には到底至らない。IT コンピテンシ評価モデルの作成には、より多

くの参加者の行動や自己評価を、分析することが求められるだろう。 

 

 

5.3 「振り返り」の果たす役割 

 評価を満足に行うことはできなかったが、コンピテンシを伸ばす方法として「振り返り」に効

果が見られると想定できた。本研究のコンピテンシ評価のために行った、中間アンケートと最終

アンケートによって、チームの現状を知ることができ次の行動につなげることができた、という

感想を参加者から聞くことができた。「振り返り」の機会を与えることで、課題やチームに不足し

ていることを客観的に把握できると考えられる。ビジネスコンテストの参加者にとって、「振り返

り」はビジネスプランの発展の手助けとしか思えないかもしれないが、それは本人のコンピテン

シの現状を知る手立てになるだろう。自分にできること、できないこと、を自覚させるのはコン

ピテンシ向上のために重要であると感じる。今回のアンケートは、コンピテンシ評価のために行

ったものなので、アンケートの各項目が IT コンピテンシに直結する内容であり、参加者にとっ

てわかりづらい内容となってしまったようだ。アンケートではなく、「振り返りシート」として内

容を改善し、参加者に振り返ってもらうことで、コンピテンシ向上に一定の効果が見られると予

測している。コンピテンシ育成の手段として、参加者のコンピテンシを参加者の自己評価によっ

て自覚させることが、有効であると示唆された。 
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5.4 ビジネスコンテスト主催者としての所感 

 第 2回静岡大学ビジネスコンテストに参加した著者が、第３回静岡大学ビジネスコンテストの

主催者を務めた。主催者を勤めながら、参加者であった時のことを振り返っていた。 

第 2回の参加者としての経験と、第３回の主催者としての経験を通じて、ビジネスプランの発

展しやすいチーム環境やコンテスト中の出来事について気づいた点が 2 点かある。1 点目はメン

バーのモチベーションが同じレベルで保たれていることである。メンバー全員が同じ気持ちで取

り組むことで生まれる相乗効果は大きいと思う。2 点目は、挫折することである。一度、挫折し

て大きな課題を乗り越えるとその後の課題を解決しやすくなると思うからだ。このためには、厳

しい指摘をできるアドバイザーが必要なのだと考える。 

 また、参加者だったときは何もわからなかったが、コンテストを滞りなく進めるというのは非

常に難しいという当たり前のことを、何度も実感した。特に、すべての参加者に不満のないよう

に事を進めることである。主催者として、参加者がビジネスプランを発展させるために、不満の

ない環境を作ることは当然であるが、それが最も難しかった。ワークショップで全てのチームに

十分に議論して欲しいと思い、長めに時間を取ると、自分のチーム以外の議論になると飽きてし

まう参加者が発生したり、発表順の決め方一つでも参加者によってこだわりがあったりと、細か

いところまで気を使えてこそ真の主催者だと感じた。その点で、著者は参加者に多くの不満を与

えてしまったと反省している。 

 ビジネスコンテストに参加したことは、著者にとって大きな自信を与えた経験であったし、自

分自身のコンピテンシも向上したと自己評価している。主催者として、参加者があらゆる課題に

挑戦し、それを解決していく姿を観察できることは、おもしろかった。どのタイミングで、どの

ようにとは明確に言えないが、参加者たちが何かしらのコンピテンシを向上させていく姿を、見

られるのは、主催者として嬉しいし、興味深い体験であった。 
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第 6 章 結論 

6.1 結論 

 本研究は、静岡大学ビジネスコンテストに参加する学生に自身のコンピテンシ向上を自覚させ、

達成度を評価することを通して、コンピテンシの有効な育成過程について検討することを目的と

した。 

 そこで、コンピテンシに対する調査を行い、将来 IT 人材として活躍するために必要な”IT コ

ンピテンシ”を定義した。その ITコンピテンシの概念をもとに、第３回静岡大学ビジネスコンテ

ストの審査基準を定めた。そして、参加者に対する観察やアンケートを行い、参加者のコンピテ

ンシを評価した。ただし、コンピテンシの評価の多くは、著者による主観的な評価となった。ま

た、研究当初に設定した IT コンピテンシの定義に沿う形ではまとまらない部分も少なくなかっ

た。しかし、本研究の分析評価において、ビジネスコンテストにおける、参加者のコンピテンシ

を参加者の自己評価によって自覚させることが、有効であると示唆された。 

 

6.2 今後の展望 

 まず、今後も静岡大学ビジネスコンテストが継続的に開催されていき、参加学生の提案するビ

ジネスプランのレベルが向上されていくことを強く望む。 

本研究によって、ビジネスコンテストに参加する学生のコンピテンシ向上に「振り返り」が有

効であると示唆されたため、来年度の静岡大学ビジネスコンテストで、参加学生に「振り返り」

の機会を与えたい。「振り返り」によって、コンピテンシに対する意識や、その向上が見られるか、

検討する必要があるだろう。また、今回のように主催者による参加学生のコンピテンシ評価を継

続し、その評価結果を分析することでコンピテンシ評価の指標が定められ、ビジネスコンテスト

においてより有効なコンピテンシ育成がなされることを期待したい。 
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「情報学部ビジネスコンテストの開催とその活性化方法」 

 

9. 神原菜々 静岡大学情報学研究科 2012年度卒業論文 

「キャリア知識ベースを用いた情報系学生の学習目標管理システム」 

http://www-06.ibm.com/ibm/jp/provision/back_num_pdf/33.pdf
http://www.ipa.go.jp/files/000023848.pdf
http://www.ipa.go.jp/jinzai/renkei/info/symposium2013.html
http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/about.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/016/siryo/06092005/002/001.htm

