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要旨 

現代の社会では、情報システムの成長に伴い、IT への期待が高まっている。人材には、

技術力だけでなく人間力も求められている。この人間力がコンピテンシであり、さまざま

な機関から注目を集めている。しかしながら、コンピテンシは技術力に比べ計測が難しく、

育成の過程が明らかになっていない。静岡大学情報学部には、グループ演習形式の授業が

設置されており、コンピテンシの育成が期待されている。そこで、本研究ではグループ演

習において、PISA  CPS スキルズフレームワークを利用してコンピテンシを評価し、それ

をグループでの役割に注目して分析した。 

コンピテンシの評価は、学生の提出物の記述について、コンピテンシが発揮されたと思

われる記述に対してコンピテンシポイントを付与した。この評価は、対象の授業で 2 度実

施した。その結果を、グループ内での役割に注目して、役割ごとのコンピテンシ向上の傾

向を探った。個人の役割は、コンピテンシ評価の対象授業の前に、同様の演習授業で調査

した。この調査は、自分自身を含むグループメンバーについて、グループ内での行動が、

リーダー、実務エキスパート、調整役、作業者、フリーライダーのどの役割と一致するか

を選択するものである。 

コンピテンシ評価の結果として、リーダーは安定してコンピテンシを発揮できることが

明らかになった。共通理解の構築・維持に改善の余地があるため強化が必要である。実務

エキスパートは早い段階からコンピテンシを育成できることが明らかになった。リーダー

と同様に、共通理解の構築・維持に改善の余地があるため強化が必要である。調整役は演

習を通じてコンピテンシを堅調に成熟できることが明らかになった。グループでうまく活

動できる一方で、問題解決への適切な行動が少なかったことから、その対策が必要である。

また調整役は、さまざまな役割が存在するグループでこそ、能力を発揮できることも明ら

かになった。作業者・フリーライダーは出足が遅いことが推察できたため、フォローが必

要である。 

さらに、コンピテンシ評価の基準となる、行動キーワード集を拡張することができた。

行動キーワード集とは、CPS フレームワークの各項目について、コンピテンシポイントを

付与した学生の記述を集めたものである。これを確立することで、今後のコンピテンシ評

価が、より容易に、一貫したものになることが期待される。 
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第1章 序論 

1.1 研究の背景 

 現代の社会では、情報システムの成長に伴い、IT への期待が高まっている。そのため IT

人材の確保が必要不可欠である。しかし、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）の「IT

人材白書 2015」によると、IT 人材は、量、質ともに不足している。 

人材の育成のためには、知識やスキルだけでなく行動特性（コンピテンシ）も強化する

必要がある。コミュニケーション力や問題解決力などのコンピテンシが無ければ、知識や

スキルを組織に適合する方向で発揮できないからである。コンピテンシは、IT 企業はもち

ろんのこと、OECD や教育機関、経済産業省などからも注目を集めている。 

しかしながら、コンピテンシは知識やスキルに比べて計測が難しく、さらに育成の過程

が明らかになっていない。静岡大学情報学部にはグループ演習形式の授業が複数設置され

ている。その中で、学生のコンピテンシの向上が期待されているが、コンピテンシを評価

し、それを基に学生へのフォローやフィードバックができているわけではない。コンピテ

ンシの評価方法を確立し、効果的な育成方法を明らかにする必要がある。 

1.2 研究の目的 

 これらの背景を踏まえて、本研究では、情報系学科の大学の授業において、コンピテン

シの育成過程を明らかにするとともに、コンピテンシを向上させる対策を提案することを

目的とする。情報システムの開発を体験するグループ演習において、学生のコンピテンシ

を評価する。それを、学生のグループ内での役割に注目して、役割ごとのコンピテンシ向

上の傾向を明らかにし、コンピテンシを向上させるための方法を提案する。 

1.3 論文の構成 

本論文は 7 章で構成される。 

第 1 章では、本研究の背景と目的、本論文の構成を示す。 

第 2 章では、IT 人材の現状とコンピテンシの定義を示す。また、コンピテンシに関する

先行研究を示す。 

第 3 章では、本研究におけるコンピテンシを定義し、本研究で注目したグループワーク

での役割を示す。コンピテンシを解明するために利用する行動キーワードを定義する。 

第 4 章では、役割とコンピテンシ向上の関係を解明すべく実施した実験の方法を示す。 

第 5 章では、実験結果と役割ごとの特徴の考察を示す。 

第 6 章では、第 5 章を踏まえて、コンピテンシを向上させるための対策を提案する。 

第 7 章では、本研究の結論と今後の課題を示す。 
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第2章 IT人材とコンピテンシ 

2.1 IT人材の現状 

2.1.1 ITへの期待 

現在、IoT（Internet of Things）やビッグデータの活用が注目を集めている。これらの

新しい技術によって、新たな価値の創出が期待されている。独立行政法人 情報処理推進機

構（IPA）の調査による、企業の IT 部門に期待されている役割を図 2-1 に示す。 

現在期待されている役割を、値の大きい順に見ると、「業務の合理化、省力化などへの寄

与」「業務システムの全体最適化」と続く。現在期待されているのは、業務効率化や社内 IT

インフラの整備であることがわかる。 

しかし、「今後期待されていると感じている役割」と「現在期待されている役割」の差で

ある DI 値をとると、これらの役割の DI 値は負の値をとる。一方で、DI 値を高い順に見る

と、「新たな事業やサービスを生み出すための事業部門との協業や支援」「業務プロセスの

変革」「現行ビジネスの拡大／拡充のための新たな販路や顧客開拓支援」と続く。IT 部門に

期待されている役割が、業務効率化や社内 IT インフラの整備から、新たな価値の創出や競

争力の強化に変化していることがわかる。 

    

 

図 2-1  IT 利活用についてユーザー企業 IT 部門に期待されていると感じている役割 

出典：[i]「IT 人材白書 2015」 p.42 
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2.1.2 IT人材の不足 

 新たな価値の創出や、競争力の強化を期待されている IT に対して、IT 企業では IT 人材

が不足している。IPA の調査による、IT 人材の量に対する過不足感を図 2-2 に示す。

「大幅に不足している」「やや不足している」の割合が年々増加している。2014 年度調

査では、合わせて 87.4%の IT 企業で IT 人材の量が不足している。 

 

図 2-2 IT 企業の IT 人材の「量」に対する過不足感 

出典：[i]「IT 人材白書 2015」 p.29 

 

IT 人材の量に対する不足に加えて、IT 人材の質も不足している。IPA の調査による、

IT 人材の質に対する過不足感を図 2-3 に示す。2014 年度調査では、「大幅に不足して

いる」「やや不足している」を合わせて、90.8%の IT 企業で IT 人材の質が不足してい

る。新たな価値の創出や、競争力の強化が期待されているにも関わらず、人材の確保には

至っていないことがわかる。 

 

図 2-3  IT 企業の IT 人材の「質」に対する不足感 

出典：[i]「IT 人材白書 2015」 p.30 
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2.1.3 IT人材の確保が進まない理由 

IPA の調査による、人材の育成が進まない理由を図 2-4 に示す。「人材育成に係る投資が

できない」の回答が最も多い。投資が困難であるならば、効率的な教育が必要であると考

えられる。また、「必要な人材の知識・スキルがわからない」「何から手を付けてよいかわ

からない」の回答からも、IT 教育への知見が少ないことがわかる。IT 人材を育成する効率

的な方法を明らかにすることは、IT 業界にとって必要であることがわかる。 

 

 

図 2-4 「新事業・新サービスを創出する人材」の育成が進まない理由 

出典：[ii]「IT 人材白書 2014」p.70 
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2.1.4 IT人材に求められる能力 

IT 企業は技術力とともに人間力も重視している。IPA の調査による、IT 企業が重視する

能力を図 2-4 に示す。技術力では、「アプリケーション技術」を過半数の企業が重視してい

る。それに続いて、「情報セキュリティ技術」を約 4 割の企業が重視している。一方の人間

力では、「コミュニケーション能力」を約 8 割の企業が重視し、「問題解決力」を約 6 割の

企業が重視している。それに続いて、「組織的行動力」を約 4 割の企業が重視し、「自己実

現力」を 3 分の 1 以上の企業が重視している。 

 

図 2-5 IT 企業が重視する能力【技術力・人間力】 

出典：[ii]「IT 人材白書 2014」 p.212、213 を参考に作成 
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2.2 コンピテンシの定義 

IPA によるコンピテンシの定義を図 2-6 に示す。コンピテンシとは、社会や組織の目標に

適合する方向でスキルを発揮させる人間特性のことである。コンピテンシは、能力的コン

ピテンシと非能力的コンピテンシに分けられる。能力的コンピテンシは 2.1.4 における技術

力であり、非能力的コンピテンシは人間力に当てはまる。社会や組織に有効な成果をもた

らすためには、技術力と人間力の両面を高める必要がある。 

狭義のコンピテンシは、非能力的コンピテンシを指す。非能力的コンピテンシは、行動

特性と心理特性に分けられる。本研究においては、非能力的コンピテンシの行動特性をコ

ンピテンシと定義する。 

 

図 2-6 コンピテンシのフレームワーク 

出典：[iii]「高信頼システム開発のための技術者のコンピテンシ調査」 p.3 を参考に作成 

 

2.3 コンピテンシへの注目 

コンピテンシは、IT 企業からだけでなく教育機関からも注目を集めている。経済協力開

発機構（OECD）による PISA である。PISA は、学習到達度に関する国際的な調査であり、

15 歳児を対象に、読解力、数学的リテラシー、科学的思考力リテラシーでの学習到達度問

題を実施する。[iv] （PISA：Programme for International Student Assessment） 

2015 年に実施された PISA では、協議問題解決能力も調査された。この調査は協調問題

解決における行動を評価するため、コンピテンシのひとつである。PISA 2015 の CPS スキ

ルズフレームワークを表 2-1 に示す。（CPS：Collaborative Problem Solving：協調問題解

決） 
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表 2-1 PISA2015 CPS フレームワーク 

 

出典：[v] 

「PISA 2015 DRAFT COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING FRAMEWORK」 p.11 

 

 このフレームワークを CPS フレームワークとする。このフレームワークは、3 つの軸と

4 つの成熟段階で構成される。 

 

【軸】 

（1）Establishing and maintaining shared understanding【共通理解の構築・維持】 

（2）Taking appropriate action to solve the problem【問題解決への適切な行動】 

（3）Establishing and maintaining team organisation【チーム組織の構築と維持】 

 

【成熟段階】 

（A）Exploring and Understanding【探索と理解】 

（B）Representing and Formulating【表象と定式化】 

（C）Planning and Executing【計画と実行】 

（D）Monitoring and Reflecting【観察と省察】 
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2.4 先行研究 

2.4.1 静岡大学でのコンピテンシ評価 

 CPS フレームワークを用いたコンピテンシの評価に、静岡大学の長谷川（2013）と、吉

川（2014）による報告がある。静岡大学情報学部の演習形式の授業においてコンピテンシ

評価を実施した。 

 長谷川（2013）は、リーダーのコンピテンシ向上の傾向に加えて、コンピテンシ評価と

満足度調査の関係を報告している。これによると、リーダーはコンピテンシの発揮が多く

見られた。また、リーダーの候補数が多い班は、コンピテンシの継続的な発揮、成長が見

られた。さらに、コンピテンシ評価を満足度調査で代替できる可能性を示唆した。 [vi] 

 吉川（2014）は、グループでの役割とコンピテンシ向上の関係を報告している。以下で

用いる役割は 3.3 で述べる。リーダーは成長率が最も高いが、評価力、検証力の強化が必要

である。実務エキスパートは成長率が低く、モチベーションを維持する指導が必要である。

調整役は演習を通して堅調にコンピテンシを育成できており、グループ活動を円滑に行う

力が高い。その一方で、課題に対する取り組み方の指導が必要である。作業者・フリーラ

イダー・その他は、目標どおりコンピテンシの育成ができていない。特に共通理解やチー

ム組織の構築・維持への能力の強化が求められる。[vii] 

 本研究は、長谷川、吉川の方法に従ってコンピテンシを評価した。表 2-2-に和訳した CPS

フレームワークを示す。本研究もこのフレームワークを使用する。 

 

表 2-2 CPS フレームワーク（和訳） 

 

出典：[vi]「長谷川（2013）」 p.6 
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2.4.2 中央大学「知性×行動特性」学修プログラム 

 中央大学では、社会的・職業的自立を図るために必要な能力を「知性」×「行動特性」

と定義している。知性とは専門的知識・技術であり、学業成績の GPA で評価する。行動特

性は、コンピテンシーである。このプログラムでは、コンピテンシーを社会で活躍してい

る人々に共通してみられる行動、態度、思考などの傾向や特徴としている。コンピテンシ

ー評価指標として、コミュニケーション力、問題解決力など 7 カテゴリー31 キーワードが

設定されている。 

授業や課外活動でコンピテンシーを高めるために、学生が、目標を立て、活動計画を設

定し、取り組みを記録し、コンピテンシーの自己評価を行う。この PDCA サイクルを繰り

返すための支援が大学によってされる。[viii] 

 

2.4.3 愛媛大学「愛大学生コンピテンシー」 

 愛媛大学では、コンピテンシを、高い成果を生み出せる人が持っている行動特性と捉え

ている。それを踏まえて、愛大学生コンピテンシーを、学生が卒業時に身に付けているこ

とが期待される能力と定義している。愛大学生コンピテンシーは、多様な人とコミュニケ

ーションする能力など 5 つの能力と 12 の具体的な力が設定されている。 

これらの能力を高めるために、愛大学生コンピテンシーは、大学教育の戦略策定や学生

支援活動の指針として位置づけられている。[ix] 

 

2.4.4 iコンピテンシ ディクショナリ 

 i コンピテンシ ディクショナリとは、企業において IT を利活用するビジネスに求められ

る業務（タスク）と、それを支える IT 人材の能力や素養（スキル）を、「タスクディクシ

ョナリ」「スキルディクショナリ」として体系化したものである。 

 企業などの組織が人材育成において把握したいのは、業務の実行能力がどのような状態

であり、どのように変化したかである。i コンピテンシ ディクショナリでは、組織ごとに

必要な業務を、タスクディクショナリに記載されているタスク一覧から選択して定義する。

それらのタスク対し、実行の度合いをレベル診断することで、個人の業務の実行状況が見

える化できる。これを材料とすることで、業務の現状と将来の方向性を確認することがで

きる。[x] 

 スキルディクショナリは、タスクを支える能力が整理されており、タスクを実行するた

めに必要な能力を知ることができる。不足しているスキルを明確にすることができる。 
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第3章 コンピテンシと役割の定義 

3.1 本研究でのコンピテンシの定義 

 本研究でのコンピテンシは、2.2 で示した通り、非能力的コンピテンシの行動特性のこと

を言う。本研究では、静岡大学情報学部の情報システムプログラムで開講されている 2 年

後期の必修科目「Web システム設計演習」において、CPS フレームワークを使用してコン

ピテンシを評価する。この授業では、書店の業務システムを企画・設計する。つまりこの

授業では、書店の問題の解決方法をグループで考える。この点で協調問題解決のための CPS

フレームワークの利用が最適だと考えたからである。 

 

3.2 コンピテンシ評価手順 

 本研究では、Web システム設計演習において、受講生が提出したレポートの記述を、CPS

フレームワークに当てはめてコンピテンシを評価する。学生はレポートに自身の行動につ

いて記述する。この行動に基づいた記述を、CPS フレームワークの 3 軸 4 成熟段階からな

る 12 項目に対応づける。 

 

図 3-1 コンピテンシ評価手順 

 

 

3.3 行動キーワード集 

CPS フレームワークに対応づけられた記述を、「行動キーワード」と定義する。この収集・

蓄積によって、CPS フレームワークの各項目に当てはまる行動キーワードが明らかになる。

従来のコンピテンシ評価は、レポートの記述が、CPS フレームワークの各項目の抽象的な

説明に当てはまるかを見ていた。行動キーワード集の充実によって、レポートの記述と行

動キーワード集を照らし合わせることで、コンピテンシを評価できるようになることが期

待される。 
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3.4 役割の定義 

 本研究では、3.2 の方法でコンピテンシを評価する。それを、グループ内での役割に注目

して、コンピテンシを役割ごとに分析する。役割は、リーダー、実務エキスパート、調整

役、作業者、フリーライダーの 5 つである。これらの役割は、グループでの作業において

形式的に任命した役割ではなく、個人の行動のタイプに基づいて割り当てる役割である。 

 

表 3-1 役割一覧 
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3.5 役割の調査方法 

3.5.1 役割を調査する授業 

 コンピテンシを評価して、それを役割ごとに分析するために、コンピテンシの評価対象

者の役割をあらかじめ調査する。役割の調査は、静岡大学情報学部の情報システムプログ

ラムで開講されている 2 年前期の必修科目「情報システム基礎演習」で実施する。この授

業では、履修者が自由にグループを組み、情報システムを企画する。情報システムを構築

するために、オブジェクト指向に基づくビジネスモデリングとデータ設計を学ぶ。 

この授業で役割を調査するために、「役割アンケート」を実施する。このアンケートは、

回答者自身と回答者以外のグループメンバーについて、演習内での行動が、3.3 のどの役割

に当てはまるかとその理由を回答するものである。この授業の履修者は、コンピテンシ評

価を実施する「Web システム設計演習」を履修する。そのため、「情報システム基礎演習」

で調査した役割を基に、「Web システム設計演習」のグループ編成を担当教員と相談して決

定する。 

 

図 3-2 役割の調査と授業の流れ 
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3.5.2 役割アンケートの評価 

 役割アンケートには、評価対象者に対して、評価対象者自身の自己評価と、評価対象者

以外のグループメンバーからの他者評価が存在する。また、役割アンケートは、複数人が

同じ役割を担っていた、1 人が複数の役割を担っていたとの回答をして良いこととした。 

そのため、評価対象者が、グループ全員から見てどの程度役割と一致しているかという

指標である「役割一致度」を求める。役割一致度を全ての役割について求め、役割一致度

が最も高い役割を、評価対象者の役割とした。なお、役割一致度が複数の役割で等しい場

合、評価対象者が自覚していた役割とするため、評価対象者の自己評価に 1.5 の重みをつけ

た。 

 

【定義】 

V：ある役割の「役割一致度」 

N：グループのメンバー数 

L：評価対象者 

n(L)：「L がある役割と一致している」とグループメンバーから集めた回答の数 

s(L)：「L がある役割と一致している」と回答した数 

 

【役割一致度の求め方】 

V =
𝑛(𝐿) + 𝑠(𝐿) × 1.5

𝑁 + 1
 

 

【結果】 

 役割アンケートの結果を表 3-2 に示す。受講者 70 人の役割を調査することができた。調

整役の人数が最も多く、作業者、実務エキスパート、リーダー、フリーライダーと続く。 

 

表 3-2 役割アンケートの結果 

役割 人数 

リーダー 9 

実務エキスパート 14 

調整役 28 

作業者 16 

フリーライダー 3 

合計 70 
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第4章 役割とコンピテンシの分析実験 

4.1 コンピテンシ評価方法 

4.1.1 コンピテンシ評価を実施する授業 

 コンピテンシの評価は、静岡大学情報学部の情報システムプログラムで開講されている 2

年後期の必修科目「Web システム設計演習」で実施する。この授業では、グループで情報

システムを設計する。前提として、書店の業務システムを刷新するのにあたり、書店の現

状や抱えている問題などの情報が与えられる。これに加えて、顧客である書店の取締役と

情報システム課長に扮した講師にヒアリングをする。これらの情報を基に、グループで書

店の問題を分析し、問題を改善するための情報システムを設計する。 

 

4.1.2 役割を利用したグループ編成 

Web システム設計演習のグループ編成には、情報システム基礎演習で調査した役割を利

用した。表 4-1 にグループ編成を示す。役割アンケートの結果、リーダーが 9 人だったた

め、各グループにリーダーを配置できなかった。そのため、リーダーと実務エキスパート

と調整役が存在するグループの調整役を「調整役（バランス群）」とし、リーダーが存在し

ないグループの調整役を「調整役（調整群）」とする。 

 

表 4-1 グループごとの役割の人数 
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この授業は A と B の 2 つの教室で実施される。どちらの教室にも教員と TA が 2 人ずつ

いる。「役割なし」が存在するのは、情報システム基礎演習を履修せずに、Web システム設

計演習を履修する学生がいるためである。コンピテンシを評価するだけなく、その評価が

妥当か確認するために A の教室で学生の活動を観察し、主観的にコンピテンシを評価した。

（表 4-1 の着色部分） 

 

 

 

4.1.3 コンピテンシ評価のタイミングと授業の流れ 

 コンピテンシの評価は、Web システム設計演習でのレポートである「学習ジャーナル」

の記述が、CPS フレームワークに当てはまるかを見る。学習ジャーナルに記述する内容を

図 4-1 に示す。学習ジャーナルには、演習を通じて習得を目指すスキル、目標に対してどの

ような行動ができたか、演習を振り返り次回からどのように行動するかを記入する。つま

り、学習ジャーナルには記入者の行動に基づいた記述が入る。 

 

図 4-1 学習ジャーナルの構成 

 

 学習ジャーナルは 2 度提出される。その 2 つの学習ジャーナルについてコンピテンシを

評価する。授業の流れと、学習ジャーナルが提出されるタイミングを図 4-2 に示す。1 度目

の学習ジャーナルは、顧客へのヒアリングが終了した後に提出される。2 回目の学習ジャー

ナルは、ヒアリングをもとにどのようなシステムを開発するか顧客へ発表した後に提出さ

れる。 
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図 4-2 授業の流れと学習ジャーナル提出のタイミング 

 

 コンピテンシの評価は、「学習目標設定」と「演習実績」の面から実施する。学習目標設

定は、学習ジャーナルの「学習目標」欄を対象とする。（図 4-1 の青い着色部分）「演習実績」

は、学習ジャーナルの「学習実績と成果」「気づき／振り返り」欄を対象とする。（図 4-2

の赤い着色部分）。 

 

 

4.1.4 学習目標設定におけるコンピテンシ評価 

 学習目標設定のコンピテンシ評価は、CPS フレームワークに当てはまる記述を 1 つあた

り 1 ポイントとする。学習ジャーナルの「学習目標」欄の記述が、CPS フレームワークの

「共通理解の構築・維持」「問題解決への適切な行動」「チーム組織の構築・維持」の 3 つ

の軸に当てはまるかを見る。記述がいずれかの軸に当てはまっていれば、CPS フレームワ

ークの「探索と理解」「表象と定式化」「計画と実行」「観察と省察」の 4 つの成熟段階のど

の段階かを見る。この CPS フレームワークに当てはまった記述は、1 つの記述について１

ポイントとする。このポイントを「コンピテンシポイント」とする。なお、コンピテンシ

ポイントが付与された記述は、行動キーワードとして保存する。 

 

 

4.1.5 演習実績におけるコンピテンシ評価 

演習実績のコンピテンシ評価は、記述のレベルを設定し、そのレベルによってコンピテ

ンシポイントが決まる。学習ジャーナルの「学習実績と成果」「気づき／振り返り」欄の記

述が、CPS フレームワークに当てはまるかを見る方法は、学習目標設定でのコンピテンシ

評価と同じである。学習目標設定のコンピテンシ評価と異なるのは、記述のレベルによっ

てコンピテンシポイントが決まることである。記述のレベルを「低」「中」「高」と設定し、

レベル「低」であれば 1 ポイント、レベル「中」であれば、2 ポイント、レベル「高」であ

れば、3 ポイントを付与する。 
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表 4-2 記述のレベルとコンピテンシポイント 

レベル ポイント 内容 

低 1  
未達自覚 

他者行動評価 

中 2  

改善策立案 

改善意思 

行動意思 

リフレクション 

高 3  達成評価 

 

レベル「低」は、演習で達成できなかったこと、レベル「高」は、演習で達成できたこ

とである。レベル「中」は、演習での行動を振り返り、見つめることで、次回からはより

良い行動ができるようになることが期待される。そのため、レベル「低」と、レベル「高」

の間にレベル「中」を設定している。 

 

 

 

4.2 ARCSモデルに基づく意欲調査 

4.2.1 ARCSモデル 

コンピテンシ評価の実施に加え、授業への意欲調査も実施する。授業への意欲調査は、

米国の教育学者 J.M.ケラーが提唱している ARCS モデルに基づく調査である。ARCS モデ

ルは、学習意欲に関連する概念が、「注意（Attention）」「関連性（Relevance）」「自信

（Confidence）」「満足感（Satisfaction）」の 4 つに分類できるものである。各項目の頭文

字をとって ARCS モデルと呼ばれている。 

「注意」は、学習者の関心を獲得し、好奇心を刺激することである。「関連性」は、「注

意」の次のステップとして、学習体験が個人的に意義のあることだと信じられるようにす

ることである。「自信」は、学習者が成功できることを確信・実感させることである。学習

者が話の内容に「関連性」があると信じて、それを学びたいとの好奇心（「注意」）があっ

たとしても、学習者に成功への期待感がなければ、適切に動機づけされない可能性がある

からである。これらの 3 つを達成できれば、学習者は学びへ動機づけられたといえる。「満

足感」は、この学ぶ意欲を持続させるために、学習体験のプロセスあるいは結果に満足さ

せることである。これらの分類は、学習意欲の主要な側面をすばやく概観し、4 つの領域そ

れぞれにおいて意欲を刺激・保持するための方略をつくりだすことを可能にする。[xi] 



18 

 

 

図 4-3 ARCS モデルの要素 

 

 

 

 

 

4.2.2 意欲調査 

ARCS モデルに基づいて、「教材の学習意欲調査」という学習意欲の測定ツールがある。

この調査では、自己主導型の教材に対して、どのように動機づけられたかを測定すること

ができる。教材の学習意欲調査は、36 項目の質問で構成される。注意が 12 項目、関連性と

自信が 9 項目、満足感が 6 項目である。これらの質問に対し、5 件法で回答するものである。

[xi] 

この調査は特定の状況に合うように適応させることができる。そのため、Web システム

設計演習用に教材の学習意欲調査を改編する。また、学習ジャーナル①と②の提出と同じ

タイミングで意欲調査を実施する。1 回目の意欲調査である意欲調査①は、各項目の時制を

未来形とする。（図 4-4）2 回目の意欲調査である意欲調査②では、各項目の時制を過去形

とする。（図 4-5） 

コンピテンシの向上についてグループでの役割ごとに分析するのに加えて、授業への意

欲と役割にも特徴があるかを見る。 
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図 4-4 意欲調査①の質問紙の一部 

 

 

 

 

図 4-5 意欲調査②の質問紙の一部 
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第5章 役割とコンピテンシの分析実験 

【結果・考察】  

5.1 コンピテンシ評価の結果 

5.1.1 概要 

 図 5-1 に 1 回目の学習ジャーナルのコンピテンシポイントと、2 回目の学習ジャーナルの

コンピテンシポイントについて、全体平均と役割ごとの平均を示す。1 回目の学習ジャーナ

ルを学習ジャーナル①、2 回目の学習ジャーナルを学習ジャーナル②と表す。 

これを見ると、全体として、学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけてコンピテ

ンシポイントが増加している。リーダーと実務エキスパートは、学習ジャーナル①、学習

ジャーナル②ともに平均よりもコンピテンシポイントが高い。また、学習ジャーナル①か

ら学習ジャーナル②にかけての伸びであるグラフの傾きを見ると、調整役の傾きが最も大

きい。 

 

 

図 5-1 役割ごとの合計のコンピテンシポイントの推移 

 



21 

 

 表 5-1 に学習ジャーナル①について、軸ごとのコンピテンシポイントの全体平均と役割ご

との平均を示す。また、表 5-2 に学習ジャーナル②について示す。さらに、図 5-2 に学習ジ

ャーナル①から学習ジャーナル②の伸びを示す。 

これを見ると、全体として（1）共通理解の構築・維持と（3）チーム組織の構築・維持

でコンピテンシポイントが増加し、（2）問題解決への適切な行動のコンピテンシポイント

が減少している。役割ごとに見ると、リーダーは（2）問題解決への適切な行動と（3）チ

ーム組織の構築・維持でコンピテンシポイントが増加し、（1）共通理解の構築・維持でコ

ンピテンシポイントが減少している。実務エキスパートはすべての軸でコンピテンシポイ

ントが増加している。調整役は（1）共通理解の構築・維持と（3）チーム組織の構築・維

持でコンピテンシポイントが増加し、（2）問題解決への適切な行動でコンピテンシポイン

トが減少している。作業者・フリーライダーは（3）チーム組織の構築・維持でコンピテン

シポイントが増加し、（1）共通理解の構築・維持と（2）問題解決への適切な行動でコンピ

テンシポイントが減少している。 

 

表 5-1 学習ジャーナル①_軸ごとのコンピテンシポイント 

人数 役割 （１） （２） （３） 

35 全体平均 1.714 7.029 2.829 

5 リーダー 4 6.4 3.4 

7 実務エキスパート 2.143 7.143 4.429 

4 調整役（バランス群） 1.25 8.5 2.75 

9 調整役（調整群） 0.333 8.333 1.333 

10 作業者・フリーライダー 1.7 5.5 2.8 

表 5-2 学習ジャーナル②_軸ごとのコンピテンシポイント 

人数 役割 （１） （２） （３） 

35 全体平均 2.171 6.4 4.943 

5 リーダー 2.6 8 4.8 

7 実務エキスパート 2.429 7.286 6.429 

4 調整役（バランス群） 2.25 6.5 6.75 

9 調整役（調整群） 2.333 7 3.556 

10 作業者・フリーライダー 1.6 4.4 4.5 
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図 5-2 軸ごとのコンピテンシポイントの伸び 

 

表 5-3 に、学習ジャーナル①について、成熟段階ごとのコンピテンシポイントの全体平均

と役割ごとの平均を示す。また、表 5-4 に学習ジャーナル②について示す。さらに、図 5-3

に学習ジャーナル①から学習ジャーナル②の伸びを示す。 

これを見ると、全体として、（B）表象と定式化と（D）観察と省察でコンピテンシポイ

ントが増加し、（A）探索と理解と（C）計画と実行でコンピテンシポイントが減少している。

役割ごとに見ると、調整役（バランス群）以外の役割は、全体平均のポイントの増減と同

じであり、調整役（バランス群）は全ての成熟段階でコンピテンシポイントが増加してい

る。 

 

表 5-3 学習ジャーナル①_成熟度ごとのコンピテンシポイント 

人数 役割 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 

35 全体平均 2.057 2.971 3.229 3.314 

5 リーダー 2.6 4 4.8 2.4 

7 実務エキスパート 2.286 2.714 4.413 4.571 

4 調整役（バランス群） 2 3.25 3 4.25 

9 調整役（調整群） 1.889 3.222 2.778 2.111 

10 作業者・フリーライダー 1.8 2.3 2.3 3.6 
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表 5-4 学習ジャーナル②_成熟度ごとのコンピテンシポイント 

人数 役割 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 

35 全体平均 1.629 3.686 2.314 5.886 

5 リーダー 2.2 4 2.4 6.8 

7 実務エキスパート 2.286 4.413 2 7.714 

4 調整役（バランス群） 2 4.25 4.75 4.5 

9 調整役（調整群） 1.667 4.333 2.333 4.556 

10 作業者・フリーライダー 0.7 2.4 1.5 5.9 

 

 

図 5-3 成熟度ごとのコンピテンシポイントの伸び 

 

【評価結果の考察_概要】 

図 5-2 で、全体として（1）共通理解の構築・維持と（3）チーム組織の構築・維持でコ

ンピテンシポイントが増加し、（2）問題解決への適切な行動でコンピテンシポイントが減

少している。演習を通じてチームの理解が進んでいる一方で、本題である書店の問題解決

については記述が減っていることがわかる。 

図 5-3 で、全体として、（B）表象と定式化と（D）観察と省察でコンピテンシポイントが

増加している。演習を通じてやるべきことを明確にできるようになり、活動の成果につい

て振り返って今後に生かそうとしていることが考えられる。 
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5.1.2 リーダー 

 表 5-5 に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPS フレームワークの各項

目におけるリーダーのコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図 5-4 に学習ジャーナ

ル①から学習ジャーナル②の伸びを示す。 

 

表 5-5 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【リーダー】 

    

全体平均より 0.5 以上高いものを赤く、全体平均より 0.5 以上低いものを青く着色した。 

 

 

図 5-4 コンピテンシポイントの伸び【リーダー】 

 

【コンピテンシ評価結果_リーダー】 

リーダーの学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントの合計は、13.8 ポイントで

全体平均より高い。学習ジャーナル②においては 15.4 ポイントで全体平均より高い。学習

ジャーナル①のコンピテンシポイントはリーダーが最も高い。 

図 5-2 でコンピテンシポイントを軸ごとに見ると、（2）問題解決への適切な行動と（3）

チーム組織の構築・維持で増加し、（1）共通理解の構築・維持で減少している。他の役割

と比較すると、リーダーは（2）問題解決への適切な行動で大きく増加し、（1）共通理解の

構築・維持で大きく減少している。 

(1) (2) (3)

（A） 0.2 1.4 1

（B） 1 2.2 0.8

（C） 2.2 2.2 0.4

（D） 0.6 0.6 1.2

(1) (2) (3)

（A） 0.2 1.2 0.8

（B） 1 1.6 1.4

（C） 0 1.2 1.2

（D） 1.4 4 1.4
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図 5-3 でコンピテンシポイントを成熟段階ごとに見ると、（D）観察と省察で増加し、（A）

探索と理解と（C）計画と実行で減少する。（B）表象と定式化は変化しない。他の役割と比

較すると、リーダーは（D）観察と省察で大きく増加している。特に（D2）のコンピテン

シポイントが大きく伸び、（C1）のコンピテンシポイントが大きく減少する。（図 5-4） 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_リーダー】 

リーダーは安定してコンピテンシを発揮できていることがわかる。図 5-2 で（2）問題解

決への適切な行動のコンピテンシポイントが大きく増加し、（1）共通理解の構築・維持で

コンピテンシポイントが減少している。ここから、リーダーは、書店の問題解決のための

活動を引っ張っている一方で、共通理解の構築について記述が減っていることがわかる。

図 5-3 で、（D）観察と省察が大きく増加することから、活動の成果を観察・省察すること

ができていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 実務エキスパート 

表 5-6 に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPS フレームワークの各項

目における実務エキスパートのコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図 5-5 に学習

ジャーナル①から学習ジャーナル②の伸びを示す。 

 

表 5-6 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【実務エキスパート】 

    

全体平均より 0.5 以上高いものを赤く、全体平均より 0.5 以上低いものを青く着色した。 

(1) (2) (3)

（A） 0 1.429 0.857

（B） 0.286 1.857 0.571

（C） 0.714 0.857 2.571

（D） 1.143 3 0.429

(1) (2) (3)

（A） 0.429 1 0.857

（B） 0.714 1.714 1.714

（C） 0 0.571 1.429

（D） 1.286 4 2.429
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図 5-5 コンピテンシポイントの伸び【実務エキスパート】 

 

【コンピテンシ評価結果_実務エキスパート】 

実務エキスパートの学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントの合計は、13.714

ポイントで全体平均よりも高い。学習ジャーナル②においては 16.143 ポイントで全体平均

よりも高い。学習ジャーナル②のコンピテンシポイントは実務エキスパートが最も高い。 

図 5-2 でコンピテンシポイントを軸ごとに見ると、3 軸全てで増加している。 

図 5-3 でコンピテンシポイントを成熟段階ごと見ると、（B）表象と定式化と（D）観察と

省察で増加し、（C）計画と実行で減少している。（A）探索と理解は変化しない。他の役割

と比較すると、実務エキスパートは（B）表象と定式化と（D）観察と省察でコンピテンシ

ポイントが大きく増加している。 

表 5-6 で学習ジャーナル①のコンピテンシポイントを見ると、（D1）と（D2）で全体平

均よりも大きな値をとる。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_実務エキスパート】 

実務エキスパートもリーダーと同様に安定してコンピテンシを発揮できていることがわ

かる。図 5-2 で、3 軸全てでコンピテンシポイントが増加している。ここから、実務エキス

パートは、堅調にコンピテンシを育成できていることがわかる。図 5-3 で、（B）表象と定

式化が大きく増加することから、やるべきことを明確にできていると考えられる。表 5-6

で、学習ジャーナル①の（D）観察と省察の成熟段階で全体平均よりも大きな値をとる。こ

こから、学習ジャーナル①の時点で深い成熟段階までコンピテンシを育成できていること

がわかる。 
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5.1.4 調整役（バランス群） 

表 5-7 に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPS フレームワークの各項

目における調整役（バランス群）のコンピテンシポイントの平均を示す。さらに図 5-6 に、

学習ジャーナル①から学習ジャーナル②の伸びを示す。 

 

表 5-7 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【調整役（バランス群）】 

    

全体平均より 0.5 以上高いものを赤く、全体平均より 0.5 以上低いものを青く着色した。 

 

 

図 5-6 コンピテンシポイントの伸び【調整役（バランス群）】 

 

【コンピテンシ評価結果_調整役（バランス群）】 

調整役（バランス群）の学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントの合計は、12.5

ポイントで全体平均よりも高い。学習ジャーナル②においては 15.5 ポイントで全体平均よ

りも高い。学習ジャーナル①から学習ジャーナル②の伸びは 3.0 ポイントで、調整役（バラ

ンス群）が最も大きい。 

図 5-2 でコンピテンシポイントを軸ごとに見ると、（1）共通理解の構築・維持と（3）チ

ーム組織の構築・維持で増加し、（2）問題解決への適切な行動で減少している。他の役割

と比較すると、調整役（バランス群）は（3）チーム組織の構築・維持が大きく増加し、（2）

(1) (2) (3)

（A） 0 1.5 0.5

（B） 0 2.75 0.5

（C） 0.5 2 0.5

（D） 0.75 2.25 1.25

(1) (2) (3)

（A） 0.75 1 0.25

（B） 0 2.5 1.75

（C） 0.75 2.25 1.75

（D） 0.75 0.75 3
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問題解決への適切な行動が大きく減少する。 

図 5-3 でコンピテンシポイントを成熟段階ごとに見ると、（B）表象と定式化（C）計画と

実行（D）観察と省察で増加している。（A）探索と理解は変化していない。他の役割は（C）

計画と実行が減少しているのに対し、調整役（バランス群）は、（C）計画と実行が増加し

ている。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_調整役（バランス群）】 

調整役（バランス群）は最もコンピテンシが向上していることがわかる。図 5-2 で、（1）

共通理解の構築・維持と（3）チーム組織の構築・維持でコンピテンシポイントが増加し、

（2）問題解決への適切な行動でコンピテンシポイントが減少している。ここから、調整役

（バランス群）は、グループでうまく活動できている一方で、本題である書店の問題を解

決する方法については記述が減っていることがわかる。考えられる。図 5-3 で、（B）表象

と定式化（C）計画と実行（D）観察と省察でコンピテンシポイントが増加している。ここ

から、調整役（バランス群）は、演習を通して、成熟段階を深めることができていると考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 調整役（調整群） 

表 5-8 に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPS フレームワークの各項

目における調整役（調整群）のコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図 5-7 に学習

ジャーナル①から学習ジャーナル②の伸びを示す。 

 

表 5-8 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【調整役（調整群）】 

    

全体平均より 0.5 以上高いものを赤く、全体平均より 0.5 以上低いものを青く着色した。 

(1) (2) (3)

（A） 0 1.778 0.111

（B） 0 2.222 1

（C） 0 2.556 0.222

（D） 0.333 1.778 0

(1) (2) (3)

（A） 0.444 0.778 0.444

（B） 0.444 2.111 1.778

（C） 0.444 1.778 0.111

（D） 1 2.333 1.222
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図 5-7 コンピテンシポイントの伸び【調整役（調整群）】 

 

【コンピテンシ評価結果_調整役（調整群）】 

調整役（調整群）の学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントは、10 ポイントで

全体平均よりも低い。学習ジャーナル②においては 12.889 ポイントで全体平均よりも低い。

学習ジャーナル①から学習ジャーナル②の伸びは 2.889 ポイントで、調整役（調整群）は

調整役（バランス群）に次いで大きい。 

図 5-2 でコンピテンシポイントを軸ごとに見ると、（1）共通理解の構築・維持と（3）チ

ーム組織の構築・維持で増加し、（2）問題解決への適切な行動で減少している。他の役割

と比較すると、調整役（調整群）は、（1）共通理解の構築・維持で大きく増加する。 

図 5-3 で、コンピテンシポイントを成熟段階ごとに見ると、（B）表象と定式化と（D）観

察と省察で増加し、（A）探索と理解（C）計画と実行で減少している。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_調整役（調整群）】 

調整役（調整群）は、調整役（バランス群）に次いでコンピテンシが向上していること

がわかる。図 5-2 で、調整役（バランス群）と同じく、グループでうまく活動できている一

方で、本題である書店の問題を解決する方法については記述が減っていることがわかる。

図 5-3 で、（B）表象と定式化と（D）観察と省察でコンピテンシポイントが増加している。

ここから、調整役（調整群）は、演習を通じて、やるべきことを明確にできるようになっ

ていると考えられる。また、活動の成果について振り返って今後に生かそうとしているこ

とが考えられる。 

 



30 

 

5.1.6 作業者・フリーライダー 

表 5-9 に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPS フレームワークの各項

目における作業者・フリーライダーのコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図 5-8

に学習ジャーナル①から学習ジャーナル②の伸びを示す。 

 

表 5-9 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【作業者・フリーライダー】 

    

全体平均より 0.5 以上高いものを赤く、全体平均より 0.5 以上低いものを青く着色した。 

 

 

図 5-8 コンピテンシポイントの伸び【作業者・フリーライダー】 

 

【コンピテンシ評価結果_作業者・フリーライダー】 

作業者・フリーライダーの学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントは、10 ポイ

ントで全体平均よりも低い。学習ジャーナル②においては 10.5 ポイントで全体平均よりも

低い。 

図 5-2 でコンピテンシポイントを軸ごとに見ると、（3）チーム組織の構築・維持で増加

し、（1）共通理解の構築・維持と（2）問題解決への適切な行動で減少している。 

図 5-3 でコンピテンシポイントを成熟段階ごとに見ると、（B）表象と定式化と（D）観察

と省察で増加し、（A）探索と理解（C）計画と実行で減少している。 

(1) (2) (3)

（A） 0 1 0.8

（B） 1 0.8 1

（C） 1 0.9 0.5

（D） 0.3 2.8 1

(1) (2) (3)

（A） 0 0.3 0.4

（B） 0.3 1 1.1

（C） 0.1 0.9 0.5

（D） 1 2.2 2.5
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図 5-8 より（D1）（D3）のコンピテンシポイントが増加している。また、（A1）（B1）（A3）

でコンピテンシポイントが減少している。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_作業者・フリーライダー】 

作業者・フリーライダーはコンピテンシの向上が少ない。図 5-2 で、（3）チーム組織の

構築・維持でコンピテンシポイントが増加し、（1）共通理解の構築・維持と（2）問題解決

への適切な行動でコンピテンシポイントが減少している。しかしながら、（D1）と（D3）

のコンピテンシポイントが増加している。ここから、作業者・フリーライダーは、演習を

通じて、グループ内での自身の役割と、共通認識について観察・省察ができるようになっ

ていると考えられる。また、（A1）（B1）（A3）でコンピテンシポイントが減少している。

グループ内での役割を早い段階で知ることが必要だと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 意欲調査の結果 

 図 5-9 に 1 回目の意欲調査の各項目について、全体平均と役割ごとの平均を示す。図 5-10

に 2 回目の意欲調査について示す。ここで、1 回目の意欲調査を意欲調査①、2 回目の意欲

調査を意欲調査②と表す。 

 

 

図 5-9 意欲調査①の結果 
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図 5-10 意欲調査②の結果 

 

 

図 5-11 意欲調査①と意欲調査②の差 

 

【意欲調査結果】 

意欲調査①と意欲調査②について、項目ごとに見ると、C（自信）の値が他の項目の値よ

りも小さい。役割ごとにみると、リーダーがリーダー以外の役割よりも各項目で大きな値

をとる。リーダー以外の役割には大きな差は見られない。意欲調査①と意欲調査②の差を

見ると 
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【意欲調査の結果の考察】 

Web システム設計演習では、企業から講師を招き、情報システム開発の現場での話を聞

くことができる。この授業には、その話を含めて、情報システム開発について理解を深め

る側面と、情報システム開発の難しさを学ぶ側面がある。この授業の受講者は情報系学科

の学生であるため、情報システム開発への理解が A（注意）と R（関連性）に反映され、情

報システム開発の難しさの理解が C（自信）に反映されたと考えられる。全体として、意欲

調査①から意欲調査②にかけて R（関連性）の値が減少している傾向にあるため、関連性を

高める必要があると考えられる。また、リーダーの自信が高いこと、作業者・フリーライ

ダーの満足感が増加している。リーダーが自信をもってグループを引っ張っていること、

作業者とフリーライダーの出だしが遅いことが裏付けられたと考えられる。 

 

5.3 行動キーワード集 

 3.3 で述べた通り、コンピテンシ評価を実施した際に行動キーワードを収集した。本研究

で収集した行動キーワードを、吉川（2014）の行動キーワード集に追加することができた。

図 5-11 に（A2）課題発見力の行動キーワードを示す。CPS フレームワークの（A2）に対

応するとした記述について、「（1 群）の（2 群）を（3 群）する」と分類した。類似したキ

ーワードをまとめ、文中でのつながりを示すことで、評価の基準とすることができる。本

研究で追加したキーワードを図 5-11 の赤色の文字で示す。今後の実験でも行動キーワード

集に行動キーワードを追加することで、より強固な評価基準が作成できることが期待され

る。 

 

図 5-12 （A2）行動キーワード集 

 

1群 2群 3群
～の ～を ～する

要望 提案する
望んでいるもの 聞き出す
求めているもの 意識する

顧客 わかる
相手 困っていること ～がある

問題点 分析する
課題 明確にする

システム 強み 示す
オリジナル性 把握する

(2)問題解決への適切な行動

(

A

)

探
索
と
理
解
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第6章 コンピテンシ向上策の提案 

6.1 全体の改善策 

全体として、演習を通じてチームの理解が進んだ一方で、本題である書店の問題を解決

する方法については記述が減った。また、意欲調査の結果から関連性を高める必要がある

ことがわかった。 

関連性を高めるとは、受講者にとって授業が意義のあることだと信じられるようにする

ことである。J.M.ケラー・鈴木克明（監訳）（2010）によると、関連性を高める方略として、

ゴールと関係づけること、興味（動機）と一致させることが挙げられている。 

これを基に考えると、2.1.4 で述べた通り、約 6 割の IT 企業が問題解決力重視しており、

Web システム設計演習で問題解決力を身に着けることは重要であることを示すことができ

る。また、Web システム設計演習が産学連携授業であり[xii]、IT 企業から注目を集めてい

ることも提示できる。 

 

6.2 リーダーの改善策 

長谷川（2013）のコンピテンシ評価によると、リーダーはコンピテンシの発揮が多く見

られ、リーダーが多い班はコンピテンシの継続的な発揮、成長が見られた。吉川（2014）

のコンピテンシ評価によると、リーダーの成長率は他の役割と比較して最も高かった。本

研究のコンピテンシ評価の結果、リーダーはコンピテンシポイントの平均、伸びともに高

かった。長谷川（2013）、吉川（2014）、本研究から、リーダーは安定してコンピテンシを

発揮できる傾向にあると考えられる。 

本研究では、リーダーは、書店の問題解決のための活動を引っ張っている一方で、共通

理解の構築について記述が減った。リーダーは、（D2）のコンピテンシポイントが増加して

いることから、活動の成果を観察、省察することができる。そのため、チーム内での共通

理解についても観察、省察ができると考えられる。議事録などの記録を取らせることで、

共通理解への意識が高まり、リーダーのコンピテンシがより向上すると考えられる。 
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6.3 実務エキスパートの改善策 

吉川（2014）のコンピテンシ評価によると、実務エキスパートは学習ジャーナル①の早

い段階から（D）観察と省察の成熟段階までコンピテンシを育成できた。また、（3）チーム

組織の構築・維持で高いコンピテンシポイントをとった。本研究のコンピテンシ評価の結

果、学習ジャーナル①の時点で（D）観察と省察の成熟段階までコンピテンシを育成でき、

（3）チーム組織の構築・維持で高いコンピテンシポイントをとった。吉川（2014）と本研

究から、実務エキスパートは、早い段階で深い成熟段階までコンピテンシを育成でき、グ

ループ内での役割を掴むのが得意な傾向にあると考えられる。 

本研究では、実務エキスパートは 3 軸全てでコンピテンシを育成できた。リーダーと同

様に安定してコンピテンシを発揮できた。しかし（1）のコンピテンシポイントに改善の余

地があるため、リーダーと同様に議事録などの記録を取らせることで、コンピテンシがよ

り向上すると考えられる。 

 

6.4 調整役（バランス群・調整群）の改善策 

吉川（2014）のコンピテンシ評価によると、調整役は演習を通じて（A）探索と理解（B）

表象と定式化から、（C）計画と実行（D）観察と省察へと堅調にコンピテンシが育成でき

た。また、（1）共通理解の構築・維持（3）チーム組織の構築・維持で高いコンピテンシポ

イントをとる一方、（2）問題解決への適切な行動のコンピテンシポイントが低かった。本

研究のコンピテンシ評価の結果、全ての成熟段階でコンピテンシを育成できた。また、（1）

共通理解の構築・維持（3）チーム組織の構築・維持で高いコンピテンシポイントをとる一

方、（2）問題解決への適切な行動のコンピテンシポイントが少なかった。 

吉川（2014）と本研究から、調整役は堅調にコンピテンシを育成することができ、グル

ープで活動する能力は高いが、問題解決のための行動が少ない特徴があると考えられる。

そのため、調整役が書店の問題を整理することや、不明点を解決するために調査するなど、

問題を解決するため核となる役割を主体的に担っていくことが必要であると考えられる。 

 

6.5 作業者・フリーライダーの改善策 

作業者・フリーライダーはコンピテンシ向上が少ないものの、演習を通じて、グループ

内での役割と、共通認識について観察・省察ができるようになっている。演習での出足が

遅いものであると考えられる。また、グループ内での役割を早い段階で知ることが必要だ

と考えられるため、グループでの役割を明示することで作業者・フリーライダーのコンピ

テンシがより向上していくと考えられる。 
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6.6 グループ編成についての考察 

 今回の実験では、リーダーと実務エキスパートと調整役が存在するグループの調整役を

「調整役（バランス群）」とし、リーダーが存在しないグループの調整役を「調整役（調整

群）」とした。その結果、調整役（バランス群）のほうが調整役（調整群）よりもコンピテ

ンシを発揮するという結果が得られた。調整役は、さまざまな役割が存在するグループで

こそ能力をより発揮できることが明らかになった。 

 

6.7 コンピテンシ評価と成果物についての考察 

 グループごとのコンピテンシポイントと、成果物の期待度を図 6-1 に示す。成果物の期待

度とは、グループの成果物について、受講者全員と担当教員から 7 件法で得られた期待度

のことである。この期待度は、グループの成果物を受講者と担当教員の前で発表した際に

得られた。図 6-1 にはこの期待度の平均を示している。これを見ると、学習ジャーナル①か

ら学習ジャーナル②にかけて、コンピテンシポイントの伸びが大きいグループは、期待度

が高い傾向にあることがわかる。チームで活動する能力と問題解決への行動を高めること

は、成果物に影響することが考えられる。 

 

 

図 6-1 コンピテンシ評価と成果物の評価 

 

 

 

 

 

 

 

人数 学習ジャーナル① 学習ジャーナル② ②-① 期待度
35 全体平均 11.571 13.514 1.943
5 A1 12.6 10.4 -2.2 3.85
5 A2 11.8 14.6 2.8 4.99
5 A3 10.2 12.2 2.0 4.46
5 A4 10 12.8 2.8 4.14
5 A5 13.4 15.4 2.0 3.74
5 A6 13.8 17.2 3.4 4.77
5 A7 9.2 12 2.8 4.05
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第7章 結論 

7.1 本研究の結論 

 本研究は、グループワークでの役割とコンピテンシ向上の関係を明らかにするために、

静岡大学情報学部の「Web システム設計演習」において、PISA の CPS フレームワークを

使用してコンピテンシ評価を実施して、それを役割ごとに分析した。 

 コンピテンシ評価は、「学習目標設定」と「演習実績」の側面から、コンピテンシが発揮

されたと思われる行動の記述に対してコンピテンシポイントを付与して実施した。そして

それをグループワークでの役割ごとに特徴があるかを分析した。分析した結果をもとに、

コンピテンシを向上させるための改善策を提案した。 

 リーダーは、安定してコンピテンシを発揮できることが明らかになった。共通理解の構

築・維持に改善の余地があるため、強化が必要である。実務エキスパートは、早い段階か

らコンピテンシを育成できることが明らかになった。リーダーと同様に共通理解の構築・

維持に改善の余地があるため、強化が必要である。調整役は、演習を通じてコンピテンシ

を堅調に成熟できることが明らかになった。グループでうまく活動できる一方で、問題解

決への適切な行動が少なかったことから、その対策が必要である。また調整役は、さまざ

まな役割が存在するグループで能力を発揮しやすいことも明らかになった。作業者・フリ

ーライダーは、出足が遅いことが推察できた。フォローが必要である。 

コンピテンシ評価に加えて、意欲調査を実施した。調査の結果、リーダーの意欲は他の

役割と比べて高いことが明らかになった。また、情報システム開発の難しさを理解させる

という授業のねらいが達成されていることが意欲調査から明らかになった。 

7.2 今後の課題 

 今後の課題として、本研究でのコンピテンシ向上のための改善策について、その効果を

測定する必要がある。そのためには、行動キーワード集を充実させ、コンピテンシの評価

基準として確立する必要がある。これによって評価にかかる時間を短くすることができれ

ば、学習ジャーナルを分析する時間が短くなり、改善策を実際に試し、その評価ができる

ようになると考えられる。分析実験のさらなる発展が期待される。また、評価基準を確立

することは、評価を実施する人が違っても同じ結果を得るために必要である。 

次に、コンピテンシ評価について、その評価がどの程度現実的であるかを評価する必要

がある。本研究でのコンピテンシ評価が現実的であれば、他の授業に展開し分析実験の発

展に繋げたい。現実を反映していないようであれば評価基準を見直さなければならない。 

さらに、コンピテンシの向上と、成果物の質の関連についても明らかにしたい。本研究

では成果物の質を、成果物への期待度で判断したが、どのような成果物が質の高い成果物

であるか、判断基準を確立したい。 
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付録 

表 7-1 学習ジャーナル①_各項目のコンピテンシポイント【全体平均】 

 
（1） （2） （3） 

（A） 0.029 1.4 0.629 

（B） 0.343 1.8 0.829 

（C） 0.771 1.629 0.829 

（D） 0.571 2.2 0.543 

 

表 7-2 学習ジャーナル②_各項目のコンピテンシポイント【全体平均】 

 
（1） （2） （3） 

（A） 0.314 0.771 0.543 

（B） 0.486 1.686 1.514 

（C） 0.229 1.257 0.829 

（D） 1.143 2.686 2.057 

 

 

図 7-1 各項目のコンピテンシポイントの伸び【全体】 
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表 7-3 意欲調査①の結果 

人数 役割 Ａ Ｒ Ｃ Ｓ 

35 全体 3.269 3.352 2.521 3.162 

5 リーダー 3.7 3.911 2.711 3.667 

7 実務エキスパート 3.179 3.333 2.508 3.119 

4 調整役（バランス群） 3.438 3.417 2.611 3.542 

9 調整役（調整群） 3.25 3.370 2.420 3.093 

10 作業者・フリーライダー 3.067 3.044 2.489 2.85 

 

表 7-4 意欲調査②の結果 

人数 役割 Ａ Ｒ Ｃ Ｓ 

35 全体 3.345 3.327 2.606 2.976 

5 リーダー 3.833 3.876 2.933 3.4 

7 実務エキスパート 3.298 3.190 2.603 2.952 

4 調整役（バランス群） 3.438 3.528 2.667 3.083 

9 調整役（調整群） 3.176 3.099 2.432 2.815 

10 作業者・フリーライダー 3.25 3.278 2.578 2.883 
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 図 7-2 行動キーワード集 


