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卒業研究要旨 

 

大学生は学生時代、何かしらの学生イベントに所属することが多い。実際に報告者も大

学生活を通して様々な学生イベントを経験したことがある。そこで活動している際に共通

して問題意識を持ったのが情報共有に関する問題である。学生イベントには様々な情報共

有に関する課題が存在する。例えば静岡大学浜松キャンパスにある代表的な 6 つの学生

イベントに調査した結果、組織内での上位スタッフと下位スタッフ間の意識や理解度の

格差や、会議や議事録の形骸化、データの共有方法や管理方法、スタッフのモチベーシ

ョン維持などが課題として取り上げられた。こういった情報共有の諸問題は学生主催イベ

ントの運営の妨げとなる非常に重要な問題であり、学生がイベントの企画や運営を円滑に

行い目的・目標達成するには対策が必要である。そこで本研究ではこれらの課題をより明

確に定義し、それを解決するための情報共有環境を構築し、その効果を考察した。 

 環境を提案する上で本研究では SNS（Social Networking Service）に着目した。SNSと

はその名の通り、会員同士が人と人とのつながりを広げ、深めることのできる様々な機能

の提供が行われているネット上のサービスである。学生が利用するという観点で「低コス

トである」・「利用のハードルが低い（誰でも容易に使える）」・「学生イベントで必要とされ

る機能を実装している」という 3 つの面での制約を SNS が満たしているといえるため学生

イベントへの適用度は高い。非常に多くの種類がある SNS の中から比較検討を行い、本研

究では今日、ビジネスシーンでも様々な活用方法が研究されている「Facebook」を環境に

利用することを決定した。 

環境適用の応用事例として、2011 年 11 月 24 日に静岡大学情報学部で開催された学生イ

ベント「静岡大学ビジネスコンテスト」で実際に約 2 カ月、メンバー40 人で取り組みを行

った。Facebook の機能の 1 つである「グループ機能」と、Facebook との連動アプリケー

ション「Docs」を情報共有の環境として利用する。 

この取り組みを元に参加者へ評価アンケートを依頼し、情報共有環境の持つ機能で学生

イベントにおける情報共有をどこまで支援できるか、また足りない機能・使いにくい機能

はどういった機能だったのかという点を明確にした。機能に関しては学生イベントに必要

とされている基本的な機能は用意することができた。また、足りない部分に関してはその

対策案を提示した。 

利用の様子に関しては議論参加者と学生間の議論や反応は見られたものの、利用者にバ

ラつきがあることや、学生同士の議論、学生自身の自発的な発言、そして持続性のある環

境上での行動サイクルなどはあまり見られなかった。この結果を踏まえて学生イベントを

円滑に運営するためのよりよい情報共有のあり方と情報共有環境の構築・運用の考察を行

った。 
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第 1章 序論 

 

1.1 研究の背景 

静岡大学浜松キャンパスには多くの学生イベントが存在する。報告者も 2008 年、2009

年の静大祭実行委員会に 2 年間所属しており、イベント企画や組織運営、外部団体との連

携などの仕事に携わっていた。その他にも大学生協主催の就活支援学生イベント「就活サ

プリ塾 2012」、新入生歓迎イベント「Welcome to Campus（以下、ウェルキャン）」、学生

主催ビジネスコンテスト「静岡大学ビジネスコンテスト（以下、SUBC）」などの様々な学

生イベントの企画や運営などに携わったことがある。 

様々な学生イベントに携わるうちに問題意識を持ったのが情報共有に関する様々な課題

である。例えば今日、学生イベントで通例的に行われている会議の場において学生スタッ

フ間の意思疎通や議論は容易ではない。また、データの共有方法や管理方法が統一されて

おらず大変非効率であるという問題もある。このような問題は学生イベントの性質や規模、

場面などによってバラつきはあるものの多くの学生イベントで何らかの情報共有に関する

問題を抱えていることは確かである。これらの情報共有の様々な問題は学生イベントの運

営の大きな妨げとなるため、学生がイベントの企画や運営を円滑に行い目的・目標達成す

るには対策が必要である。 

今日のビジネスシーンにおいては情報共有の意識は非常に高く、グループウェアやメー

リングリスト、ブログ、社内 SNS などの情報共有環境が多く利用されている。しかし、学

生が利用できる情報共有の環境は「低コストである」・「利用のハードルが低い（誰でも容

易に使える）」・「学生イベントで必要とされる機能を実装している」という 3 つの面で制約

が存在するため、例えば、ビジネスシーンで利用されるような「高機能であるがコストの

かかる環境」は利用できない。学生がイベントで利用するという部分に目線をおいて情報

共有が円滑に行える環境を考察することが必要である。 

 

1.2 研究の目的 

 本研究ではこのような背景を踏まえた上で、学生イベントの性質や規模、場面などをも

とに必要とされる「情報共有」を考察し、学生イベントを円滑に行うことのできるような

情報共有環境の構築を解決策として提案する。 

そこで今回、今日の情報社会を生きる学生にとってはホットなツールである SNS（Social 

Networking Service）を学生イベントにおける情報共有環境の優良なツールであると着目

して、その機能の比較および有効的な利用方法を考察する。その応用事例として、Facebook

の機能の一つである「グループ機能」と Facebook との連動アプリケーション「Docs」を
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情報共有の環境に用いて、静岡大学で開催された学生イベント「SUBC」を開催した。そし

て、SUBC での導入効果を分析する。 

この取り組みを元に参加者より評価をもらい、既存の SNS の持つ機能で学生イベントに

おける情報共有をどこまで支援できるか、また足りない機能・使いにくい機能はどういっ

た機能だったのかというシステムの有用性と改善点を明らかにする。その内容を踏まえて、

学生イベントを円滑に運営するためのよりよい情報共有のあり方と情報共有の環境の考察

を行い提案する。 

 

1.3 論文の構成 

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研究背景および研究目的を述べ

た。 

第 2 章では、「学生イベントにおける情報共有の課題」として、静岡大学浜松キャンパス

に存在する代表的な 6 つの学生イベントについての概要を述べ、それぞれのイベントにお

いて情報共有の面で発生している課題を明確にする。こういった課題を分類・整理し、対

策の方針を策定する。 

第 3 章では、「情報共有ツールの機能」として、今日の情報共有の動向について概要を述

べる。また、現在利用されている代表的な SNS や情報共有ツールの機能などについての概

要を述べ、それぞれの比較検討を行う。 

第 4 章では、「SNSを用いた情報共有環境の構築と学生イベントへの適用」として、実際

に応用事例として約 2 カ月、メンバー40 人で取り組みを行った「SUBC」についての概要

や実施の状況、また具体的なシステムの構築について述べる。 

第 5 章では、「情報共有環境の評価」として、「SUBC」における学生の反応や評価などを

提示する。また、今回提案した情報共有環境についての技術的観点での評価についても提

示する。これらに基づき、さらなる機能拡張の展望や他イベントへの適用の展望について

の考察を述べる。 

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 学生イベントにおける情報共有の課題 

 

2.1 静岡大学浜松キャンパスで開催される学生イベント 

 静岡大学浜松キャンパスには多くの学生イベントが存在する。そこで、まず静岡大学浜

松キャンパスで開催される学生イベントの運営経験者にアンケート調査を行った。 

本節では静大祭 in 浜松、就活サプリ塾、ウェルキャン、クリスマスパーティー、全 J コ

ンパ、新歓合宿の 6 つの代表的な学生イベントに関してそれぞれ目的及び規模、特徴を表

と体制図と合わせて以下にまとめる。 
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①静大祭 in 浜松（2010） 

表 2.1.1 静大祭 in 浜松の概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静大祭 in浜松は毎年11月の中旬に静大祭実行委員会によって開催される学祭イベントで

ある。昨年第 12 回が開催された歴史あるイベントである。同日には静岡大学が開催するテ

クノフェスタというイベントも行われ、大勢の来場客で賑わう。 

週に 1 度の全体会議(図 2.1.1 上部：JC)が開催される。そこで、部署ごとの担当長による

作業の進捗報告や全体に対する連絡などが行われる。その後、部署ごとでの小ミーティン

グが実施される。また、それとは別に、担当長のみで開催される会議(図 2.1.1 下部：RC)

も週 1 回存在する。そこではイベント全体の運営や方針、財務などの重要事項が取り扱わ

れる。基本的には紙の資料での情報交換のみとなっており、予め作成した資料を配布し、

その場で読み、全体から挙手で質問をとる、という非常に古典的な方法をとる。 

 

 

図 2.1.1 静大祭 in 浜松 体制図 

委員長

組織担当長

招待担当

模擬店担当

ストリート

パフォーマンス

室内展示担当

フリーマーケット

企画担当長

オープニング企画

フィナーレ企画

花火担当

室内企画

情報宣伝担当長

外部情報宣伝

学内情報宣伝

Web担当

財政担当長

各 組 織 、 1 年 ス
タッフが数名つく。

各部署会議

全体会議
(JC)

各部署会議

組織会議
(RC)

開催時期 11 月第 2 週の土日 2 日間 

活動目的 静大祭の企画・運営 

運営団体 浜松静大祭実行委員会 

活動期間 4 月から 11 月 

主メンバー 2 年生(1 年生時のスタッフ経験有り) 

サブメンバー 1 年生 

組織規模 50～100 名程 

他団体との関係 サークル、業者、大学 
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②就活サプリ塾 2012（2011） 

表 2.1.2 就活サプリ塾の概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就活サプリ塾は全国の主要都市の大学で開催される学生イベントである。就職活動を行

う学生を支援する「就職相談会」を企画する。大学生協が主催し、基本的な運営や企業営

業、企画内容などは有志の学生スタッフが全て行う。 

メンバーは 4 月に募集され、その時集まったスタッフがコアメンバー（リーダー、広報、

運営、オプション企画、物品、企業対応）となる。9 月からの活動後期ではさらに後期スタ

ッフを増員し、当日スタッフを含めると総勢 30 名程度のメンバー構成となる。コアスタッ

フがそれぞれ部門の担当長となり、広報と運営に関しては後期スタッフ数名を率いて活動

する形態をとる。また、後期スタッフは 1 人当たり 1 企業の企業対応を行う為、企業対応

担当長の指示を仰ぐ。当日スタッフは運営担当長の指示で当日動く。全体会議は週に 1 度、

進捗を共有する。それとは別に広報、運営のみの会議も個別にある。 

 

 

図 2.1.2 就活サプリ塾 体制図 

開催時期 11 月後期から 12 月前半あたり 

活動目的 “就職相談会”の企画・運営 

運営団体 就活サプリ塾スタッフ 後援：大学生協 

活動期間 4 月から 11 月 

主メンバー 学年問わず、前期からの活動スタッフ 

サブメンバー 学年問わず、後期からの活動スタッフ 

組織規模 30 名程 

他団体との関係 協賛企業、生協スタッフ 



 

６ 

 

③ウェルキャン（2010） 

表 2.1.3 ウェルキャンの概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Welcome to campus（通称：ウェルキャン）は毎年 4 月の頭に開催される学生イベント

である。班ごとに様々なレクリエーションを行い、入学式前に新入生に友人を作ってもら

う目的で開催される。 

責任者 2 名と、コアメンバーとなる 8 名ほどのスタッフと、協力してくれるスタッフ約

30 名でメンバーが構成されている。スタッフの学年に幅があり、経験者スタッフが比較的

多いのが特徴的である。会議は学生委員のみで行う会議が週に 1 度行われる。ウェルキャ

ンスタッフには決定事項が伝えられ、仕事が割り振られる。ウェルキャンスタッフの中に

も GL(グループリーダーといって新入生の班のファシリテーターを行う)やサブ（レクリエ

ーションやその他雑務）、司会（当日の進行）などの属性に分かれる。 

 

 

 

図 2.1.3 ウェルキャンの体制図 

責任者

学生委員 学生委員 学生委員 学生委員 学生委員

学生委員・会議

ウェルキャン
GLスタッフ

ウェルキャン
サブスタッフ

ウェルキャン
司会スタッフ

ウェルキャンスタッフ

全体会議

開催時期 4 月上旬 2 日間 

活動目的 新入生向けイベントの企画・運営 

運営団体 学生委員会＋有志スタッフ 

活動期間 3 月から 4 月 

主メンバー 学生委員会 

サブメンバー 有志のウェルキャンスタッフ 

組織規模 30 名程 

他団体との関係 生協 
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④クリスマスパーティー（2011） 

表 2.1.4 クリスマスパーティーの概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クリスマスパーティーは静岡大学の講義「コミュニケーションスキルズⅡ」の受講生

が主催となって行う学生イベントである。模擬店やサークルの出し物などやスタッフが

企画するレクリエーションで交流を楽しむ。 

2 年生はリーダー、副リーダー(2 名)、各チームリーダー(広報、フード、ステージ、会計、

物品)とチームメンバー(約 4，5 名)になり、組織が成り立っている。1 年はフードスタッフ

として所属する。会議は責任者と副リーダーによるランチミーティングやリーダーのみ

が参加するリーダー会議がある。そしてそこで課題になった問題点について、各部署で

対策を考えるために組織会議がそれぞれ週に 1 度行われる。全体での情報共有は週に 1

度、授業内で行う。 

 

図 2.1.4 クリスマスパーティー 体制図 

開催時期 12 月中旬 

活動目的 クリスマスイベントの企画・運営 

運営団体 コミュニケーションスキルズの受講生 

活動期間 10 月から 12 月 

主メンバー コミュニケーションスキルズⅡ受講生 

（2 年生） 

サブメンバー コミュニケーションスキルズⅠ受講生 

（1 年生） 

組織規模 20 名程 

他団体との関係 外部の芸術団体、出店団体、サークル 
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 ⑤全 J コンパ（2011） 

表 2.1.5 全 J コンパの概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全 J コンパは情報学部の学生組織である「学生会」が主催となって企画する学生イベン

トである。入学してきた新入生が同級生や先輩との繋がりを作る場を提供することを目的

としている。 

2 年生を中心に活動が行われ、1~3 年生の学生会メンバー総勢 30 名ほどがスタッフであ

る。3 年生は基本的に 2 年生のサポート役となる。全体会議として基本的に週に 1 度、学生

会の全メンバーによって行う。まずはリーダーがその時期における全体の方針や目標など

を定め、各部門の進歩状況や課題などに沿って解決案を出して、作業を進める。イベント

の 1、2 週間前からは、平日は毎日会議を行い詰めの作業を行う。 

 

 

 

 

 

図 2.1.5 全 J コンパ 体制図 

開催時期 5 月上旬 

活動目的 情報学部生向け新歓イベントの企画・運営 

運営団体 学生会 

活動期間 4 月から 5 月 

主メンバー 2 年生 

サブメンバー 1 年生、3 年生 

組織規模 30 名程 

他団体との関係 生協、静岡県自動車学校（スポンサー） 
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⑥新歓合宿（2011） 

表 2.1.6 新歓合宿の概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新歓合宿は 4 月に開催される新入生向けの学生イベントである。情報学部に新入生とし

て入った学生全員で 1 泊 2 日の合宿を行い、同じ学部の同級生と交流を行うことを目的し

ている。 

スタッフは 2・3 年生で行い、2 年生が班付きスタッフや司会を行い、3 年生は裏方スタ

ッフとしてサポートする。基本的に 2 年時に参加すると 3 年時にも参加する。会議などの

打ち合わせは 3 年が中心となって行い、当日の主体は 2 年生中心に行う。スタッフ数は 30

名弱くらい。各学年 15 名弱ずつで、男女比や科学科と社会科の比も同じくらいになるよう

にする。代表は 3 年生から一人選出する。会議は週に 1～2 回行う。会議ではその資料やし

おりをもとに、当日の役割分担や動きの確認を行う。またレクリエーションの小道具をみ

んなで作る。学内備品の管理や買出し等も 3 年生がメインで行う。 

 

 

図 2.1.6 新歓合宿 体制図 

開催時期 4 月 

活動目的 情報学部生向け新歓合宿の企画・運営 

運営団体 新歓委員会 

活動期間 3 月から 4 月 

主メンバー 準備 3 年生 当日 2 年生 

サブメンバー 2・3 年生 

組織規模 30 名程 各学年 15 名ほど 

他団体との関係 新歓委員顧問、伊良湖の合宿先 
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2.2 学生イベントにおける情報共有の現状 

 次に、上記に挙げた代表的な学生イベントにおける情報共有の現状を会議とツール利用

に関して 2 つの目線でそれぞれ調査した。表 2.2.1 では静岡大学の学生イベントにおける会

議の良い点と悪い点をまとめた。良い点の共通部分としては上層部だけで行われるような

組織会議では密度の濃い情報交換が行われることが多いという点や、同部署内でのコミュ

ニケーションは比較的多く取れているという点である。逆に悪い点の共通部分としてはス

タッフ内に情報格差が生まれている点や、下位スタッフが会議で発言し辛い雰囲気、会議

という短い時間内では議論が発生しない点などが挙げられる。 

 また、表 2.2.2 では学生イベントが情報共有に利用するツールをまとめた。基本的にはメ

ールや電話がメインのツールであり、データを共有する際には「Skype」や「Skydrive」と

いったツールを利用している。また、チャットや通話会議として「Skype」や「Windows live 

messenger」を利用する学生イベントもある。 

 

表 2.2.1 静岡大学の学生イベントにおける会議の良い点・悪い点 

組織名 良い点 悪い点 

静大祭 

in 浜松 

・RC では密度の濃い会議を行っ

ているため、議論を通した情報

共有が取れている。 

 

・部署ごとの会議があるため同

部署内のコミュニケーションの

時間は充分にとれる。 

・JC は進捗報告のみになっていて

議論が発生しない。 

 

・多人数のため、質問しにくい。ま

た、それぞれのスタッフの様子に目

が行き届きにくい。 

 

・資料が会議時に配られるため、理

解に時間がかかる。 

 

・参加できないと理解に遅れをとっ

てしまう。（フォローがあまりな

い。） 

就活 

サプリ塾 

 

 

 

 

 

 

・事前にデータを共有すること

で議論の時間が中心となってい

る。 

 

・部署ごとの会議があるため同

部署内のコミュニケーションの

時間は充分にとれる。 

・活動後期になるとメンバーが増え

るため、会議時間内での議論が難し

くなる。 

 

・後期スタッフと前期スタッフの間

に危機感やビジョンの温度差が生

まれる。 
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就活サプリ

塾 

・他部署との会話や意思疎通の機会

が少なくなりがちである。 

 

・後期からのスタッフが会議で発言

しにくい雰囲気がある。 

ウェル 

キャン 

 

 

ウェル 

キャン 

・生協委員会の活動の一期間イ

ベントであり仲間内の人間関係

が構築されているため、発言し

やすい。 

・短期集中型で集中したスケジ

ュールで会議を行うため、充分

な時間はとれている。 

・目標やスケジュール共有が不明確

であった。 

・馴れ合いになってしまいがちであ

る。 

・ウェルキャンスタッフには決定事

項の報告のみが行われるため、会議

の様子は分からずギャップがある。 

クリスマス 

パーティー 

 

・ミーティングの種類や回数が

多く密なコミュニケーションの

機会がある。 

 

・事前に資料を共有しているの

で進捗状況をネット上で確認で

きる。 

・自由参加のため、現状を把握でき

ていないメンバーが生まれる。 

 

 

・班によってモチベーションに差が

生まれてしまい進捗にズレがある。 

全 J 

コンパ 

・短期集中型で会議を行うため、

充分な時間はとれている。 

 

・学生会の活動の一期間イベン

トであり仲間内の人間関係が構

築されているため、発言しやす

い。 

・サークル的な雰囲気から、メンバ

ー内に意識の差が生まれてしまう

事が多い。 

 

新歓合宿 ・短期集中型で会議を行うため、

充分な時間はとれている。 

 

・毎年大きな変化はない為、 

昨年分の情報を利用できる。 

・特になし 
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表 2.2.2 静岡大学の学生イベントにおける利用ツールの状況 

組織名 利用状況 

静大祭 

in 浜松 

・基本的にはメールや電話での連絡を行う。 

・担当長クラスのスタッフ間が利用するツールとして「Skype」や

「Windows Live Messenger」を用いて通話会議、チャット会議、デ

ータ共有などを行っている。 

・外部への情報共有の為、ホームページやブログを開設している。 

就活 

サプリ塾 

・「Windows Live Messenger」を用いたチャット会議やデータ共有が

行われる。 

・業務連絡や添付資料の送付には「メーリングリスト」を用いる。 

・外部への情報共有の為、ホームページやブログ、「twitter」を利用

している。 

ウェル 

キャン 

・PC メールで資料を添付して情報共有を行う。 

クリスマス 

パーティー 

 

・「SkyDrive(無料大容量ストレージサービス)」が用いられる。作成し

た企画書などのデータをサービス上にアップロードし、いつでもどこ

でもネットの使用ができれば進捗状況を把握することができる。 

・緊急連絡は電話やメールで行う。 

・「Skype」を用いて会議の中継を行うこともある。 

全 J 

コンパ 

・学生会内での連絡は主にメーリングリストを用いて行われる。 

・緊急連絡は電話で行う。 

新歓合宿 ・基本的にメールや電話連絡のみを利用する。 

 

2.3 情報共有環境構築への課題 

 学生イベントの情報共有環境構築への課題として 4 つの観点から述べる。 

 

 (1)対面での会議の開催が困難である。あるいは、会議を開催しても十分機能していない。 

 上記に述べた 6 つの学生イベントは情報共有の環境として週に 1~2 回、対面での会議の

場を設けている。学生にとっては他のサークル活動や講義、アルバイトなどの様々な活動

を考慮すると定例の会議はこの日数以上を確保することはなかなか難しいのではと考えら

れる。しかし、この会議の日数では、部署ごとやリーダー間の会議のような数人レベルの

打ち合わせや、学年、学部などがある程度一致しているコミュニティで運営される「新歓

合宿」や「クリスマスパーティー」、「全 J コンパ」であれば比較的問題が少なく情報共有

を行う事が可能であるが、スタッフが他学部や学年に大きな層がある「静大祭」や「就活

サプリ塾」、「ウェルキャン」といったイベントでの情報共有や、全体会議のような全スタ

ッフに対する情報共有は難しい。特に「全体会議」のような参加人数の多い会議では進捗
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状況の報告や次回までの課題設定を行うだけで時間を使いきってしまう。また、こういっ

たイベントでは、下位スタッフに目が行き届きにくく、上層部のスタッフの考えるビジョ

ンや問題に対する危機感などが伝わりにくいことが多々ある。このため、下位スタッフと

の認識のギャップが生まれてしまう。下位スタッフも発言数がおのずと減ってしまい、疑

問点や質問点などを抱えてしまい解消しないままになってしまうことがある。 

  

 (2)議論のフォローがなされない場合がある。 

学生イベントではスタッフ間に会議以外での交流があまりない為、次の会議までの 1 週

間のブランクのフォローを行うことが難しいという問題点がある。実際の例を示すと静岡

大学祭実行委員会では多人数のスタッフに対するフォローが足りずに毎年非常に多くの学

生スタッフが自然消滅してしまうという運営上大きな問題を抱えている。 

こういった会議の問題のフォロー方法の一部として「議事録」を実施しているイベント

もあるが、そのシステムは形骸化していることが多く、議事録データがスタッフ全員に共

有されなかったり、形式や体裁がバラバラで情報に価値の無いものであったりと様々な問

題を抱えている。 

 

(3)情報共有ツールが全体に普及していない。 

 会議での情報共有を支援するため、多くの学生イベントでは既存の無料提供されている

情報共有ツールを利用してデータの共有やスケジュールの共有、通話会議、チャット会議

などを行っている。しかし、こういったツールの多くは一方向のコミュニケーションであ

り、議論や交流というよりは、連絡事項やデータの共有を行う時に利用されている。また、

そこで流れたデータや情報は一過性のものでありログが残らない為、データの管理が非常

に煩雑になってしまう。「skype」や「Windows Live Messenger」を用いた議論など試みは

行われているもののこういったツールは上層部スタッフが利用していることが多く、スタ

ッフ全体で統一して利用するツールがあるということは少ない。 

 

 (4)会議が十分に活性化されていない。 

 そもそも、会議自体が形骸化しているのではとの指摘を行う事もできる。会議では進捗

報告と課題の割り振りだけが毎週行われており、重要なイベントの方針に関する会議やイ

ベントをよりよくするための深い議論などはあまり実施されていない。こういったより質

の高い議論を行うには現状の学生イベントが抱えるモチベーションの低さや保守的な考え

方が大きな問題となっている。 

 

[1]静岡大学湯浦研究室 2008 年度学士論文で新井英史による『卒業研究選択・推進のため

の情報共有システムの提案』では、情報共有の定義に関して「自分の身近に何らかの有益

なデータが存在し、それらを共有することで他者とのコミュニケーションを活発化するこ
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と（P3）」と述べられており、報告者もこの考え方に同意見である。今回、学生イベントで

の情報共有環境構築の課題となる部分は、単にデータやスケジュールを容易に共有する機

能を持っているだけでなく「データを共有することでコミュニケーションにつながる機能」

や、それに加えて現状の学生イベントに不足しがちである「スタッフ全員が質の高い議論

を生み出しやすい環境」や「スタッフのモチベーション向上に繋がる機能」、そして「週に

1、2 度しか顔合わせができない」という制約から生まれる「スタッフ間の交流不足による

コミュケーション障害」の課題をツールで支援する必要であると考える。 
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第 3章 情報共有ツールの機能 

 

3.1 今日の情報共有について 

 今日、情報共有は組織運営において重要視されている。業務の効率化やコスト削減など

は組織運営における従来からの課題である。これらの課題を達成する一つの手法として情

報共有が挙げられる。情報共有を効率よく行うことで、組織運営の内包する無駄を省き、

より生産性の高い作業やコミュニケーションに時間と労力を注ぐことができる。このため、

今日、情報共有を支援するシステムやツールは数多く存在する。 

情報共有のシステムの従来例として、グループウェア、電子メール、ファイルサーバ、

ブログ、SNS などが代表的なものとして挙げられる。これらの情報共有システムは、様々

な利用場面を想定した情報共有に関する機能を持つシステムである。では、実際に企業が

情報共有する際に用いられるシステムはどのようなものが存在するのであろうか。以下の

図 3.1.1は 2011年 7月に[2]TechTargetジャパンによって 200件の企業に対して調査された

企業における情報共有ツールの利用の現状である。 

 

 

 

図 3.1.1 情報共有のために導入済みの製品／サービス 

（[2]
TechTarget ジャパン調べ 2011 年 08 月 19 日） 
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図 3.1.1 を見ると、電子メールを筆頭にファイルサーバやグループウェアなどの高い導入

実績が目立って見られる中、昨今注目を集めている SNS の社内利用の実績は 7.5%と非常

に低い値となっている。この理由として SNS自体が注目されてからまだ歴史が浅く、社内

で対応する環境が整っていないことが大きな障壁となっていると考えられる。また、企業

運営においては情報セキュリティの面で既存システムを利用することに対する不安感もあ

るといえる（図 3.1.2・図 3.1.3 参照）。 

 

 

図 3.1.2 利用を禁止している情報共有ツール（従業員数別） 

（[2]
TechTarget ジャパン調べ 2011 年 08 月 19 日） 

 

 

図 3.1.3 利用を禁止している理由 

（[2]
TechTarget ジャパン調べ 2011 年 08 月 19 日） 
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企業の利用する情報共有システムとして SNSは未だ参入障壁が高いものであるというこ

とは分かったが、世論では SNSへの注目が高いのも事実である。SNS の概要に関しては次

節において詳しく説明を行う。 

また、情報共有を支援するハードウェア面においても近年では大きな変動が起こってい

る。2010 年から 2011 年にかけて IT 業界やメディア業界などでは「スマートフォン元年」

と名付けられていることからも分かるように、iOS や AndroidOSを搭載し、ハイスペック

な機能を持つ「スマートフォン」や、iPad を代表とする「タブレット」などの新しい携帯

情報端末が次々と市場に出回り大きな注目を集めた革命的な年であった。話題性は明確で、

2010 年末時点で新聞データベースの「スマートフォン」というキーワードが出てくる記事

は、読売で 100 以上、朝日で 200 以上、日経で 800 以上存在する。[3]インプレス R&D イ

ンターネットメディア総合研究所編『2011 年ケータイ白書』によると、2010 年のスマート

フォンの認知度は 93.0%（前年 63.7%）と非常に高く、使用機種ランキングにおいても 50

代以上の男性、30 代以上の女性を除いた世代で iPhone がトップ 3 に入るという結果も出

ている。普及率は 9.0%とまだ低いが、それでも前年の 4.0%からみると 2 倍以上の大きな

成長である。今後、若年層を中心にこれらのツールの普及が予想されており、40%のユーザ

が「今後利用したい」と潜在的に感じていると同誌では述べられている。また、2015 年に

はスマートフォンの販売台数が「ガラパゴスケータイ/フィーチャーフォン」と呼ばれる従

来の携帯端末のシェアを上回るのではないかと[4]有識者によって予想もされている（図

3.1.4 参照）。 

 

 

図 3.1.4：日本国内のスマートフォン市場に関する有識者アンケート調査 

（[4]MMD 研究所調べ 2010/1014） 

 

こういったハイスペックなモバイルツールが普及することで、以前に増してより多くの

人がいつでも、どこでも、インターネットに容易にアクセスできる環境になっていくこと

が考えられる。その為、今後「リアルタイム性」や「コミュニケーション機能」に特化し

た情報共有システムである SNSによる効率的な情報共有、そしてコミュニケーションの活

性化がさらに注目を集めていくことが予想される。 

 

■ 75％の有識者が、2015 年までにスマートフォ

ンの販売台数がフィーチャーフォンの販売台数を

追い抜くと予測。 

（IT・モバイルジャーナリスト、IT 関連メディア、

スマートフォン関連書籍関係者、IT・情報・工学

専攻の大学教授といった、有識者の 20人による 

回答） 
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3.2 既存の SNS の利用 

 今回、「学生イベントの情報共有を支援する」という観点でシステムを考察する上で、様々

な種類が存在する情報共有の環境の中でも SNS に注目して利用の提案を行う。そこでこの

節では SNSの概要や学生イベントにおいて SNS を利用する意義を述べる。そして、SNS

の中でも特に注目を受けている代表的な SNSの特徴を取り上げ、機能の比較・検討を行う。 

 

3.2.1 SNS の概要 

 [5]SNS とは、「会員同士が友人関係を広げることを目的に開設されたコミュニティ型の

Web サービス」のことを指す。言い換えれば、「実際の社会における人の交流をインターネ

ット上に体系化した Web サービス」であるともいえる。SNS の定義はあいまいな部分が多

いが、狭義の意味での SNS に焦点を絞って特徴を述べると表 3.2.1.1 のようなものが挙げ

られる。 

 

表 3.2.1.1 SNSの特徴 

・マイページを持つことができる。 

・友人と容易に情報共有を行うことができる様々な機能を持っている。 

・参加無料であることが多い。 

 ・ユーザ一人当たりのサイト滞在時間が長い。 

 ・プロフィール公開の為、誹謗中傷が少ない。 

 ・複数の友達からの評価が可視化されているので情報の信頼感、安心感がある。 

 ・参加者自身が情報発信を積極的に行う。 

 ・コミュニティが発生し、口コミで情報が広がる。 

 

また、SNS のサービス形態の中には誰でも参加できる「オープン SNS」と既存会員から

の招待が必要な「クローズ SNS」が存在するが、近年では前者のサービス形態を持つ SNS

がほとんどである。 

今となっては SNS といえば日本で大変メジャーなサービスであるが、歴史はまだ浅く

2003 年の 3 月に米国の Friends 社のサービスである「Friendster」というサービスが SNS

の起源であるという。実名制を持つ、というサービスは斬新なものであり、その後の SNS

のサービス形態にも影響を与えている。日本でメジャーとなるサービスが現れ始めたのは

2004 年の 2 月に公開された「GREE」である。その後、同年 3 月には現在国内トップシェ

アである「mixi」が開設された。米国生まれの SNS の中でも、ここ数年で日本での注目度

が非常に高まっている SNS も現れている。[6]2004 年に米国の学生向けサービスとしてスタ

ートした「Facebook」や、2006 年にサービスが開始されてから、そのシンプルかつ手軽に

始められる新しいサービスのモデルが大きな話題を読んだマイクロブログ「Twitter」は、

現在大きな注目を集め、国内でのシェアを急成長させている(図 3.2.1.1 参照)。 
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図 3.2.1.1 利用者数が 200 万人から 1,000 万人に達するまでの経過月数 

([6]「はてなで泣いた」HP より 情報提供：ＭａｒｋｅＺｉｎｅ) 

2011 年 10 月 1 日 

 

また、前節でも触れたように近年ではスマートフォンの大躍進が注目を多く集めている。

これらに関連してスマートフォンとサービスの親和性が高い SNSの利用率も同じように増

加の傾向にあるといえる。[7]インプレス R&D インターネットメディア総合研究所編『イン

ターネット白書 2011』によると、ソーシャルメディアの利用率がブログや掲示板、ウィキ

ペディアの利用率は前年度に比べて低下している中、SNSの利用率は32.1%（前年度+10.8%）

と大きく成長している。また、同誌ではタブレット端末やスマートフォン利用者がソーシ

ャルメディアを利用するアクティブユーザであるという傾向も提示されている。今後、SNS

は認知度を更に上げ、コミュニケーションに必須となる一種のインフラのようなサービス

になっていくことが予想される。 
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3.2.2 SNS 利用の意義 

3.2.2.1 SNS 利用の前提 

  学生イベントにおける情報共有に SNS を用いる前提として「イントラツールとしての

SNS」という SNSが持つ一側面の魅力が非常に大きい。[8]インプレスジャパンが発行す

る『SNSビジネス・ガイド』でもこのことについて述べられており「そもそも SNS はイ

ンターネットを用いることで私たちが実社会で行っているコミュニケーションの効率化

を図るものである。この成り立ちを応用して組織内のコミュニケーションツールとして

導入するということは順当かつシンプルな活用法である」と応用の可能性を提示してい

る。同誌では特に SNS が持つ 3 つの性質を高く評価しているので以下に紹介する。 

1 点目は「ラディカルトラスト」という点である。これはユーザ間の信頼を基盤にした

サービスという意味である。特定の情報を共有するコミュニティをベースにしているた

め信頼に基づく知の共同構築サービスを実施しやすい。 

2 点目は「ロングテール」という点である。SNS ではユーザはより多くの個人情報を

入力することにより自分との共通性を持つ新たな友人との出会いや有意義な意見交換の

可能性を広げることができる。このため自律的に精密なユーザセグメンテーションが形

成されロングテールを捉えやすい。 

3 点目は「フォークソノミー」という点である。フォークソノミーとは folks（人々）

と taxnomy（分類法）を合わせた造語である。SNS はブログや Wiki、RSSなどのコミ

ュニケーションツールをベースにしていることで、タグをベースにしたユーザ自身によ

る情報分類が容易にできるという特徴である。SNS が持つこれら 3 つの性質から同誌で

は「従来サービスを大きく凌駕する、グループウェア機能とナレッジ機能を兼ね備えた

次世代グループウェアとなりうる」と高く評価されている。 

 

3.2.2.2 学生イベントでの SNS の利用意義 

  上記の評価を踏まえた上で、学生イベントに利用を提案する意義として、第 1 章でも

述べた学生イベントが利用できる環境が抱える制約の「低コストである」・「利用のハー

ドルが低い（誰でも容易に使える）」・「学生イベントで必要とされる機能を実装している」

という 3 点について既存の SNSが満たしていると考えられるためである。 

1 点目の低コストであるという点だが、学生にとって導入の際に料金が発生する専用の

コミュニケーションツールの導入は難しい。その点で既存の SNSのほとんどは利用が無

料のサービスであるためコストは発生しない。 

2 点目の利用のハードルが低いという点だが、学生の多くは情報感度に強く、最新のツ

ールへの興味関心や適応力が高いため SNSの利用は容易に行う事ができると予想される。

近年では非常にシンプルなユーザインターフェースを持っている SNSが多いため、理解

しやすいのもポイントである。また従来は招待制だったクローズ SNSの多くが登録制の
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オープン SNSにサービスの形態を移行しており誰でも気軽に参加できるようになってい

る。 

3 点目の学生イベントで必要な機能を実装しているという点であるが、上記にも述べた

ように SNSはインターネットを用いることで私たちが実社会で行っているコミュニケー

ションの効率化を図る目的で作られているサービスであり、特に近年では様々な機能が

追加されているため、学生イベントで必要とされている情報共有の課題に対応すること

は基本的に可能である。データの共有に関する機能はもちろんのこと、議論を支援しス

タッフ間のコミュニケーションを活性化する機能は多く存在するため、この点の制約を

クリアできることが期待される。具体的な検証は第 4 章以降で行う。 

  また、学生イベントで取り扱う情報の多くはセキュリティ面で重点的に保護すべき内

容であるほどのものでないため、企業ほどの参入障壁は無く、比較的容易に SNS を導入

しやすいという点もある。 

 

 3.2.3 代表的な SNSの例 

 学生イベントに SNS を導入すると考えた時に非常に多く存在する SNS の中からどのサ

ービスを利用すればよいだろうか。この項では今日、日本国内で注目を受けている代表的

な SNSについて紹介し、相互に比較を行うことで学生イベントに適する SNSを提案する。 

 

 ①mixi 

 [9]mixi は株式会社 mixi が運営する日本国内最大シェアの SNS である。国内 SNS の草分

け的存在と呼ばれる。2004 年 3 月に公式にリリースされてから 2011 年 8 月時点では 1082

万人の利用者がいる。利用者はモバイルからのアクセスが非常に多いという特徴を持つ。

2011 年 6 月時点での PV 比較では 9 割以上が携帯端末からのアクセスをしている。 

mixi の機能としてコミュニケーションを円滑に行う非常に多くの機能が用意されている。

申請を経て「友達」となるとお互いの情報を共有することができる。主な機能として「日

記」や、「メッセージ」といったような情報発信のツール、「mixi アプリ」というソーシャ

ルゲームで遊ぶことができる遊戯的機能、「コミュニティ」や「mixi チェック」、「mixi チ

ェックイン」、「mixi フォト」などの他者との趣味・嗜好・行動の共有機能などが用意され

ている。最近では Facebook に倣い、「mixi ページ」というファンページ形式の機能や、

Twitter のマイクロブログのような機能である「mixi ボイス」も拡張された。このように多

種多様な機能を持つことから、コミュニケーションの総合的なプラットフォームとしての

役割を備えているといえる。 

ユーザの特徴としてはニックネームで登録しているため匿名性は強い。しかし、同級生・

同僚検索などの機能からも分かるように元々はリアルでの深い友人同士の繋がりがそのま

ま Web 上でも形成されている傾向が強く、コミュニケーションに重点が置かれている SNS
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であるといえる。また、利用者層が比較的若いため、全体的にややエンターテイメント性

の高い雰囲気がある。[10]ホーム画面は図 3.2.3.1 に示す。 

 

 

図 3.2.3.1 [10]mixi ホーム画面（2012 年 1 月時点） 

 

②Twitter 

[11]Twitter は 2006 年 7 月より米国で始まったサービスである。日本でサービス展開が開

始されたのは 2008 年の 1 月である。2010 年には日本で Twiter が大ブレイクし、2011 年

10 月の国内利用者数は 2100 万人を超えた。 

Twitter は利用者が 140 字以内で「つぶやき（ツイート）」を行う。興味のあるユーザを

「フォロー」することでマイページの「タイムライン」にツイートが時系列で表示される。

逆に自分がフォローされた人である「フォロワー」からは自らのツイートを読まれている

といえる。その他にも、＠マークを付けることでユーザへの「返信（リプライ）」を行うこ

とができる機能や、#マークで存在する全てのツイートをタグで分類できる「ハッシュタグ」

という機能、ボタンを押すことで対象のツイートを自らのフォロワーにツイートを拡散す

る「リツイート」の機能、お気に入りのツイートをマイページに保存する「お気に入り」

の機能などを持つ。相互にフォローし合っている仲間同士であれば「ダイレクトメッセー

ジ」を送ることもできる。シンプルなユーザインターフェースで、情報発信・情報収集・

情報伝播の 3 機能に関して非常に優れたシステムであるためビジネスにおける情報収集ツ

ールとしての個人的利用や企業の PR に利用されるケースが多い。 

ユーザの特徴として基本的に匿名で利用するユーザが多い。そのため、情報の正確性に

は注意を払う必要がある。また、ツイートの内容によってはデマなどの混乱や、ユーザに
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対する誹謗中傷などのトラブルが発生するケースが見られる。以下に[12]ホーム画面を記載

する（図 3.2.3.2 参照）。 

 

 

図 3.2.3.2 [12]Twitter ホーム画面（2012 年 1 月時点） 

 

③Facebook 

[11]Facebook は 2004 年に米国のマーク・ザッカーバーグが 2004 年に学生向けにスター

トした SNSである。短期間で急速な成長を遂げており、2011 年現在、世界で 7 億 5000 万

人のユーザが利用するコミュニケーションプラットフォームとして SNS業界の覇権を手に

している。日本では 2011 年 1 月 15 日に映画「ソーシャル・ネットワーク」が公開される

などと話題になり、急激にユーザ数が増えており 2011 年 10 月時点で 1082 万人の利用者

が存在する。 

Facebook は申請を経て「友達」となると「ニュースフィールド」に友達の更新情報が次々

に時系列で掲載される。又、興味のある「Facebook ページ」に参加することで更新情報を

見ることもできる。友人の更新情報に対して「コメント」で感想や意見を言うことが可能

であり、一つの記事に対してツリー状にコメントが付加される。また、「イイネ！」ボタン

を押すことで容易に共感を示すことができる。「シェア」を利用することで自分の友達に、

情報を拡散することもできる。この 3 点について、[13]以下に分かりやすい図を掲載する（図

3.2.3.3 参照）。 
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図 3.2.3.3 「いいね！」「コメント」「シェア」の違い 

（[15]熊坂仁美.comより） 

 

 日常生活や趣味などを友人と共有する機能に優れているほか、個別のテーマに関して討

論を行うことが可能な「グループ機能」、様々なアプリケーションとの連動が可能な

「Facebook アプリ」、ログインしているメンバーでチャットを行える「グループチャット」

などビジネスシーンで応用可能な機能も多く持っている。 

 ユーザの特徴として、mixi や twitter に比べると[14]実名登録や[15]実際の顔写真公開を行

うことが大きな特徴である（図 3.2.3.4 図 3.2.3.5 参照）。 

 

図 3.2.3.4 3 大ソーシャルメディア利用者の実名公開レベル 

（[14]MMD 研究所調べ 2011/4/6） 
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図 3.2.3.5 Facebook プロフィール写真設定 

（[15]MMD 研究所調べ 2011/12/7） 

 

このような特徴のため、Facebook 上では非常に信頼度の高いコミュニケーションが行わ

れる。バナー広告も非常に少なく、シンプルかつ高機能、多機能であるためビジネスシー

ンを中心に活用方法が模索されている。また、双方向のコミュニケーションが行える点や

見た目をカスタマイズしやすいことから企業の PR やマーケティングの一環として

Facebook を利用する企業も増えてきている。[16]マイページの例は以下に示す（図 3.2.3.6

参照） 

 

 

図 3.2.3.6 [16]Facebook ホーム画面（2012 年 1 月時点） 
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 ④その他の SNS 

 上記に挙げた 3 つの SNS 以外にも今日、日本で注目されている SNSはまだ存在する。

その中でも特に名前の挙がる 4 つのサービスに関して以下にその概要を説明する。 

 

 ・LinkedIn 

  [11]LinkedIn は 2003 年にサービスを開始した「ビジネスパーソンの生産性を高める」

目的で提供されるビジネス SNSである。自分の職歴や学歴、スキルの情報に重点を置か

れており、転職市場を中心に活用されている。 

ユーザ同士の関係は 1st（直接繋がっている）、2nd（自分と繋がりのある人が繋がって

いる）、3rd（自分と繋がりのある人と繋がっている人と、繋がっている）という階層構

造で分けられている。この形態をとることでつながりのより具体的な可視化を行ってい

るのがこのサービスの特徴である。2011 年 5 月には世界での利用者数が 1 億人を突破し

ており、今後国内でも注目を集めると予想されているサービスである（[17]マイページは

図 3.2.3.7 参照）。 

 

 

図 3.2.3.7 [17]LinkedIn マイページ（2012 年 1 月時点） 

 

 ・Google+ 

  [11]Google+は google が 2011 年 6 月末に公開した SNS である。リリース当初は招待制

だったが、9 月より登録性となった。「Web 上の情報共有をもっと簡単に」をコンセプト

に、実生活での人とのつながりと同様に Web 上で様々な形でのつながりを持てることを

目指している。特徴的な機能である「サークル」は友人、家族、職場などの現実の関係

に応じたユーザの分類を可能にしており、それぞれに合わせたコンテンツ提供が可能で

ある。「Sparks」という機能を用いると自分の興味のあるトピックをウェブ全体から収
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集することが可能であり、その情報を共有することも可能である。また、今後ビジネス

向けの機能拡張を行う発表もあり、ビジネスでの情報共有環境としても注目を集めてい

る（[18]マイページは図 3.2.3.8 参照）。 

 

 

図 3.2.3.8 [18]google+ マイページ（2012 年 1 月時点） 

 

・GREE 

 [19]GREE は 2004 年にサービスを開始した日本発祥の SNSである。リリース当時 

PC メインのシステムであったが、今日では携帯電話向けブラウザゲームをサービスの中

心としたモバイルコミュニケーションプラットフォームである。会員数は 2011 年 5 月時

点で 2506 万人であり、若い年齢層を中心に規模を拡大している。 

 ソーシャルアプリビジネスにおける主戦場として mixi や、以下に述べる mobage と並

ぶ国内 3 大 SNSとして注目を集めている（[20]マイページは図 3.2.3.9 参照）。 

 

 

図 3.2.3.9 [20]GREE マイページ（2012 年 1 月時点） 
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・mobage（YAHOO!mobage） 

  [21]mobage は 2006 年 2 月にリリースされた国内 SNS である。「モバゲータウン」と

いう名称でサービスが生まれ 2011 年 3 月にサービス名称を mobage に変更している。売

上の 9割以上をソーシャルメディア事業であげており、会員数も 2011年 5月時点で 2714

万人と国内最大規模の SNS である。携帯端末を中心にアクセスが多く、若者層を中心に

ユーザを獲得している。2010 年 10 月には PC からのアクセスに対応した「YAHOO!モバ

ゲー」をリリースしている。機能面で見ると、GREE 同様、ゲームやアバターなど遊戯

的な側面が非常に強い。これらのサービスは今日のソーシャルアプリやオンライン携帯

ゲームの市場を創ったサービスの代表といえるサービスである（[22]マイページは図

3.2.3.10 参照）。 

 

 

図 3.2.3.10 [22]YAHOO!mobage マイページ（2012 年 1 月時点） 

 

3.2.4 その他情報共有ツールについて 

既存の情報共有サービスには他にも複数人とチャットを行うことができる「Windows 

Live Messenger」や、無料で通話会議が可能な「skype」など画期的な無料ソフトウェアが

存在する。これらは情報共有をサポートするツールとして学生イベントで実際に活用され

ている。こういったツールは基本的にデータの共有やコミュニケーションを行う上で機能

的には全く問題なく行える。特に「skype」は無料かつ、複数人と同時に通話することがで

きる為、遠隔地同士のメンバー間の会議などで大変重宝する。しかし、これらのツールで

やりとりした情報には一過性があるため、その場でログインしているメンバー間でしかコ

ミュニケーションやデータの共有を行うことができない。その点では SNSを利用すること

で、継続的なコミュニケーションやデータの共有、データの一元管理を行うことが可能で

ある。SNSはログもタイムライン上に残るため、個々が時間や場所に縛られることなく議
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論に参加しやすい。又、SNS にはコミュニケーションが発生しやすい様々な仕組みがあり、

参加者間の双方向的なコミュニケーションが生まれやすいのも特徴的である。 

2011 年 7 月には[23]skype と Facebook の連携も始まった（図 3.3.1 参照）。これにより

Facebook の友人と連絡先を交換していなくてもビデオ会議を行うことが可能となった。有

料の会員になるとグループでのビデオチャットも可能になる。また、Facebook のメッセー

ジ機能はスマートフォンのアプリケーション「Facebookメッセンジャー」と連動しており、

携帯端末から Facebook にログインすることなく電子メールのようにメッセージを送るこ

とが可能である（図 3.3.2 参照）。このように SNSの中にはこのように外部のツールやサー

ビスを次々と巻き込んで機能拡張していくものも存在する。こういった情報共有をサポー

トするツールを補助的に利用しながらも、SNS を情報共有環境のベースとして利用してい

くことが望ましいと考える。 

 

 

図 3.2.4.1 [23]skype と facebook の連動（2012 年 1 月時点） 
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図 3.2.4.2 facebook メッセンジャー（iPhone アプリ） 

 

3.3 学生イベント向け情報共有ツールの選択 

SNS を学生イベントにおける情報共有の環境として利用する上で、知名度や日本語対応、

オープン性などの「導入障壁の低さ」、チャットや、メール、グループ、データ共有などの、

コミュニケーション機能やビジネスライクな機能に優れている「高/多機能性」、遊戯的な機

能や雑多な情報感などが少なく、学生イベントへの応用可能性の高い「シンプルさ」、そし

てできるだけ匿名性でなく、一つのコミュニティ内で安心して情報共有が行える「安全性」

という 4 つの観点で比較検討を行う。以下の表 3.2.3.1 にこれらの観点でまとめた。 

表 3. 3.1 SNS の 4 つの観点における学生イベントでの利用決定 

サービス

名 

参入障壁の低

さ 

高/多機能

性 

シンプル

さ 

安全性 利

用 

mixi 低い 多機能 やや雑多 匿名 × 

twitter ふつう 高機能 シンプル 匿名 × 

facebook ふつう 高/多機能 シンプル 実名（＋経歴） ◎ 

LinkedIn 高い 高/多機能 シンプル 実名＋経歴 △ 

Google+ 高い 高/多機能 シンプル 実名＋サークル △ 

GREE 低い 多機能 雑多 匿名 × 

mobage 低い 多機能 雑多 匿名 × 

 

GREE、mobage は様々なコミュニケーション機能を持ち認知度は高く参入しやすいもの

の、遊戯的な面が多く応用性に乏しいため不採用とした。その点で mixi は上記 2 サービス
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に比べると機能性は高いものの、やはり応用性の面で利用が難しく、匿名性も考慮して不

採用とした。Twitter はコミュニケーション機能や情報発信・情報収集・情報伝播の機能に

特化しているため、学生イベントなどにおいてもイベントの PR などでしばしば用いられる。

しかし今回課題となっている目線で考えると、フォローやフォロワーといった非常に関係

性がオープンなシステム特性は「学生イベント内での情報共有」といったような限られた

コミュニティ内での利用が難しいため不採用とした。 

上記に挙げたサービスに対して、Facebook、LinkedIn、Google+の 3 サービスは機能面

でコミュニケーションを支援する機能だけでなく、データの共有も可能であり学生イベン

トでの情報共有環境としての応用が期待されるツールである。しかし、LinkedIn や Google+

は他のサービスに比べると圧倒的に知名度が低く、現状では学生が利用を気軽に始められ

るシステムとは言えない。そこで本研究では、今日、最も話題となっており、様々なサー

ビスとも連携をしている SNS である Facebook を採用し、このサービスを用いた支援方法

を考察する。 

 

3.4 最新ツールを用いた情報共有環境の先行事例 

 本節では SNSを始めとする最新ツールを用いた情報共有環境の先行事例について紹介す

る。 

 

 ・[24]学生団体 iUS 

  『スマートフォン』『ソーシャルメディア』『USTREAM』などの今注目のメディアの

有効活用法を「共有」し合う場を提供している学生団体である。勉強会の様子を、生放

送サービス「USTREAM」を用いて配信する試みや、Facebook ページや公式 Twitter、

ブログを利用して広報を行っている。イベント「サイバー鬼ごっこ」ではスマートフォ

ンの位置情報を利用するイベントを行うなど、最新ツールを用いて学生イベントを開催

している（Facebook ページは図 3.4.1 参照）。 

 

 ・[25]横須賀商工会議所の事例 

  横須賀商工会議所では地域事業者を対象に Facebook の活用方法をセミナーで指導し

ている。その後、参加者間で Facebook グループが発足され情報共有や情報交換が行われ

るようになった。登録者は 120 人近くに及び、様々な業界の事業者が議論を交わしてい

る。このグループがきっかけとなり、新たなサービスの卵が生まれるといった事例も発

生しており着実と効果が現れている（図 3.4.2 2011 年 12 月 8 日：神奈川新聞経済面掲

載）。 
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図 3.4.1 [24]学生団体 iUS  Facebook ページ 

 

 

図 3.4.2 [25]神奈川新聞経済欄 2011 年 12 月 8 日 
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上記に挙げた例はほんの一例であり、今日では、実際に学生イベントなどのプロモーシ

ョンやイベント自体への最新ツールの適用、企業での既存 SNS サービスの活用の事例が増

えてきている。 

また、[11]慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員の松村太郎氏はソーシャルメディアを学習に

応用する「ソーシャルラーニング」を新たな学びの可能性として提案している。これは、

講義内において Facebook のグループ機能を用い、事前に配布する資料や講義の概要を共有

しておくことで、理解を深めた上で充実した講義を行うという講義スタイルである。議論

に関しても、グループ内や Twitter を用いて行うことで学生に多くのアウトプットの機会を

与えるだけでなく、教授⇔学生、学生⇔学生間の双方向のコミュニケーションを可能とす

る。こういった新たな試みはすでに米国では注目を受けているという。 

このような先行事例からも SNS、特にコミュニケーション機能に優れており、情報共有

に関して応用の効きやすい Facebook を用いた学生イベントの情報共有環境を提案するこ

とは大変有意義であると考えられる。 
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第 4章 SNSを用いた情報共有環境の構築と 

学生イベントへの適用 

 

4.1 今回ターゲットとなる学生イベント「SUBC」の概要 

 今回 SNSを用いた情報共有環境を提案するに当たって、応用事例として利用効果を検証

するために、2011 年 11 月 24 日に静岡大学情報学部で開催された学生イベントである「静

岡大学ビジネスコンテスト（SUBC）」をターゲットにして約 2 カ月間、参加メンバー40 名

での取り組みを行った。本節ではターゲットとなった「SUBC」の概要を述べる。 

 [26]SUBC は、静岡大学情報学部湯浦研究室の 4 年生である孫暁維さんによって発足され

た学生イベントである。静岡大学情報学部の就職活動を控える 3年生と院 1年生を対象に、

情報学部生が学生生活のあらゆる活動から学んだ知識や経験を基に、社会人意識を持つき

っかけとなるため、また、学生同士や社会人とよりよいコミュニケーションができる環境

を提供し、お互いの成長に繋がる効果を生み出す目的で開催された。今日、様々な形式や

規模のビジネスコンテストが全国で開催されているが、多くのものは参加の敷居が高く、

高い志を持っている学生のみが挑むケースが多い。その中で今回開催された SUBC は、よ

り多くの学生が気軽に参加できるもので、参加することで学生の基礎能力を高め、次のス

テップへ進むことのきっかけとなることを方針としている。 

イベントの概要は参加者（ビジネスプランを作成する者）となる情報学部生と評価・議

論参加者の企業実務担当者の方が「コンテスト投稿機能」・「相互討論機能」・「企業・学生

評価機能」といった機能を持つ情報共有環境内で議論や交流を行うのが基本スタイルであ

る。来年以降は更に多くの企業実務担当者の方や、他大学生へのアプローチを行うことで

規模拡大を狙っている。以下に概要図を掲載する。（図 4.1.1 参照） 

 また、イベントの時系列の流れに関してはフロー図を掲載する（図 4.1.2 参照）。10 月 13

日の説明セミナーをスタートに、各班各自の提案書の作成に取り掛かる。週に 1 度、合計 4

回のワークショップを開催し、リアルでの情報共有を行う。また、3 度に分けて仮提出を行

い、その都度、フィードバックを行う。繰り返しフィードバックを受けることと、情報共

有環境内での議論などのやり取りでプランのクオリティを磨き、11 月 24 日の本発表に備え

る。本発表では数十名の学生や社会人の前でプレゼンテーションを行い、順位が決定する。 
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図 4.1.1 [26]SUBC 概要図 

 

図 4.1.2 SUBC フロー図 

 

ビジネスコンテストには基本的に事前に与えられた課題に沿って各自作成し、期限まで

に提出する課題形式と、指定された会場に集合し数日間にかけて行われる合宿形式が存在

する。SUBC では基本形態で前者の形式をとり、ワークショップを数回開催するといった

リアルな交流を取り入れている。そして、合宿形式のメリットである「評価者や他参加者

との交流の機会が多い」という点や「多くの議論の時間がある」という点に関しても、ネ

ット上の情報共有を特化させて取り入れることで達成することを試みたハイブリッドな性

質を持つ新しい形式のビジネスコンテストである。 
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4.2 SUBC のための情報共有環境 

 本節では、「SUBC」において具体的にどのような情報共有の環境を提案したかを述べる。 

 

 4.2.1 本環境の構成  

今回メインで利用する機能として Facebook の機能である「グループ作成機能」を用いて

「静岡大学ビジネスコンテスト 1st」というグループを作成した。これは、すでに Facebook

を利用している人や、これから Facebook の利用を考えている人がいる可能性を考慮に入れ、

一つのコミュニティの中でやりとりができるようにする為である。グループ内の情報は参

加していないユーザからは見えないようになるため、議論や交流のし易さに繋がると想定

した。基本的に SUBC における情報共有はこのグループの中で行われる。また、パワーポ

イントの資料やワードの資料などのデータを共有するため、Facebook アプリの一つである

「Docs」との連動を行い Facebook の機能を補完した。このアプリケーションを利用する

ことで容易にファイルをアップロードできる。また、アップロードしたファイルはタグ付

けで管理することや、ファイルをダウンロードすることも可能である。以下に環境の概要

図を掲載する（図 4.2.1.1 参照）。また、グループの作成方法（図 4.2.1.2 参照）と「Docs」

の連動方法（図 4.2.1.3 参照）をそれぞれ述べる。 

 

図 4.2.1.1 SUBC 情報共有環境の概要図 

 

(1)Facebook グループ機能の利用 

[27]Facebook グル―プの作成方法は始めに個人アカウントでログインした後、左メニュー

からグループの作成をクリック（①）し、グループ作成画面を表示する。グループには任

意のアイコンを選択できる（②）。グループに任意のグループ名を入力（③）し、メンバー

に追加したいユーザを登録（④）する。追加できるメンバーは友達になっているユーザで
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ある。ユーザの追加はグループ作成後でも可能である。また、グループ名を検索してもら

い、参加申請を行うことで友達関係になっていないユーザも参加は可能である。その際に

は管理者の承認が必要である。最後にプライバシーの選択（⑤）を行う。プライバシーの

種類は 3 種類あり、メンバーもコンテンツも全て公開される「公開」、メンバーは公開され

るがコンテンツは公開されない「非公開」、メンバーもコンテンツも公開されない「秘密」

の 3 つのレベルから利用スタイルに応じた設定が可能である。最下部の作成をクリックす

ることでグループを作成できる（⑥）（図 4.2.1.2 参照）。 

 

(2)データ共有アプリ「Docs」の利用 

連動の方法は検索枠に「Docs」を入力し（①）、アプリ「Docs」をクリック（②）する。

遷移した画面の上部にある「アプリへ移動」をクリック（③）する。その際に facebook と

の許可を確認する画面になるが、「許可する」をクリックすれことで利用開始することがで

きる。連動後は左メニュー下部の「アプリ」という部分にリンクが追加されるので、そこ

をクリックすることで容易に利用できる（図 4.2.1.3 参照）。 

 

 

 

図 4.2.1.2 facebook グループ作成方法 
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図 4.2.1.3 facebook アプリ「Docs」利用開始方法 
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 4.2.2 本環境の適用範囲 

 本環境の適用範囲は以下の図 4.2.2.1 の「本環境の適用範囲」の範囲である。 

 

 

 

図 4.2.2.1 本環境の適用範囲 

 

 

 

この適用範囲を SUBC の活動に置きかえると以下の図 4.2.2.2 となる。SUBC における

プランの投稿は「Docs」を用いてアップロードしたデータをグループ内にリンクを張った

投稿を行うことで共有を行う。プランに対して何か意見や質問、議論があった場合、その

投稿にコメントを残すことで議論が展開される。いいね！ボタンでプランやプランに対す

るコメントに容易に共感や反応を示すこともできる。このシステムにより自分のプランが

常にみられているという意識が強くなり、参加者にとってはモチベーション向上に繋がる

といえる。また、コメントを通した議論展開で参加者間が交流することでもモチベーショ

ンの向上やプランの質を向上させている。グループへのメンバー追加も非常に容易であり、

議論にふさわしい外部からの参加者を次々と巻き込んでいくことで規模が段々と大きくな

っていく。 

 

コメント

（議論）

コメントに対
するコメント

(議論)

共感や

反応を示す

参加者の

モチベーショ
ン向上
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(データ共有)
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参加者間の交
流

周囲の 

巻き込み 

人脈の 

形成 

本環境の適用範囲 
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          図 4.2.2.2 SUBC の本環境でのやりとり 

 

  上記を踏まえて、Facebook で行える情報共有の適用範囲についての詳細を以下にまと

める。 

・グループ内でのやりとりは外部から見えないため、学生イベント全体や、部署ごとの情

報共有の為の環境を容易に構築することが可能である。（ただしメンバーは 5000 人以内

に限る）。 

・一つの話題に対してコメントをしていくことで議論展開を行うことが可能である。また、

グループチャット機能を用いることでもチャット会議を開くことが可能である。 

・いいね！ボタンを有効活用することで共感や反応を容易に示すことが可能である。これ

により参加者のモチベーション向上につなげることも可能である。 

・グループのメンバー追加は基本的に友達であれば管理者が自由に追加することが可能で

ある。また、友達でなくても申請があれば参加させることが可能である。柔軟性に富ん

でおり、必要に応じて変化させることが可能である。 

・「Docs」ではパワーポイント、エクセル、ワードの主要なデータを取り扱うことが可能で

あり、データ共有の面では問題なく行える。閲覧するだけでなく、ダウンロードもでき

る。権限によってはデータを変更することも可能である。ログが残る為、ファイル共有

サーバ的な役割も果たす。 

・グループの議論から派生し、個人的な友逹関係に繋がるケースもある。新たな交流が広

がっていくことで人脈の形成に繋がる。 

 

上記のような適用範囲は多くの学生イベントで課題となっている部分とも共通して当て

はまる。次の第 5 章において参加者の実際の利用評価とも照らし合わせ、他の学生イベン

トへの適用が可能かどうかの詳細な検証を行う。 

ウォールで

シェア

コメント機能
での議論

いいね！
での

共感

参加者の
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ション向上
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友達機能 
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 4.2.3 本環境の特徴機能 

 本節では本環境の特徴機能について詳細を述べる。 

 

 ・ビジネス案投稿機能 

グループ上部にある「投稿する」という欄をクリックすると枠が出てくるので（基本的

にはデフォルメで指定されている）、そこに投稿内容を記載して投稿ボタンを押すことでグ

ループのタイムライン上に文字を投稿することができる（図 4.2.3.1 参照）。ここにスライ

ドのリンクを貼ることで議論の発端となる。また、疑問点や意見などを参加者が自発的に

発言する際に利用する。 

 

図 4.2.3.1 投稿フォーム 

また、写真や動画を投稿したい場合は、「写真・動画」をクリックし、アップするデータ

をフォルダから選択する場合は「写真・動画をアップロード」、カメラを接続して撮る場合

は「ウェブカメラで撮る」、写真をアルバムとしてアップロードしたい場合は「写真アルバ

ムを作成」をクリックする（図 4.2.3.2 参照）。 

 

図 4.2.3.2 写真・動画アップロードフォーム 

  

質問フォームを投稿したい場合は「クエスチョン」をクリックし、フォームに質問内容

を入力する。下部の「回答の選択肢を追加」をクリックすると回答の内容フォームが出て

くるので、回答欄を作成する。「他の人も選択肢を追加できる」にチェックを入れることで、

投稿後、メンバーが自由に回答欄を増やすこともできる（図 4.2.3.3 参照）。参加者が質問

点や簡易的なアンケートなどを行うときに利用可能である。 
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図 4.2.3.3 質問フォームと質問投稿の様子 

 

 

 

・コメント投稿機能 

投稿されたコンテンツに対して下部にある「コメントする」という文字または白いフォ

ームをクリックすることでコメントを行う（図 4.2.3.4 赤丸参照）。同じコンテンツに対す

るコメントは時系列でログが残る。ビジネス案投稿機能でシェアされたデータに関する意

見や感想、改善の余地などを残す際に利用する。 

 

 ・いいね！ボタン 

 投稿されたコンテンツに対して何か反応を示す場合、いいね！ボタンが有効である。コ

ンテンツの下部にある「いいね！」という文字または、グーの指のアイコンをクリックす

ることで「いいね！」と反応・共感を示すことが可能である。同じコンテンツに対する「い

いね！」はコメント欄上部にログが残る。コメントに対する「いいね！」はそのコメント

の右下部の「いいね！」の文字をクリックすることで示すことができる。ログは数字とし

て表示される（図 4.2.3.4 黒丸参照）。いいね！を押すことでプランに対する共感や反応を

示すことが容易に可能である。参加者側も自分のプランがみられていると意識するためモ

チベーションの向上に繋がる。 
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図 4.2.3.4 投稿されたコンテンツとコメント、いいね！の様子 

  

 

 

 

 

 

 

・グループチャット機能 

 グループを表示している時に、グループ参加者間でチャットを行うことが可能である。 

グループの右下部にチャットを開く帯が表示されるので、それをクリックすることで開始

できる。上部のアイコンに現在ログインしているメンバーが表示される。下部には入力フ

ォームがある（図 4.2.3.5 参照）。直接意見を聞きたい場合の交流や、緊急での連絡などに

利用できる。 
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図 4.2.3.5 グループチャット 

 

 ・ドキュメント作成機能 

 ドキュメントはグループ専用機能であり、グループ内で記事投稿を行うことができる。

また、作成されたドキュメントは全員で編集し合える。開始方法は初めてドキュメントを

作成する場合は上部の Docs の文字をクリックし作成フォームに移る。すでに作成して共有

している場合は同じく上部にあるドキュメントという文字をクリックし、遷移した画面に

ある上部右の「＋ドキュメントを作成」をクリックすることで新規作成が可能である（図

4.2.3.6 参照）。 

 ドキュメント作成フォームになったら、タイトルと本文を記入し、「ドキュメントを作成」

のボタンをクリックすることで共有することができる。 

 ドキュメントでは議事録の共有をはじめとする簡易な文章データの共有を行う。また、

長文での投稿をさけるためにドキュメントを利用することもある。 
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図 4.2.3.6 ドキュメントの開始～作成方法 

 

 ・グループメンバー追加機能 

グループのメンバーはグループページの右帯にあるメンバーの下部「＋グループに友達

を追加」をクリックし、追加したい友達の名前を入力することで自動的に巻き込むことが

可能である（図 4.2.3.7 赤丸参照）。また、メンバーに巻き込みたい人が友達関係でない場

合、相手に検索窓で打ち込んでもらい申請を受けることで管理者が承認を行い、参加させ

ることが可能である（図 4.2.3.7 黒丸参照）。そのため、管理者はイベントのキーとなる複

数人が権限を持ちながら運営を行うのが望ましい。権限については、メンバーの右にある

「すべて表示」（図 4.2.3.7 青丸参照）を打ち込むことでメンバーページに遷移し、そこか

ら「管理人にする」・「管理人から削除」をクリックすることで権限を付加・削除すること

が可能である（図 4.2.3.8 参照）。このようなメンバーの拡張性は周囲を巻き込む力として

次々にメンバーを吸収してグループの規模を大きくすることが可能である。メンバーが増

えることで参加者のモチベーション向上に繋がる。また、こういった中から新たな交流が

生まれる人脈の形成にも繋がる。 
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図 4.2.3.7 グループメンバーの追加方法 

 

図 4.2.3.8 管理人権限の付加・削除 

 

 

 

 ・Facebook アプリ「Docs」機能 

 Facebook アプリの「Docs」ではパワーポイント、エクセル、ワードのデータを取り扱う

ことができる。（利用方法の詳細は付録 1「Docs の使用マニュアル」を参照） 

ビジネスプランの資料を共有するだけでなく、タグやデータの性質による分類分けも可

能であるため、非常に使い勝手のよい機能である。 
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4.3 SUBC における情報共有環境の利用促進方法 

 提案した情報環境を効果的に利用してもらうために 3 つの利用促進のための方策をとっ

た。 

 

(1)積極的な更新を行う。 

利用促進方法の中でも最も基本的なことである。運営者である私はもちろんのこと、イ

ベント運営代表の孫さん、そして評価者である湯浦教授には特に積極的な更新を行うこと

を心がけてもらうようにした。SNSではタイムラインにログが残る為、更新が少ないと見

た目が簡素で、それだけで利用しにくい雰囲気が生まれてしまう。連絡事項の共有やプラ

ンに対するアドバイス、議論などのコメント、いいね！ボタンの利用など Facebook を積極

的に利用していくことで参加者の敷居を下げる役割を果たした。 

また、湯浦教授には議論参加者にふさわしい静岡大学の OB/OGの先輩方や社会人、学生

の方々をグループのメンバーに随時追加して頂いた。また、メンバーが増えるたびに紹介

を行うことで交流を図りやすくした。 

 

(2)参加者に対するフォローや情報発信を行う。 

参加者に対しては複数回あるワークショップの際に利用を促した。SUBC では Facebook

の利用を参加者の評価に入れていたため、その点を強調して利用してもらうことが多かっ

た。遠方からの評価や議論への参加者に関しても Facebook 上のメッセージを用いて個別に

対応を行い利用を促した。また、参加者のモチベーション向上や外部へのイベント告知を

目的にホームページを作成した。同時に Facebook ページや Twitter の利用も試験的に導入

した（図 4.3.1 図 4.3.2 図 4.3.3 参照）。 

 

(3)マニュアルの作成を行う。 

 今回データの共有で用いた「Docs」であるが、アプリケーションとの連動を経験したこ

とのある参加者は少なく利用促進が難しかった。文字での説明では難しいと判断したので

利用マニュアルのスライド（付録「Docs の使用マニュアル」）を作成し共有することで利用

促進を行った。 
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図 4.3.1 SUBC  HP トップ 

 

 

 

 

図 4.3.2 SUBC Facebook ページ 
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図 4.3.3 SUBC twitter アカウント 
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第 5章 情報共有環境の評価 

 

5.1 SUBC での利用者の反応と評価 

 この章では本研究で提案した情報共有環境に関する評価について述べる。そして、課題

を抽出し、今後の SUBC や他の学生イベントへの適用への可能性を探る。本節では、SUBC

における SNS利用に対して利用者の利用状況やアンケート調査の結果をもとに評価を行う。 

 

 5.1.1 SUBC での Facebook 利用状況（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 26 日） 

 本項では Facebook の環境利用の総合的な状況を表にまとめる。本環境を 40 名のメンバ

ーが約 2 カ月近く利用した。参加者のチームは当初 8 チームいたが、途中で 2 チームが諸

事情によりリタイアしたため、最終的に残ったのは 6 チームだった。コメントと議論数は 2

カ月という期間に比べるとやや少ないが、参加者は受け取ったコメントに対してしっかり

と議論を行う姿勢が見られた。また、いいね！はその手軽さから非常に多くの参加者や議

論参加者が利用していた（表 5.1.1.1 参照）。 

表 5.1.1.1 SUBC での Facebook 利用状況表 

 登録 

メンバー数 

40 名（内訳：運営者 2 名、参加者 17 名、評価者 2 名、議論参加者 

19 名） 

チーム数 8 チーム（途中 2 チーム離脱） 

投稿数 73 投稿 

コメント数 144 コメント 

議論数 70 コメント 

いいね！数 214 いいね！ 

コメント 

いいね！数 

38 いいね！ 

スライド 

シェア数 

37 シェア 

 ※登録メンバー数：Facebook グループにおけるメンバー数 

  チーム数：SUBC に参加した学生のチーム数 

  投稿数：グループ内に文字、または写真を投稿した回数 

  コメント数：投稿又は、スライドに対してのコメントを行った回数 

  議論数：コメントに対しての返答的なコメントの回数 

  いいね！数：投稿又は、スライドに対してのいいね！を押した回数 

  コメントいいね！数：コメント又は、議論に対していいね！を押した回数 

  スライドシェア数：グループにスライドをシェアする投稿をした回数 
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5.1.2 時系列利用状況と主なシステム上の出来事 

   

 

 

9月 30日 グループ作成 

10月 13日 データ共有方法の確立 

10月 18日 ファンページの作成 

10月 21日 ワークショップ第一回 

10月 26日 第一回提出シェア 

10月 27日 シェアに関するコメント 

10月 28日 初、改善提出あり 

10月 30日 管理人 2名解禁 

11月 1日 第二回提出シェア 

11月 4日 ワークショップ第ニ回 

11月 8日 評価者事前打ち合わせ 

11月 10日 ワークショップ第三回 

11月 17日 
スライドシェアバグ発覚、Docs移行 

第三回提出シェア 

11月 18日 ワークショップ第 4回 

11月 21日 最終締め切り延期 

11月 23日 最終〆切 

  図 5.1.2.1 コンテスト開催前日までの時系列利用状況と主な出来事 

（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 23 日） 
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本項ではグループが作成された 9月 30日からコンテスト前日までの利用状況をグラフに

してまとめた。なお、コンテスト当日についてはイベントの様子を写真とともに大量にシ

ェアしていたため、多くの投稿やいいね！があまりに集中しているためグラフの対象から

除外して、コンテスト開催までの利用者の様子を観察した（図 5.1.2.1 参照）。 

グラフやデータから前章の図 4.2.2.2で示した行動サイクルに沿った動きを参加者や議論

参加者が行っている様子を読み取ることができる。この行動の背景には運営者がワークシ

ョップ後に仮提出で提出されたスライドを、Docs を用いて一括してウォールに流している

ところに、議論参加者を中心としていいね！やコメントを残し、それに対して学生である

参加者が議論や反応を示している。本来想定していた学生間の議論や議論の継続性、自発

的なスライドシェアなどはあまり見られなかった。ただ、時系列が進んでいくにつれて参

加者の利用度が高くなっていることからだんだんと緊張感やモチベーションが高まってい

く状態を読み取ることができる。また、ワークショップというリアルでの交流のあとにも、

利用が活発になる傾向がある。 

 

5.1.3 参加者別利用状況 

 本項では参加者ごとにそれぞれ投稿、コメント、議論、いいね！、コメントに対するい

いね！、スライドのシェアについての行動の利用状況をグラフにした。 

 

投稿数に関するグラフである（図 5.1.3.1 参照）。基本的に投稿での情報発信は運営者を

中心に行っていた。スケジュールの周知や議事録の共有、当日写真のアップロードなどが

メインである。また、3 番目に多い浅沼さんは評価者としてグループに参加して頂いている

方でありワークショップにも数回参加していただいた。 

 

図 5.1.3.1 参加者別利用状況 投稿数（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 26 日） 
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 コメント数に関するグラフである（図 5.1.3.2 参照）。評価者である湯浦教授がもっとも

コメントを残している。それ以外のコメント数上位に入っている人の多くは社会人の議論

参加者や運営者である。参加者が他の参加者のプランにコメントを残すという成果は今回、

あまり得られなかった。 

 

図 5.1.3.2 参加者別利用状況 コメント数（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 26 日） 

 

議論数に関するグラフである（図 5.1.3.3 参照）。自分たちのプランへのコメントに対し

てはしっかりと返信をして議論を行っていた参加学生は多かった。各班分担したり、担当

のメンバーが回答したりと様々な工夫がみられた。しかし、議論の継続性は低かった。 

 

図 5.1.3.3 参加者別利用状況 議論数（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 26 日） 
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いいね！数に関するグラフである（図 5.1.3.4 参照）。ボタンひとつで反応や共感を示す

ことができるため手間がかからない分、コメントや議論数に比べて圧倒的に多く回数、参

加者・議論参加者から利用されていた。また、「理解できたらいいね！を押してください」

のように、この機能を応用して反応を運営者側から促すこともあった。 

 

図 5.1.3.4 参加者別利用状況 いいね！数（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 26 日） 

 

 コメントに対するいいね！の数のグラフである（図 5.1.3.5 参照）。コメントに対する共

感としてのいいね！は通常のいいね！に比べると圧倒的に利用は少なかった。主に評価者

や議論参加者、運営者などの上位層が利用を行っている。 

 

図 5.1.3.5 参加者別利用状況 コメントいいね！数 

（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 26 日） 
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スライドのシェア数に関するグラフである（図 5.1.3.6 参照）。提出があったプランは運

営者がまとめてアップロードする形式をとっていた。その他、各班で自発的に意見を求め

たい場合にのみ参加者がスライドのシェアを行うのだが、アプリケーションの不具合があ

ったり使い方に慣れないせいか利用は少なかった。 

 

図 5.1.3.6 参加者別利用状況 スライドシェア数 

（2011 年 9 月 30 日～2011 年 11 月 26 日） 

  

 

5.2 SUBC での Facebook 利用に関するアンケート調査結果 

 SUBC 開催後、参加者を対象にアンケートを実施した。有効回答は 12 件集まった。評価

アンケートの内容は付録に示す。本節ではアンケート結果をまとめた。 
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 Facebook 利用経験に関する参加者の回答を図 5.2.1 に示す。参加学生の過半数は開催以

前より利用していた経験があった。 

 

 

図 5.2.1 Facebook 利用経験に関する参加者の回答 

 

 

SUBC 以前の Facebook 利用頻度に関する回答を図 5.2.2、利用目的に関する回答を図

5.2.3 に示す。 

 利用頻度は週数回利用する人と、登録はしているもののほとんど利用していない人が多

かった。利用目的は情報発信、情報共有、コミュニケーションに回答が集中した。 

 

 

図 5.2.2 Facebook 利用頻度（SUBC 開催前） 
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図 5.2.3 Facebook 利用目的（SUBC 開催前） 

  

SUBC 後の Facebook の利用変化の有無に関する回答を図 5.2.4 に示す。多くの参加者が

SUBC を通して Facebook の利用に変化があったと答えている。また変化のあった参加者に

対して利用頻度の変化を図 5.2.5、利用目的の変化を図 5.2.6 で示す。利用頻度はあまり利

用していなかった学生も週数回利用や毎日の利用に変化している。利用目的も多くの学生

が多様な利用方法について見出しており、特に「グループの利用」や「アプリとの連動」

に関しては初めて利用したと述べている。 

 

図 5.2.4 Facebook の利用変化（SUBC 後） 
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図 5.2.5 Facebook の利用頻度変化（SUBC 後） 

 

図 5.2.6 Facebook の利用目的変化（SUBC 後） 
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SUBC で利用した機能に関する回答を図 5.2.7 に示す。アプリケーションを用いたスライ

ドのシェアやいいね！ボタン、ウォールへの投稿、コメント機能の利用は多くの人が利用

したことが分かる。 

 

 

図 5.2.7 SUBC で利用した機能 

 

Facebook で利用しやすかった機能に関する回答を図 5.2.8 に示す。一番多くの評価を得

たのはいいね！で反応や共感を容易に示すことができるという点である。また、ウォール

投稿とコメント機能を用いた交流で議論が展開しやすかったとの回答や、時間や場所に縛

られず参加できるという回答も多く見られた。 

 

図 5.2.8 Facebook で利用しやすかった点 
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Facebook で利用しにくかった機能に関する回答を図 5.2.9 に示す。Facebook を利用した

ことがある人は多かったが、初めて利用した人は機能やアプリケーションの利用が難しい

と感じていると回答している。 

 また、その他という回答では、スライドシェアの際にアップロードの反映時間が遅く不

便に感じているという回答が述べられていた。アーカイブの参照方法が分からないのでウ

ォールから探すのが手間だったという回答も述べられていた。 

 

 

図 5.2.9 Facebook で利用しにくかった点 

 

実際の学生イベントでの企画運営や今日のビジネスシーンにおいて Facebook やその他

の SNS が有効的に利用されている場面に関する回答を以下に示す。Twitter や Facebook

は様々なイベントや企業における PR での導入実績が見られた。また skydrive を用いたデ

ータの共有をしているとも述べられていた。 

 

 ＜twitter＞ 

・イベントの活動の予告や報告などを行う。字数制限があるので、最低限の情報だけを書

き、詳細情報はサイトのリンクを貼るなどして効果的に宣伝していると思う。 

・リツイートなどによる宣伝。また、小さな居酒屋の店長がツイッターをしていて、ツイ

ッター見ましたよ、というと安くなるなどのサービスを行っていた。 

 

 

 

4 

21% 

3 

16% 

3 

16% 

2 

10% 

3 

16% 

1 

5% 

3 

16% 利用に慣れない 

機能が分からない 

グループの参加方法が分から

ない 
アプリの利用方法が分からな

い 
ウォールが見辛い 

ウォールの投稿がしにくい 

スマホで使いにくい 

その他 



 

６１ 

 

＜facebook＞ 

・企画運営とは違いますが、TA をやっている授業でグループを作っており、連絡や打ち

合わせのための利用はあります。 

・企業の Facebook ページを設けて、いいねを押したユーザに対して宣伝を行っているよ

うで、企業によっては Facebook 限定のクーポンなども配布していた。 

 

＜skydrive＞ 

 ・SNS というくくりではないかもしれませんが、私が参加してきた学内のクリスマスパ

ーティーや七夕パーティーは skydrive を用いて資料交換をしました。 

 

情報共有の問題を解決するために Facebook では今回足りなかったと参加者が感じる機

能に関する回答を以下に示す。それぞれ情報共有環境の運営に関する要望のコメント、機

能に関する要望のコメント、好評を得たコメントの 3 つにまとめた。情報共有の方法では、

大切な連絡はメールによって行ってほしかったというものや、Facebook 利用のばらつきに

関する問題を指摘している。機能に関しては誰が閲覧したか分かる機能や、共同でデータ

を編集できる機能、Facebook にスムーズにアップロードできる機能が欲しいという指摘が

ある。好評を得たコメントも多数寄せられた。 

 

＜環境運営に関する要望コメント＞ 

・大事な連絡は Facebook 上よりもメールによる連絡が良いのではないかと感じました。

ログインしてない時に通知などをしているわけではないので Facebook 上での動きが分か

らないです。 

・投稿しても反応がまったくないこともあったり、参加しているグループがごく少数だ

ったりした点は少し気になりました。短い期間での開催だったので facebook の利用を徹底

するのは難しかったと思いますが、来年からは必須事項としてもっと活用できたら良いな

と感じました。 

 

＜機能に関する要望コメント＞ 

・各チームの投稿を全員が見ているのかがわからなかったので、振り返ってみれば、一

部での情報交換になってしまっていた気もする。誰が閲覧したかをわかるような機能があ

れば、反応をみることができたかもしれない。 

・今回２人で一緒にやりましたが、直接集まる機会がほとんどなかったため会話は主に

チャットやメールなどになりました。そうなると、議論する段階ではメールやチャットで

事足りるのですが、まとめて編集する段階となるとどちらか片方が書くという形になって

しまい、ほぼ相手任せになってしまいました。お互い同時に編集することができて、かつ
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相手が編集した箇所がすぐにもう片方の相手の編集物にも反映されるような機能があると、

すごく便利だと思います。 

・資料を FB にアップするのに毎回時間がかかるため、毎週提出日に資料をアップするの

みで、常に最新状態を挙げて情報共有を行うという方法はとらなかった。 

 

＜好評を得たコメント＞ 

・情報共有という点では、ファイルをアップしたり、コメントを活用し議論したり出来

たので、特に足りないと思うような場面はありませんでした。 

・特にないです。Docs というアプリのおかげで情報共有がスムーズにできたと思います。

ありがとうございました。 

・今の自分達が課題にしている点を、資料をアップする際に書くと、様々な人からアド

バイスをもらえた点がとても良かったです。そのコメントをもとに様々な改良を加えるこ

とができました。 

・社会人の方のような普段お会いすることが出来ない方と、コミュニケーションを取る

ことが出来たのは、とても良かったです。 

・facebook を用いた討論や情報共有はとても便利だったと思います。 

 

5.3 環境構築の容易さに際する評価 

 今回の SUBC では情報共有の環境構築を容易に構築することができた。 

 しかし、環境構築後のリスクに関しては念頭に置いておく必要がある。まず、Facebook

というシステム自体の不安定さである。Facebook は 2004 年にサービスが生まれてから現

在に至るまで、そのサービス形態を大きく変化させて成長してきた。今後も、そのサービ

スの形態や機能の変更、ユーザインターフェースの変化などが随時行われていくことが予

想される。こういった不安定な環境であることはシステム利用を導入し、管理するものが

しっかりと理解しておき、アンテナを張って柔軟に対応を行う必要性がある。場合によっ

ては、随時、他の SNS との比較を行うことでよりよいシステムを選択する必要がある。 

 機能に関しても不安定さに関して大きなリスクを抱えている。SUBC では当初、スライ

ドのデータをシェアする際、「Slideshare」というアプリケーションを利用していた。しか

しイベント中盤に連動が上手くいかないという致命的なバグが発生した。もともと提供さ

れているアプリケーションを利用するため、こういった不具合が発生した場合、迅速かつ

柔軟な対応が求められる。今回は同様の機能を持つ「Docs」への環境変更でこの問題は解

決できたが、常に機能に関しても様々な中からよりよいものを比較対照して選択する必要

がある。 

 また、利用者に対する利用のガイドラインの作成や利用状況の把握を常に行い、システ

ム管理者が環境利用を牽引する必要もある。環境を構築しただけで、そこに利用者が参加
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しなければもちろん効果は得られない。システム管理者は環境の利用を誰よりも積極的に

行い、利用の模範となることが求められる。 

 

5.4 今後の SUBC の情報共有環境に対する展望 

 今回の SUBC での情報共有環境では SUBC が必要とする「コンテスト投稿機能」・「相互

討論機能」の 2 つの機能に関しては概ね用意することができた。アップロードしたプラン

をウォール上でシェアすることが可能であり、プランに対して議論し合えるグループ内の

投稿機能やコメント機能も実際に参加者に利用された。 

しかし、これらの機能は十分に満足が得られるものであったかというとまだ改善点は多

く存在する。以下に改善点を 4 つ述べる。 

 

(1)参加者の利用を徹底させる。 

Facebook の利用にばらつきがあり、機能の認知度が低いままの参加者がうまく環境を活

用することができずにイベントが進行してしまったという点で問題があった。この問題に

関しては運営側が情報共有環境の利用に関するガイドライン作成や利用方法の説明会を重

点的に行う必要があったといえる。同様に、参加者に対する利用徹底を行うためのモチベ

ーションのマネジメントを行うことも必要である。例えば、Facebook 利用に関する評価基

準が明示されていなかったのは大きな問題である。何を、どのように、どのくらい利用し

たら、どれだけの評価が得られるかを事前に公表することで環境利用のモチベーションは

大きく変わってくる。 

 

(2)情報共有に関するワークフローを明示する。 

運営者は「どういった情報」を「どのツールで共有」するかという点を明確にするべき

である。例えばスケジュールに関しては Facebook 上にのみデータがあるべきか、直接参加

者へメールや電話での連絡を行うべきか、また、併用して利用すべきかといった方針を決

めておくことで参加者の混乱を避けることができる。情報発信チャネルとしてメールや電

話だけでなく、今回は試験的な利用にとどまった「Facebook ページ」や「Twitter」を積極

的に PR に活用していくことも視野に入れた情報共有の方針決定を行うべきである。 

 

 (3)機能の拡張を行う。 

参加者のニーズとして「ビジネスプランを誰が閲覧したかが分かる機能」や「ウォール

から必要な情報を閲覧する機能」、「チームごとの投稿を個別に見る機能」、「メンバー内で

アップロードしたデータを共同で編集できる機能」、「より見やすいユーザインターフェー

ス」、「アップロードをよりスムーズに行いたい」などの意見が出ている。以下で対応策を

述べる。 
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▶「ビジネスプランを誰が閲覧したか」 

足跡機能のようなものは Facebook のオープンな性質上、既存のサービスでは存在しない。

類似のサービスとして Facebook アプリケーションの一つに[28]「My Top Fun」というもの

がある。これを利用することで「「友達」がどれだけ自分に興味を示す行動をとっているか？」

という指標をランキングで表示してくれる。ただし、対象となるのは「友達」関係となっ

ているユーザのみであり、また「グループ内」というような限られたコミュニティを対象

にすることはできないため実現は難しい。この問題の対応策として、誰が見たかという情

報が欲しいだけであるなら、例えば「見たら必ず「いいね！」を押してもらう」といった

機能の活用を行うことで代替手段となりうる。 

 

▶「ウォールから必要な情報を検索する機能」・「チームごとの投稿を個別に見る機能」 

それぞれの参加班で個別にグループを作成するという方法がコストのかからない実現方

法であると考える。班ごとにグループがあれば情報がタイムラインに埋もれてしまう事も

少なくなり、情報の雑多感が軽減されることで議論や交流の妨げになることは少なくなる。

更に言えば、複数のグループのウォールを並列表示することができるアプリケーションが

存在すれば議論や交流において大変効率の良いプラットフォームになると考えられる。 

 

▶「メンバー内でアップロードしたデータを共同で編集する機能」 

この機能はすでに存在する機能である。Docs のアップロードの時点でデータの権限を自

由に変更することが可能である。これにより、データをアップロードした後、別のチーム

メンバーが同一データに対して共同で改変を加えることが可能である。また、一度ダウン

ロードして改変を加えたのちアップロードを行うという方法もとることができる。また

Docs の機能に関して、今回のイベントではタグ付けが利用されなかったが、これを利用す

ることで「Friend’s Docs」からタグを元にデータを検索することができるためデータの管

理にも一役買う機能である。こういった機能を運営側が参加者に周知させることができな

かった点は大きな反省点であり、今後に活かしてもらいたい。 

 

(4)利用評価方法の改善を行う。 

今回は「企業・学生評価機能」としての機能を用意することができず、手作業で活動の

集計や評価を行った。例えば、いいね！の回数やコメントとそれに対する議論の広がりを

抽出して数値化することができれば、Facebook 上での活動の評価を効率よく、また明確に

行えたと感じる。こういった機能は現状の機能やアプリケーションでは存在していないた

め、今後 SUBC で情報共有環境として Facebook を用いる場合、新たに Facebook アプリ

ケーションとして開発することも視野に入れてよいかもしれない。 

 

 



 

６５ 

 

5.5 他の学生イベントへの適用に関する考察 

 報告者は他の学生イベントに今回、SUBC で利用した情報共有環境は機能として十分適

用することができると考える。第 2 章で学生イベントにおける情報共有環境の機能として

「データを共有することでコミュニケーションにつながる機能」や、それに加えて現状の

学生イベントに不足しがちである「スタッフ全員が質の高い議論を生み出しやすい環境」

や「スタッフのモチベーション向上に繋がる機能」、そして「週に 1、2 度しか顔合わせが

できない」という制約から生まれる「スタッフ間の交流不足によるコミュケーション障害」

をツールで支援する必要があると述べたが、本環境はこのような点を機能として概ね達成

しているといえる。以下でそれぞれに関して考察する。 

 

 ▶「データを共有することでコミュニケーションにつながる機能」 

「Docs」を利用することで単にデータ共有を行うだけでなく、効率の良いデータの管理

を行い、それをシェアすることから議論につなげることが可能である。また、データの種

類も学生イベントがメインで利用するワード、エクセル、パワーポイントの 3 大データ形

式を扱うことが可能である。 

 

 ▶「スタッフ全員が質の高い議論を生み出しやすい環境」 

今回利用したグループ機能を学生イベントという大きなくくりでも適用することは可能

である。学生イベントの多くは組織が複数の部署に分かれており、それぞれが分担する作

業を行う。これは SUBC で言う各班の作業に当たるものであり、グループを利用し企画な

どの共有を行いながら議論を展開させることができる。こういった環境であれば、大勢の

前では質問が難しかったり、時間がとれなかったりといったような現状の会議が抱えてい

た問題に対応してツール上で補うことが実現できる。また、議論のログはタイムラインに

残る為、その場で参加できなくても後から見直すことで議事録としての役割も果たす。 

 

 ▶「スタッフのモチベーション向上に繋がる機能」 

いいね！ボタンを有効的に活用することで効果がある。また、始めはイベントのための

業務的な交流であっても、友達登録を行う事でスタッフ間の人間関係の構築にも補助的な

役割を果たすと考えられる。学生イベントのスタッフ同士が良好な人間関係を構築するこ

とでスタッフ全体のモチベーションを向上させると共に、「スタッフ間の交流不足によるコ

ミュケーション障害」にも対応して解決に導くことができる。 

 

 しかし、これはあくまで「機能」という観点での話である。単純に第 2 章で取り上げた

ような既存の学生イベントにこの環境をいきなり導入しても必ずしも上手くいくとは限ら

ない。今回応用事例に用いた SUBC では、Facebook の利用をコンテストの評価に加えるこ

とを始めとした利用促進のための様々な手を打って行ったイベントである。このような背
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景に加えて、SUBC の参加者の特性として短期間で確実に成果を挙げるため、全体的に参

加者は比較的モチベーションの高い状態でイベントへの取り組みを行っていた。だが、既

存の学生イベントは必ずしもこういった特性を持っているとは限らない。サークル的な感

覚で取り組みを行う学生イベントは非常に多く、こういったメンバー間や参加者の交流に

重きを置く学生イベントにおいてはそもそもネット上に情報共有環境を用意してもそこで

活発な議論は発展しないだろう。また、従来の運営形式や企画の形態を引き継いでばかり

で、変化に挑戦しない保守的なイベントにおいても議論のネタ自体がそこまで多くないた

めこういった環境があったとしても利用は活性化しないと思われる。他の学生イベントに

おいて本環境が適用できる条件を以下に述べる。 

 

 (1)「プロジェクト色の強い学生イベント」あるいは「革新的な学生イベント」である。 

今回提案する環境は活動期間が短期間であるといった「時間の制約」が強い学生イベン

トであり、成果主義や目的意識が非常に強い「プロジェクト色の強い学生イベント」や「革

新的な学生イベント」において会議などリアルな話し合いでは足りない点を補う際に、真

に効果を発揮すると考える。 

 

 (2)利用を先導するリーダーと部門が必要である。 

環境の利用においては必ず先導するリーダーが必要となる。こういった新たな環境を取

り入れる際には、情報の共有に関する専門の部門を作り、担当スタッフが自主的に知識を

蓄え、取捨選択を行いながらよりよい環境の利用を行う必要性がある。また、必ず利用の

ノウハウをまとめたガイドラインを作成し、同じコミュニティに所属する学生スタッフ全

員の理解を得た上で全員が参加することで始めて環境の価値が生まれる。 

 

(3)リアル(対面)でのコミュニケーションに重きを置いている。 

学生イベントでは何よりも「リアルな話し合い」が最も大切だということを忘れてはな

らない。あくまでツールは補助的な役割であるべきであり、決して情報共有環境上での活

動がメインになってはいけない。情報共有環境を活用することで毎週の会議でのリアルコ

ミュニケーションが活性化することができればこの環境の適用が成功したといえる。 
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第 6章 結論 

 

6.1 結論 

 本研究では学生イベントが抱える情報共有の課題を元に、それを解決するために単に

データを受け渡しするだけでなく、「データを共有することでコミュニケーションにつな

がる機能」や、それに加えて現状の学生イベントに不足しがちである「スタッフ全員が質

の高い議論を生み出しやすい環境」や「スタッフのモチベーション向上に繋がる機能」、そ

して週に 1、2 度しか顔合わせができないという制約から生まれる「スタッフ間の交流不足

の改善」といった機能を持った情報共有環境を考察した。そこで、今日の情報共有環境の

動向をリサーチし、ビジネスライクな機能を持ち応用性、安心性が高く、かつ認知度が非

常に高く注目されている SNS である Facebook を環境として提案した。 

Facebook が実際に学生イベントにおいて利用可能かを検証するために 2011 年 11 月 24

日に開催された学生イベント「静岡大学ビジネスコンテスト（SUBC）」において約 2 カ月、

参加者 40 名という規模で導入検証を行った。ここでは Facebook の機能としてコミュニテ

ィを作成し、内部で議論や交流を行う事が可能である「Facebook グループ」とデータ共有

やデータの管理を行うことができる Facebook アプリケーションの「Docs」をメインの機

能として利用した。「Docs」でアップロードしたビジネスプラン（データ）をグループ内で

共有し、そのプランに対してコメントを行うことで議論を展開した。また、共感や反応を

示す際はいいね！ボタンを活用した。 

 参加者に対するアンケート調査では Facebook の利用やアプリケーションとの連動の経

験が少ないながらも、議論参加者がコメントした内容に対して議論を展開している様子が

分かった。また、いいね！ボタンを用いる反応や共感はその手軽さから多くの参加者が利

用していた。活動の傾向として「終了期限が近付く」・「ワークショップなどのリアルなコ

ミュニケーションの後」・「運営者側のスライドシェアの直後」の 3 点では特に環境上での

活動が活発化した。 

しかし、全体を通してみると図 4.2.2.2 で示したような参加者に期待する行動サイクルの

結果を出すことはできなかった。特に、自発的なスライドの共有や学生同士の議論展開、

そして行動サイクルの持続性にといった重要な部分で傾向を見ることができなかった。 

システムの機能に関しては、期待される機能は多いものの、学生イベントにおける情報

共有の課題を踏まえた最低限の機能は保持しており、基本的な部分では達成できたと考え

る。参加者からは普段、交流することの難しい社会人の方からネットを通じて様々な意見

や反応を貰えることは有意義であったとの感想をもらった。 

SUBC で利用した本環境は、他の学生イベントにおいても条件を整えることで応用でき

る可能性は非常に高いと考察した。 
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6.2 今後の課題 

 今後の課題として第一に機能の拡張が必要である。グループを複数同時に表示するこ

とができる機能や、いいね！やコメントを数値化して抽出する機能、議論を行う際に議

論の対象となる相手を指定して容易に、かつ視覚的に見やすく議論展開が行える機能、

ウォールから必要な情報を検索する機能などが参加者のアンケートからニーズとして

求められている。こういった機能は今後、Facebook のサービス展開として新しく追加

されるかもしれない。また、現在ビジネス機能を急速に拡張し始めている Google+や

LinkedInといったSNSの機能をさらに詳しく調査し、場合によってはそういった SNS

を選択、併用することも視野に入れる必要がある。 

 さらに言えば、今後はスマートフォンの普及によりモバイルツールからのアクセスを

考えた情報共有環境を考慮する必要が出てくる。例えば、今回利用した「Docs」はス

マートフォンからの利用はできない。スマートフォンの仕様に合わせてデータ形式を

PDF ファイルに自動変換するような機能を模索したり、情報共有環境自体を jQuery 

mobile といったスマートフォン形式専門のプログラミング言語を用いて理想の機能を

持った情報共有環境を構築するといった対策を行うという課題が存在する。 

 今回は SUBC というやや特殊な形式を持つ学生イベントで情報共有環境を構築して

利用検証を行った。その為、今後の課題としては他の学生イベントにおいても情報共有

環境を適用した導入検証を実際に行い観察する必要がある。理論上では本環境は「プロ

ジェクト色の強い学生イベント」や「革新的な学生イベント」において会議などリアルな

話し合いでは足りない点を補う際に、真に効果を発揮すると考えている。実際にこの理論

に基づいて、そのような学生イベントに対してこの環境を提案して取り組みを行っても

らうことで、本当に学生イベントが抱える情報共有の諸課題を、Facebook を用いるこ

とで効率よく解決し、目標達成のためのコミュニケーション活性化に繋がるかを検証す

る必要がある。また、そういう効果を挙げる為にはどのような準備や方針が必要で、ど

ういったことに気を付ければよいかを今回の反省点を元に考察した手法を用いて再実

施を行うことで、情報共有環境の効果を証明する必要がある。 

 最終的な目標としては本研究を初めとして、今後様々なイベントでの応用検証を通し

て蓄積した、学生イベントにおける情報共有のあり方についての様々なノウハウや手法、

成功事例、失敗事例などのナレッジを元に、Facebook や LinkedIn、Google+などの既

存サービスに頼るのではなく、これらのサービスのよい機能を参考にしつつも、学生イ

ベントにおいて必要な機能だけを持つオリジナルの情報共有環境を構築し、ユーザが必

要とする機能があれば改変、拡張を行う事ができる柔軟性や拡張性に優れたシステムを

開発・運用していくことが望ましい。 

本論文を読んで、高い目標を持つ革新的な学生イベントが本研究で提案した環境を用い

て成果を挙げられることを期待する。 
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付録 1 「Docs」の利用マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Docs」について
使い方の説明書

飯尾和茂

Docsでできること

• パワーポイント、エクセル、ワードの資料を共有
することができます。

• 共有された資料はダウンロードすることができま
す。

• グループを対象にアップロードできます。

• 資料にタグを付加することができます。

Docsの使い方

• アップロード～開始まで～

①Add a Docをクリック

②Upload a Docをクリック
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Docsの使い方
• アップロード～ファイル選択～

☆アップロードするファイルを選択する。

①ファイルを選択をクリック

Docsの使い方

• アップロード～タグ付け～

• タグはコンマで分けること。最大10個まで、
100文字まで。

Docsの使い方
• アップロード～詳細設定～

①Groupのラジオボタンをクリック

②リストから静岡大学
ビジネスコンテスト1stを選択

※その他は変更しない！

③Uploadをクリック
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Docsの使い方
• アップロードされるとMy Docsにアーカイブが
残る。 Uploadの際にタグ付けすると分類枠が出てくる

複数種類のデータ形式がある場合分類枠が出てくる

Docsの使い方
• Friends’ Docsに友達のログが残る

Docsの使い方
• Uploadされたデータのページ ☆スライドを全画面で表示

☆クリックでデータをDownload

☆クリックでデータを削除


