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卒業研究要旨 
 
 長らく世界不況が、日本経済に大きな打撃を与えていると同時に、学生の就職活動に

も影響を及ぼしている。学生たちは就職に向けて自分の特性を PR する方法を探り、企

業との価値観の一致を図ろうとするも、自分の特徴を表現するスキルや企業人との対話

を充実させるスキルの不足により就職活動が難航している。一方で、企業にとって「コ

ミュニケーション能力」などのスキルが高い学生を一層求めるようになってきている。 
 そのような情勢の中、就職活動に向けて、学生と社会人の交流イベントが活発に行わ

れており、イベントの支援ツールとしてインターネットサービスの利用が増加している。

しかし、これらのイベントはまだまだ学生の状況に合わせたものではなく、学生への浸

透性も低い。 
 そこで、本研究では、「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、情報学部ビジネスコンテストの開催を

提案・実行した。 
 コンテストを構想するにあたり、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、既存する「早稲田大学産学連携プロジェクト」と「はままつビジネス

コンテスト」を紹介し、「敷居が高い問題」について述べた。また、コンテストの立案

に際しては、マーケティング手法を用いて参加者への価値の向上を図る。コンテストを

取り巻く環境分析では PEST 分析と SWOT 分析を行った。つづいて、戦略策定ではセ

グメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの検討を行い、情報学部生の中か

らターゲットを定め、ライバルとなる既存イベントとの差別化を図った。そして、4P(製
品、価格、チャネル、プロモーション)を「開催イベントの魅力、コスト、アクセスの

良さ、プロモーション」に置き換えて戦術策定を行った。 
 これに基づいて、「静岡大学ビジネスコンテスト 2011」を開催し、学生の提案を競わ

せると同時に、学生と社会人の直接的な「対面形式の議論」と間接的な「インターネッ

ト上(Facebook)での議論」を併用して、コンテストを活性化することに取り組んだ。 
 コンテスト終了後に参加者に対してアンケート調査とヒアリングを行い、本提案とコ

ンテスト開催における評価と課題が得られた。「静岡大学ビジネスコンテスト 2011」に

参加した学生は、社会人・その他学生とのコミュニケーションを行う範囲を広げたこと

など、参加学生 15 人中 14 人がコンテスト参加に「満足」もしくは「大変満足」と回

答した。 
そして、今後の課題としては、参加者のスケジューリングと規模拡大の必要性が考え

られ、開催を継続させるために、次期主催者の組織的なマネジメントを期待したい。 
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第1章 序論 
1.1 研究の背景 

 
2008 年のアメリカのリーマン・ショック以降、世界中が不況の波に呑み込まれてい

る。日本経済も例外なく大きな打撃を受け、さらに学生の就職活動にも影響を及ぼして

いる。学生たちは、日時多くの時間をかけて自分の特性を PR する方法を探り、また、

企業との価値観の一致を図ろうとしている。しかし、学生の期間において、社会人との

交流が少なく、自分の特徴を表現するスキルや企業人との対話を充実させるスキルを高

めることができていない。そこで、就職活動が以前に比べて難航している。 
 

 一方で、就職活動に向けて、学生と社会人の交流イベントが活発に行われており、注

目が高まっている。これらのイベントを支えるために、従来の就職支援サイトに加え、

新たに Facebook などのインターネットサービスの利用が増加している。 
 
 そこで、学生の就職難を改善するためには、「学生がスキルを向上させると同時に、

社会人との交流を行うことができるイベント」がますます求められる。 
 

1.2 研究の目的 

 
 本研究では、「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、情報学部ビジネスコンテストの開催を提案・

実行する。コンテストの立案に際しては、マーケティング手法を用いて参加者への価値

の向上を図る。 
また、コンテストでは直接的な「対面形式の議論」と間接的な「インターネット上で

の議論」を併用して、開催イベントを活性化することを目的としている。 
  

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背景および目的を述べた。 
 第２章では、学生の就職活動の現状と企業との合同イベントの必要性を、既存イベン

トを踏まえて述べる。 
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 第３章では、本研究において開催した「静岡大学ビジネスコンテスト 2011」につい

ての開催計画や参加者へのマーケティング手法について述べる。 
 第４章では、開催イベントの実行の詳細について述べる。 
第５章では、開催イベントの成果に対する評価を述べる。 

 第６章では、評価を考察して結論を述べ、今後の課題を述べる。 
 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 情報学部生の就職活動と企業との合

同イベント 
2.1 就職活動の概要 

 
 一般的に、学生が一般企業への就職活動は二種類ある。学校や研究室の推薦による形

式と、学生が自由に受けたい企業に応募する自由応募の二種類である。 
 
2.1.1. 推薦応募による就職活動 
 

 

図 2-1 推薦応募プロセス図 １ 
 
 推薦応募は、理系学科の学生に多い方式であり、学科や研究室に提携するメーカーな

どの企業が新卒予定者の技術総合職の推薦を依頼し、その推薦枠に学生が応募する。推

薦方式は、企業にとっては一定の専門分野の知識・技術水準をもった学生を安定して確

保できること、学生にとっては就職活動に過大なエネルギーを割く必要がなく、就職後

も大学の研究分野に近い仕事を続けられる、また学校側にとっても就職率を安定させや

すいというメリットがある。 
 一方で、学生にとって就職先を選択できる自由度は低いというデメリットを持つ。ま

た採用枠は必ずしも十分である訳ではない。近年の長引く不況による就職氷河期の影響

で、情報学部生を含む理系学生の中で推薦応募を希望する学生が増加し、競争が激しく
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なっている。そこで学生にとっては推薦応募においてもこれまで以上に就職活動へエネ

ルギーを強いられ、学業との両立が容易ではない状況を生み出している。 
 
2.1.2. 自由応募による就職活動 
 

 
図 2-2 自由応募する就職活動のスケジュール 

 
 自由応募は、主に文系学科の学生に多い方式で、企業が開示する採用応募情報に対し

て、学生が個々に応募する。自由応募方式は、昨今理系でも増加している。特に情報学

部の主要な就職業種である情報サービス業においては、文理を問わず自由応募方式を採

用している企業が多い。 
自由応募を行う学生は、企業の採用が開始される前に、事前準備として自己分析と業

界・企業研究を取り組む。自己分析を通して、自分の長所、短所、能力や適性を振り返

ることができる。そして様々な業界研究を行なって、その中で希望する業界の企業につ

いてさらに情報収集を行う。多くの学生はこの段階で将来設計を明確にしていくのであ

る。 
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図 2-3 自由応募プロセス図 
 
企業の採用受付開始と同じ時期に、採用の窓口ともなる就職支援サイトがオープンす

る。学生たちはこれらのウェブサイトに会員登録をして、就職活動を本格的にスタート

させる。大手就職支援サイトでは 5000～7000 社の会社情報や就職に関連する様々なコ

ンテンツが掲載されており、学生はそこでも情報収集を行なった上で、自分の希望条件

に沿った企業を絞り、エントリーを行う。 
 エントリーを行なってから、第一段階の書類審査として会社指定の履歴書やエントリ

ーシートを記入し、さらに筆記試験やウェブテストを受けることもある。これらを通過

した学生は、数回の面接を受ける段階に入る。一般的に、面接官は回数を重ねるごとに

若手の人事や現場社員から中堅、重役に変わっていくのである。 
 面接に合格した学生は最終的に「内定・内々定」を獲得する。希望通りの企業から内

定を獲得した学生はここで就職活動を終了させる場合が多い。一方で、第一希望の会社

から内定をもらっていない、またはいろいろな選択肢から選びたいと思う学生はいくつ

かの内定先から最終的に入社する企業を決めることになる。 
 就職支援サイトへの登録はこれまで大学３年生の 10 月から始まっていたが、2009
年以降の就職難のなかで、学生たちの就職活動が長期化し、学業への影響が少なくない。

それを懸念した日本経済団体連合会は、2013 年卒の学生から就職活動の開始を２ヶ月

遅らせるように、企業に対してガイドラインを示している。 
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2.2 情報学部生の就職に向けた活動の現状 

 

図 2-4 就職に向けた活動の現状 
 
図 2-2 で示した学生の就職活動のスケジュールを踏まえて、情報学部生を含めた学

生の就職に向けた活動を示す。 
 
 自己分析 
 自分は何に興味があり、どんな仕事に就きたいのか、企業へのアピールポイントは何

を分析し、自分の強みや活躍できる業界・職種を見つける。 
 
 業界・企業研究 
自己分析と並行して、業界・職種・企業についても研究することが必要である。同じ

業界でも、企業によって考え方や規模なども異なり、同じ企業内でも職種によって仕事

内容が異なる。 
 

 OB・OG 訪問 
大学の先輩を訪問し、会社のことや仕事のことなどについて直接質問することである。

インターネットや就職情報誌では知り尽くせない、会社の雰囲気や日々の仕事、さらに

は社会人生活のことまで、生の声を聞くことができるチャンス。採用時に、OB 訪問を

行っているかどうかを判断材料にする企業もある。 
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 合同説明会 
 就職支援サイトのリクナビやマイナビなどが主催するイベントである。多数の企業が

一箇所に集まり、求職者に対して求人のための会社説明会を行う。主に大規模なイベン

トスペースのある会場が使われる。具体的な例としては、首都圏の東京ビッグサイトや

東海地方のポートメッセなごやなどがある。 
 
 会社説明会（会社見学） 
 一つの企業が自社のオフィスなどで、求職者に対して自社の説明を行うためのイベン

トである。短時間の説明会のものもあれば、社員と懇談会を設けたり、社内を一日見学

したりできるものもある。 
 
 インターンシップ 
学生が一定期間一つの企業などの中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就

業体験を行える制度。大学生では 3 年次の夏・春の長期休暇中に行く事が多く、3 年秋

から本格化する就職活動に先駆けてビジネス経験を積むことで、就職活動本番でのミス

マッチを防ぐ目的もある。 
 
 ビジネスコンテスト 
参加者がビジネスモデルを作り、その完成度と新規性により優劣を競うコンテストで

ある。コンテストの主催者によりビジネスプランコンテストともいう。コンテストの形

式としては、作られたビジネスモデルを持込む形式のものと、限られたコンテスト期間

中に宿泊形式でビジネスモデルを作るものがある。 
 
 産学連携プロジェクト 
大学などの教育機関・研究機関と民間企業が連携し、研究開発を行ったり、事業を行

なったりするプロジェクトである。就職活動に先駆けてビジネス経験を積むことができ

る。 
 
 ここで注目すべきポイントは、「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」という点である。 
2011 年 11 月 17 日～12 月 4 日にかけて、株式会社マイナビ就職情報事業本部HRリ

サーチセンターが 2013 年卒マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査 ２を行った。有

効回答数は 4401 名である。「就職活動の準備についてどんなことをしましたか」とい

う設問に対する回答で、活動として行なったものの中では「学内ガイダンスや企業セミ

ナーに参加」が 70％超えと一番高いが、「インターンシップに参加」も 29.3％の割合を

占めている。 
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図 2-5 就職活動の準備でどんなことをしたか 2 

 

2.3 就職活動に先立った企業との合同イベントの必要性 

 
2.2 で述べた情報学部生を含む学生の就職に向けた活動の中から、就職活動に先立っ

た企業と学生が合して同参加するイベントである「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」を取り上げ、その必要性について分析する。 
2013 年卒マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査 2 の中で、インターンシップに

ついての設問がある。「インターンシップに参加しましたか？」の質問に対して、「参加」

と答えた学生が 28.4％である。また、その参加時期について、8 月と答えた学生が 53.5％、

9 月と答えた学生が 36.4％と、夏休みを利用して参加するケースが多いと考えられる。 
 

 
図 2-6 インターンシップ内容への興味分布 2 

 

 
図 2-7 インターンシップへの参加目的 2 
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 次に、図 2-6 から分かるように、学生がインターシップに対して、「実際の仕事体験

ができる」、「グループワークを体験できる」から興味を持つようになる。さらに、図 2-7
が示すように、インターンシップへの参加目的として、「社会勉強のため」が 55.6％、

「自分が何をやりたいのかを見つけるため」が 45.2％を占めている。 
 また、インターンシップに参加した期間について、「１週間未満」と答えた学生が

35.7％、「１週間以上～２週間未満」が 30.7％である。「どの位の期間がインターンシッ

プに参加しやすいですか？」という設問項目に対して、「１週間未満」と「１週間以上

～２週間未満」を答えた学生が全体の約 8 割を占めている。 
 インターンシップに参加しなかった学生の理由として、「日程が合わなかった」や「学

業・部活やサークル活動・アルバイト」を優先したと答えた学生が６割である。インタ

ーンシップの経験が必要かどうかについて、参加した学生の中で「必要」答えた学生が

85.9％、である。そして、全体の 71.6％の学生がインターンシップに参加しなかったに

も関わらず、参加しなかった学生の中で 61.3％の人が「インターンシップは必要」と

答えている。 
 
 そこで、多くの学生がインターンシップなどの合同イベントに「ビジネス体験ができ

る」ということを求める一方、決まった期間を拘束されるために参加を断念する学生が

多く存在する。ゆえに、学生の学業、就職活動などに影響を及ぼさない時期に「企業と

合同して開催するビジネス体験」ができるイベントが必要になると考えられる。 
 
そして、インターンシップ以外にも「ビジネスコンテスト」や「産学連携プロジェク

ト」のような、学生が持つ柔軟性と企業が持つビジネス経験と資源を掛け合わせ、ビジ

ネスを体験しながら新たな価値を生み出す場としての役割を果たすイベントが増えて

きている。 
学生と企業の合同イベントの必要性については、すでに２つの観点から研究が報告さ

れている。 
一つは、大学生が卒業までに自分の価値を高めていく過程のなかで、学外のステーク

ホルダーとどのようなコミュニケーションを持っていくべきかと観点である（樋口由紀、

静岡大学情報学部 2010 年度卒業論文「大学経営と個人行動の両面からの学生コミュニ

ティの活性化」文献引用）。この論文では、企業と就職内定学生および就職希望学生の

交流サイトの拡張について提案を行っている。 
もう一つは、企業の採用活動の立場から、自社に深く関心を待つ学生に効率よくアプ

ローチする広報活動の一環としての観点である（西尾有加、静岡大学情報学部 2010 年

度卒業論文「マーケティング戦略に基づく IT 企業の採用広報活動の提案」文献引用）。

この論文では、企業と大学の中間的な組織が主催して企業の実務担当者と学生が自由に

意見交換するイベントについて提案を行っている。  
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2.4 既存イベント(ビジネスコンテスト)の分析 

 
 学生と企業のそれぞれの能力を融合させる新しい取り組みの必要性を捉え、現在、多

くの企業・機構・大学が学生と企業を合同させるイベントを開催している。現存するイ

ベントの中で、大学が主催で行う「早稲田大学実践型産学連携プロジェクト」と、地域

が主催で行う「はままつビジネスコンテスト」の二つの事例を示す。 
 
2.4.1. 早稲田大学実践型産学連携プロジェクトの事例 
 
「早稲田大学実践型産学連携プロジェクト ３」は早稲田大学がいくつかの企業や機構

とそれぞれ提携して行うプロジェクトである。その中から、早稲田大学が日本電気株式

会社（以降 NEC）と連携して、学生が夏休みに参加する特別授業おして取り組むプロ

フェッショナルズ・ワークショップを事例に挙げる。 
 プロフェッショナルズ・ワークショップとは、早稲田大学が『企業(社会人)と大学が

共通する 1 つの目的をもってプロジェクトを遂行する』ことを目的に、NEC と 2008
年から発足させている。大学の資産である学生・校友ネットワーク・研究活動等を企業

活動に取り込みながら、学生と企業のプロフェッショナルたちでワークショップを立ち

上げ、グループワークを行いながらプロジェクトを遂行する。 
 この授業を受講することで、学生にとって 

 実践的な知識、技術、社会人としてのコミュニケーション能力を身につける 
 NEC の本質、「仕事というもの」の本質を理解する 
 単位を取得できる 

等をメリットとして挙げることができる。 
 講義中では、NEC が実際に抱える課題をテーマとして、その解決策を検討していく

と同時に、システム構築に関わる工程や分析手法の講義も実施される。 
 
表 2-1 プロフェッショナルズ・ワークショップのプログラム 3 
第一回 授業の目的と概要 
第二回 基礎講座１「ビジネスマナー」 
第三回 基礎講座２「ロジカルシンキング」 
第四回 基礎講座３「発想法」 
第五回 基礎講座４「プレゼンテーション」 
第六回 課題の理解と分析（企業担当者による課題関連説明） 

1.システム構築の流れの理解とワークの位置づけ 
2.ワークテーマ説明 
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3.アプローチの方法 
4.分析手法 
5.分析フレームワークに基づいた分析手順 

第七回 担当教員・企業担当者との学生グループワーク１ 
ソリューション作成プロセスにしたがって、各グループで分析、解決策

の立案作業を進める。（企業担当者が随時補助） 
第八回 課題を取り巻く背景の理解１（企業担当者による課題関連説明） 

6.SWOT 分析と打ち手の仮説 
7．論理的ドキュメンテーションの構築方法 
8.プレゼンテーション準備の手順 

第九回 担当教員・企業担当者との学生グループワーク２ 
第十回 課題解決案の精査（中間発表） 
第十一回 担当教員・企業担当者との学生グループワーク３ 

中間発表結果を受け、各グループでさらに解決策のクオリティを高めて

いく作業を進める。（企業担当者が随時補助） 
第十二回 課題を取り巻く背景の理解２（企業担当者同行による施設見学等） 
第十三回 担当教員・企業担当者との学生グループワーク４ 
第十四回 課題解決策の提案（最終発表） 
第十五回 とりまとめ講義 

プロジェクト活動の反省 
 
このワークショップの応募者は文系・理系を問わず学部・大学院の全学生を対象にし

ている。例年約 30～40 名の応募者の中から、面接を通して 20 名の学生を選抜する形

である。選考基準は、「参加動機がはっきりとしている」、「コミュニケーション能力が

ある」などが挙げられている。グループ分けし、各グループを NEC の若手社員が一名

ずつ担当する。 
特徴として、まず基礎知識として「ロジカルシンキング」、「発想法」などを講義で取

り上げ、参加学生の間の知識の共有を図る。また、各グループ内に理系学生、文系学生

を混同させ、それぞれが持つ能力や知識を活かしながらグループワークを進める。 
このワークショップは、企業側（NEC）にとっても企業イメージを高めるチャンス

であり、優秀な人材を確保するチャンスでもある。 
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2.4.2. はままつビジネスコンテストの事例 
 

 

図 2-8 はままつビジネスコンテスト 4 
 
「はままつビジネスコンテスト ４」は静岡県浜松市の財団法人浜松地域テクノポリス

推進機構が主催する地域密着型のイベントで、二つの部門に分かれて参加者を一般募集

して行われる。 
「一般ビジネス部門」では、浜松市または周辺地域において、起業・創業を目指す人、

新分野の事業化を目指す企業家の中で競うものである。ここでは、具体的な事業化の計

画が必要とされ、優秀な事業計画には、起業・事業化に必要な資金の一部として賞金が

贈られる。 
「学生プラン部門」では、高校生以上の現役学生が応募対象となり、事業化可能性が

高いビジネスモデルを競うものである。 
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 各部門に共通して、募集テーマは「地域コミュニティビジネス」と「ものづくり・Ｉ

Ｔサービス」の二つの分野に分かれている。前者は地域の身近な問題の解決に取り組む

事業計画、後者はものづくりやＩＴサービスの新しい事業化に取り組む事業計画を提案

する。提案に対して、「独自性」、「市場性」、「事業可能性」、「収益性」等を基準として

審査が行われる。 
 例年の７・８月にて応募が行われ、さらに２ヶ月にかけて１・２次審査が行われる。

２次審査では、申込者の申込みの主旨や事業への取り組み方について書面以外にヒアリ

ング審査が行われる。この審査を通過した参加者に、事業計画の収支や資金、継続性な

どについて講師のセミナーが開かれる。ここで事業計画のブラッシュアップ、プレゼン

テーション指導等、最終審査の準備を行う。最終審査では、各部門において１・２次審

査を通過した５もしくは６組の事情計画について申込者によるプレゼンテーションを

行い、審査委員会が最終審査を実施する。 
 はままつビジネスコンテストは地域発展を目的に開催されるため、このコンテストで

は優勝者へのアフターフォローが行われる。そのため、優勝した個人・企業は提案した

事業を実際に運営し、その成果などを主催者に定期的に報告する必要がある。 
 

2.5 既存イベントの検討 

 
 2.4 で挙げられた二つの既存イベントを検討するために、それぞれの「強み」・「弱み」

を示す。 
 
2.5.1. 早稲田大学実践型産学連携プロジェクトの検討 
 

 
図 2-9 早稲田大学産学連携プロジェクトの強みと弱み 
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 早稲田大学の取り組みについて、大学が主催するプロジェクトであることから、信頼

性が高く、企業の賛同を得やすい。また、講義として取り組むことで、学生にとって社

会体験ができると同時に単位を取得できることから、応募する学生を集めやすい強みが

ある。 
 一方で、限られた早稲田大学生しか参加ができない、一つの企業しか参加できない点

から、コミュニケーションの広がりが狭いと考えられる。また、学生と社会人のコミュ

ニケーションはワークショップの場に限られることから、学生と社会人がより多くのコ

ミュニケーションを図るための手段が施されていないことも挙げることができる。 
 
2.5.2. はままつビジネスコンテストの検討 
 

 
図 2-10 はままつビジネスコンテストの強みと弱み 

 
 はままつビジネスコンテストは、地域経済促進のプロジェクトであることから、実際

に事業を起こそうとする人のためのサポートが施されている。そして、地域の多くの企

業の協賛を得ていて、資金力があることを強みとして挙げることができる。 
 それにも拘わらず、学生の間では知名度が低いことが弱みであると考えられる。その

理由として、提案のために必要な知識を学ぶ機会がなく、実力者のみが参加するという

敷居の高さが原因であるといえる。 
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第3章 マーケティング手法を用いたビジネ

スコンテストの開催計画 
3.1 マーケティングとは 

 
マーケティングとは人間や社会のニーズを見極めてそれに応えることである。マーケ

ティングを最も短い言葉で定義するならば、「ニーズに応えて利益を上げること」とな

るだろう。私たちが日々生活する中でも、ありとあらゆる所にマーケティングに基づく

ビジネスが行われている。マーケティングの下準備を徹底的に行うことが、企業が市場

や環境の変化に適合し存続するために必要なことである。 
アメリカ・マーケティング協会（AMA）は、「マーケティングとは、顧客に向けて価

値を創造、伝達、提供し、組織および組織をとりまくステークホルダーに有益となるよ

う顧客との関係性をマネジメントする組織の機能および一連のプロセスである」と定義

している。５ 
 

3.2 開催イベントへのマーケティング手法の適用 

3.2.1. 開催イベントにおけるマーケティング 
 
 マーケティングに携わる人がマーケティングの対象として扱うものは 10 種類ある。

財、サービス、経験、イベント、人、場所、資産、組織、情報、アイディアである。一

般的には、企業が消費者の好む製品やサービスを販売し、利益を上げるなどの企業活動に

おいてマーケティング手法を用いる。しかし、現在ではマーケティング手法は企業に留ま

らず、医療、福祉、学校など様々な組織で必要とされている。 
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図 3-1 開催イベントへのマーケティング手法の適用 

 
本研究においては、開催イベントのビジネスコンテストを事業として捉え、それに対

してマーケティング手法を用いる。また、イベントに参加する人を消費者と考え、就職

に向けた活動の検討に用いることにした。 
 学生が就職に向けて行う活動に対するニーズに応えたイベントの開催をすることで、

学生の就職活動の成果を高めていくことになると考える。 
 そして、情報学部生に対して、就職に向けて行うべき活動とは何か、ビジネスコンテ

ストへの参加意義とは何か、それをどう伝えるべきかを、マーケティングのフレームワ

ークに基づいて分析し、実行する。 
 
3.2.2. 開催イベントのマーケティング策定手順 
 
本研究では、図 3-2 のように「環境分析」「戦略策定」「戦術策定」の順にビジネス

コンテストを計画する。 
 ここで、環境分析を行うに当たり、ビジネスコンテスト開催の前提となる目標が二つ

ある。一つは、情報学部生向きにビジネスコンテストを開催することである。もう一つ

は、学生が主催して開催することである。 
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図 3-2 マーケティング手法の手順 
 
  「環境分析」では PEST 分析と SWOT 分析を用いて、就職に向けた活動を取り

巻く環境を分析する。 
PEST 分析では、就職活動を取り巻くマクロ環境のうち、現在ないし将来の事業

活動に影響を及ぼす可能性のある要素を把握するため、Politics（政治面）、Economy
（経済面）、Society（社会面）、Technology（技術面）という 4 つの分野から影響

度や変化を分析する。 
SWOT 分析では開催イベントの内部環境と外部環境について分析する。一般的

に、内部環境を Strengths（強み）と Weaknesses（弱み）に、外部環境を

Opportunities（機会）と Threats（脅威）に分ける。しかし、今回の開催イベン

トは新規事業であることから、すでに存在する「強み」ではなく、戦略策定のため

の「強みの候補」として捉え、開催イベントの置かれている環境とイベントの状況

を把握する。 
 
  「戦略策定」では、環境分析の結果を踏まえ、情報学部生が就職活動に活かすこ

とのできるイベントを実現するための最も効果的なプランを策定する。ここでは、

セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングを行う。 
① セグメンテーション（市場細分化）とは、市場を共通の特徴を備えたグルー

プ（セグメント）に分けることで、今回は情報学部生の特徴ごとにグループ

分けを行う。 
② ターゲッティングでは、このセグメンテーションをもとに、それぞれのセグ

メントを吟味して、開催イベントにとって魅力的な標的市場に絞り込む。 
③ ポジショニングとは、標的市場の心の中で、独自の位置を占めるために、企

業の提供物とイメージを描くことである。本研究においても、開催イベント

という市場提供物について、その特徴や魅力などのアピールポイントを参加

学生に明確に心にイメージさせるために、ポジショニングを行う必要がある。 
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  戦略を達成するための施策を「戦術策定」で決定する。一般的に「戦略策定」で

は、４P と呼ばれる製品（Product）、価格（Price）、チャネル（Place）、プロモー

ション（Promotion）の策定を行う。 
① 製品には、有形財のものもあれば、ソフト、サービス、イベント、情報など

無形財のものもある。 
② 価格には、「品物の価値を表す指標」や「顧客が支払う金額」など様々な表現

方法があるが、価格をマーケティング要素とみなしたときに、価格のみが収

益を生み出すものだといわれている。 
③ チャネルとは、製品やサービスが生産された後の流通経路であり、製品やサ

ービスが消費者に到達するまでのプロセスに関わる相互依存的な組織集団の

ことである。 
④ プロモーションとは、製品の内容を消費者に的確に伝える全ての活動である。 

 
本研究では、「開催イベントの魅力」を「製品」の機能とし、その値を高めるた

めの活性化方法を取り組む。また、「コスト」を参加者が開催イベントに参加する

のに負担となる「価格」と定義し、参加しようとするときの「アクセスの容易さ」

を「チャネル」として考える。さらに、参加者に開催イベントの魅力を伝えていく

プロモーション活動を検討する。 
そして、主催者が参加者に対しマーケティングの目的を達成するために、４P を

最適に組み合わせた戦術を検討していく。 
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3.3 開催イベントに関する環境分析  

3.3.1. PEST 分析 5 
 
 一般的に、PEST 分析の目的は正確な分類ではなく、自社に影響を与える重要な要因

を見落とさないことである。ここでは、就職のマクロな動向を掴む目的として、就職活

動に焦点を当て、その動向を確認する。マクロ環境を分析し、そこにおける時代の流れを

見極めることがビジネスチャンスを生み出すきっかけとなる。 
 
表 3-1 開催イベントに関する PEST 分析 
 就職の動向 
P（政治的） 雇用対策 
E（経済的） 景気低迷、円高の長期化 

震災による企業経営の悪化、国家の財政難 
S（社会的） 就職難、就職活動の長期化 

就職活動開始時期の延期 
学生と企業の活発な交流 
インターンシップ参加など、ビジネス体験への注目 
企業による高スキル人材の確保 

T（技術的） 就職情報サイトの充実 
SNS サイト(Facebook、Twitter 等)の普及 

 
就職の動向として、近年の景気低迷かつ円高問題の長期化による就職難が大きな問題

となっている。これに加え、2011 年 3 月の東日本大震災が起きたことにより、日本経

済がさらに圧迫されている。厚生労働省と文部科学省の共同調査 ６によると、2012 年

卒業予定の大学生の 2011 年 12 月 1 日時点の就職内定率は 71.9％と前年同期に比べ

3.1％増加したが、ここ 10 年の比率と比べても依然として低い数値である。これに対し

て政府は、2011 年度末までの時限措置として若年者等正規雇用化特別奨励金制度 ７を

打ち出した。条件を満たしてかつ対象者を一人雇用するについて、中小企業は 100 万

円、大企業は 50 万円の奨励金が支給される。 
次に、学生と企業の交流が盛んに行われていることやインターンシップなど、「ビジ

ネス体験ができるイベント」への注目度について、第 2 章の 2.3 で述べている。 
就職動向の技術的な面では、就職情報サイトが充実すると同時に、SNS サイトの普

及が進んでいる。SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）サイトとして世界

中で７億 5000 万人（2011 年 7 月時点）以上の利用者を抱える Facebook や、140 文字

以内の「ツイート」をすることで知られている Twitter を利用する人が増加している。 
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3.3.2. SWOT 分析 5 
 
 本研究では、開催イベントの置かれている環境と開催イベントの状況の把握を行う

（表 3-2）。内部環境では、開催イベントの魅力である強みとは何か、その魅力を低下

させる弱みは何かを分析する。また、外部環境では、開催イベントを後押しするような

社会環境の変化や、イベント存続に関わるような不安要素などを分析する。 
 
表 3-2 開催イベントに関する SWOT 分析 
S（強みの候補） 

 学生主催 

 情報学部生の専門知識を活用 

 短期間開催 

 Facebookの利用 

 社会人との議論 

 ビジネス経験が身につく 

 参加実績を就職活動に活用 

W（弱み） 

 ビジネスコンテストへの低認知度 

 低資金力 

 主催者の経験不足 

 主催者への負担が大きい 

O（機会） 

 ビジネス体験への高い注目 

 就職活動において SNSサイトの利用度

増 

T（脅威） 

 学内開催による学校からの制限 

 参加者の日程調整が困難 

 
(1) 内部環境（強みの候補・弱み） 
第 2 章の 2.3～2.5 での分析と比較し、開催イベントの特徴である強みの候補と弱み

を捉える。 
強みの候補を「参加への容易度」、「参加学生への少ない負担」、「スキルの向上」と３

項目に分けて分析する。 
 

 参加への容易度 
参加への容易度を高める最大の強みとなりうるのは「学生が主催するビジネスコ

ンテスト」である。2.3 の分析から、既存する「インターンシップ」、「産学連携プ

ロジェクト」や「ビジネスコンテスト」の多くは、企業や学校が主催するものであ

ると考えられる。そのため、開催側の利益、イベントの質を保つために「スキルの

高い学生」を選抜して参加させることが多い。それに対して、今回の開催イベント

の主催者は参加学生と同じく学生である。参加者にとって、「主催者が自分と同じ

目線である」ということに参加への容易度が高いと感じることができる。 
参加への容易度を高めるもう一つの要因として、「情報学部生の専門知識を活用



26 
 

する」という点がある。それまでの講義で学んだ専門分野の知識をそのまま活かし

ながら参加できるという点から、参加学生が「無理なチャレンジをする」ではなく

「自分にもできそう」を感じることに繋がると考えられる。 
 

 参加学生への少ない負担 
開催イベントのもう一つの強みの候補は「参加学生への少ない負担」である。2.3

で分析したように、学生が「ビジネス体験」への必要性を感じていながら、「長期

間の拘束による学業・就職活動などへの影響」を考慮してイベントに参加できない

現状がある。そのような学生の負担を減らすために、今回開催するイベントは就職

活動が行われる前に開催し、拘束時間を短くする短期集中型の開催を試みる。 
そして、拘束時間を短くすることによる議論・コミュニケーションの不足を補う

ために、Facebook を利用する手法を取り入れる。 
 

 スキルの向上 
開催イベントでは、参加学生にビジネスを体験してもらうために、「社会人との

議論」を重点に行う。学生の知識とアイディアに対して、実践経験を持つ社会人が

アドバイスすることで、より現実のビジネスに近い体験をすることができる。また、

社会人との議論を通してコミュニケーション能力を高めるなど、就職活動に活かせ

るスキルの向上にも繋がる。 
 

一方で、開催イベントの弱みとして、情報学部生の「ビジネスコンテストに対する低

い認知度」、「学生主催による低資金力」と初めての取り組みによる「運営者の経験不足」

が挙げられる。ビジネスコンテストへの認知度が低いことにより、学生に参加への抵抗

感が生じ、参加者を確保することが困難になることが予想される。また、低資金力と経

験不足による参加学生の参加満足度を下げることに繋がると考えられる。 
 

(2) 外部環境（機会・脅威） 
SWOT 分析の O（機会）として第 2 章の 2.3 で分析したように、現状ではインター

シップをはじめ、「ビジネス体験」の必要性を認識している学生が非常に多くいる。そ

れに付け加え、就職活動において SNS サイトの利用度が増加している。 
これについて、株式会社スゴログが 2011 年 3 月度の大学・大学院卒業者及び 2012

年 3 月度卒業予定の現役大学・大学院生を対象に就職活動における就職情報サイトと

Facebook、Twitterの利用動向について調査 ８を行った。（図 3-3）Facebookの利用率

は 5.2％から 9.0％と 3.8％増、Twitterの利用率は 9.8％から 16.1％と 6.3％増加してい

る。これらのSNSサイトは、企業情報の掲載だけでなく、OB・OGとコンタクトを取る

ことや、人事担当者に直接コンタクトを取ることにも活用されている。 
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図 3-3 就職活動におけるソーシャルメディアの利用率 8 
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3.4 開催イベントの戦略策定 

 
 本研究では情報学部生向けのビジネスコンテストの提案を行うため、静岡大学情報学

部生を顧客と捉え、マーケティングを行なった。 
 目標を達成するためのプランとしてセグメンテーション、ターゲティング、ポジショ

ニングの戦略策定を行う。ここでいう戦略とは、組織のミッション（使命）および具体

的な目標を最も早く達成するために立てる長期的かつ高度なプランのことである。 
 
3.4.1. 学生のセグメンテーション 
 
 セグメンテーション(市場細分化）5とは、市場を共通の特徴を備えたグループ（セグ

メント）に分けることである。ここでは、細分化変数項目に基づいて静岡大学情報学部

生の特徴を認識し、その中でビジネスコンテストへの参加に適した学生を絞り込む。 
 

表 3-3 学生の細分化変数 5 
地理的変数 地方 
デモグラフィ

ック変数 
性別 男性、女性 
学年 大学生１、２、３、４年生 

大学院１、２年生 
専攻 ハードウェア、ソフトウェアを受講 

マーケティング、プロジェクトマネジメントを受講 
サイコグラフ

ィック変数 
 

コミュニケーション能力(高・やや低・低)／主体性(高・やや低・低）

／肉食系・草食系／行動力(ある・なし)／向上心(高・やや低・低)／リ

ーダーシップ(とる・とらない)／専門スキル(ある・なし)／パソコン能

力(高・低)／論理的思考力(高・低) 
行動変数 就職活動に向けて活動的、やや活動的、活動的ではない 

開催イベント主催者の PR に関心を示す、示さない 
 
デモグラフィックスによる細分化 5では、年齢などの変数に基づいて市場をグループ

分けする。デモグラフィック変数が最もよく使われるのには、消費者の欲求、製品やブ

ランドの好みがデモグラフィック変数との連動が多く、さらにデモグラフィック変数が

他の変数より測定しやすい理由がある。ここでは、大学生の年齢や大学で受けている授

業を細分化した。 
サイコグラフィック変数 5とは、心理学とデモグラフィックスを利用して、消費者を

よりよく理解しようとする科学のことである。心理面や性格の特徴、ライフスタイル、
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価値観に基づいて顧客をグループ分けする。同一のデモグラフィック・グループに属す

る人々でも、まったく異なるサイコグラフィック特性を示すことがある。５ 
ここでは、情報学部生のサイコグラフィック特性をコミュニケーション能力がやや低い、

主体性が低い、草食系、活動的力なし、向上心がやや低い、リーダーシップをとらない、

専門スキルがある、パソコン能力高い、論理的思考力が高いと捉えた。 
 
情報学部生のサイコグラフィック特性は様々であるが、企業が求めると考えられる学

生の特徴をあげることにした。2011 年 12 月に株式会社ディスコキャリアリサーチが全

国の主要企業 15065 社、有効回答社数 1263 社に対して行った調査 ９で、「学生に求め

るもの」について質問した結果（図 3-4）を比較に、情報学部生の特徴をまとめた。 
 一般企業から文系・理系の学生に求めるスキルにそれぞれ差はあるが、両者とも約

70％を「コミュニケーション能力」が占めた。また「熱意」を「意欲」や「主体性」に

置き換え、「フットワークの良さ」を「活動的」に置き換えて情報学部生を分析した。 
 

 

図 3-4 一般企業が学生に求めるスキル 9 
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3.4.2. 学生のターゲティング 
 

 
図 3-5 学生のターゲティング選定 

 
 セグメンテーションをもとに、情報学部ビジネスコンテストの開催にとって魅力的な

学生層という標的市場を設定する。 
 今回は情報学部生の中から、デモグラフィック変数項目において就職活動を目前に迎

えた「大学３年生、大学院１年生」の就活生を選択した。さらに、ビジネスコンテスト

では「ビジネスプラン、新規事業、ビジネスモデルの提案」などを議題にするため、「大

学３年生、大学院１年生」の中から、情報学部の講義において、マーケティングやプロ

ジェクトマネジメントを学ぶ「情報システムデザイン演習」、「情報システムマネジメン

ト」、「e コマース論演習」、「情報システム設計論」を受講した学生を選択した。 
 

行動変数から、「主催者の PR への関心度」を選択し、ターゲットを「関心がある」、

就職活動に向けての活動という変数については、ターゲットを「やや活動的、もしくは

活動的ではない」の層に定めた。 
選定理由として、これから就職活動を迎える「大学３年生、大学院１年生」は就職の

準備段階で行う活動に最も関心が高く、最も大きな市場となるからである。 
さらに、マーケティングなどの基本知識を学んでいる学生は、ビジネスコンテストに

おいても、提案を行うことへの抵抗が少ないと考えられる。 
また、情報学部において初めて開催するビジネスコンテストであることから運営経験

が少なく、関心が高い学生を集めることがイベントの成功につながると考えられるから

である。 
そして、就職活動に向けて活動的な学生層は、自らの意思で様々なイベントなどに参
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加していることから、それ以外の「やや活動的、活動的ではない」学生を対象に、イベ

ント開催をすることが効果的であると考えた。 
情報学部生は一般的にパソコンを使い慣れていて、専門知識に長けている一方で、一

般企業が求めるような「コミュニケーション能力」、「意欲」、「主体性」や「行動力」な

どのスキルがやや低い傾向がある。高いスキルを持つ学生が就職活動について活動的で

あると対照に、スキルがやや低い学生を「非活動的・やや活動的」と考えた。このイベ

ントは、学生の就職活動へのスキルを高めることを目的としているので、ターゲットと

して選定した。 
 
3.4.3. 開催イベントのポジショニング 
 
(1) ポジションとは １０ 
「ポジション」とは、企業がターゲット市場で占める地位（市場地位、マーケットポ

ジション）のことである。リーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャーの 4 つ

のタイプに分類され、これらは個々の市場地位別の戦略をとる必要がある。 
 

  リーダーとは、最大の市場シェアを保有する企業である。リーダーは基本的に次

に 3 つの方向が考えられる。 
① 市場全体の拡大：市場全体を大きくする 
② シェア防衛：現在のシェアを維持・防衛する 
③ シェア拡大：現在のシェアをさらに拡大する 

 
  2番手企業あるいは追走企業ではあるが協調して波風を立てない企業をフォロワ

ーという。フォロワーの一般的戦略は 4 つある。 
① カウンターフィルター：リーダーの製品やパッケージを模倣して、闇市場や       

評判の悪いディーラーを通して販売する 
② クローナー：リーダーの製品、名称、パッケージにわずかな変化を加えて模

倣する 
③ イミテーター：リーダーの製品を一部コピーするが、パッケージ、広告、価

格などに違いを残しておく 
④ アダプター：リーダーの製品を取り入れたり改良したりして、リーダーとは 

別の市場で販売する 
 
  マーケット・リーダーでなく 2 番手企業あるいは追走企業であり、市場シェアを

拡大すべく積極果敢にリーダーなどの競合他社を攻撃する企業をチャレンジャー

という。チャレンジャーは攻撃対象と目的を明確にし、次の 5 つのような攻撃を行
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うことができる。 
① 正面攻撃：相手企業の製品、広告、価格、流通に張り合う 
② 側面攻撃：敵がうまく対応していない地域へ対応する。または放置されてい

る市場のニーズへ対応する。 
③ 包囲攻撃：電撃戦によって敵陣のかなりの部分を獲得し用とする作戦 
④ 迂回攻撃：敵を迂回して、より容易な市場を攻撃し、自社資源の基盤を広げ

る 
⑤ ゲリラ攻撃：小規模で断続的な攻撃を仕掛け、相手を悩ませ士気を喪失させ、

最終的に永続的な足場を確保する 
 
  大規模市場でフォロワーになる代わりに、小規模市場すなわちニッチでリーダー

となる企業をニッチャーという。ニッチャーは、大きな企業がほとんど、あるいは

全く関心を持たない小規模市場をターゲットにすることで、大きな企業との競争を

避ける。ニッチが弱くなることもあるため、企業は継続的に新しいニッチを創出し

なければならない。 
 
(2) ビジネスコンテスト市場における開催イベントのポジショニング 
 ポジショニングを行うに当たり、競合するイベントに対する優位性を得るためには、標

的市場に対して理由づけを行うことが重要となる。そこで、イベントの比較として「ポジ

ション」、「ライバルとなる事業」、「ライバル事業との差別化要因」は何かについて考え

る。 
ここからは、第 2 章の 2.4 と 2.5 で分析した「早稲田大学実践型産学連携プロジェク

ト」と「はままつビジネスコンテスト」の既存イベントをライバルとして捉え、開催イ

ベントとの魅力を比較する。 
開催イベントは既存イベントに対して、マーケット・リーダーでなく 2 番手事業ある

いは追走事業である。ゆえに、市場シェアを拡大するためにリーダーなどのライバルを

攻撃するチャレンジャーと位置付けることができる。 
ライバルに対して攻撃を仕掛けるために、ライバルがうまく対応していない領域、ま

たは放置されている市場のニーズに応えることが最善策と捉えることができる。 
 
ライバルと比較する項目は、3.3.2 の開催イベントに関する SWOT 分析を考慮し、「参

加への容易度」、「スキルの向上」、「主催者への負担」、「学生への負担」の４項目を選定

した。 
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図 3-6 開催イベントのポジショニングその１ 
 
 開催イベントは学生が主催し、参加への容易度が高いのに対し、ライバルは共に「敷

居が高い」、「一部の学生しか参加できない」という問題が挙げられ、参加への容易度が

低いと考えることができる。 
また、「早稲田大学実践型産学連携プロジェクト」は講義の一貫として開催し、社会

人が密着して参加することでプログラムを充実させている。そのため参加学生のスキル

向上への貢献度が高い。「はままつビジネスコンテスト」は最終審査に残った参加者の

みが専門家の指導を受けることができ、ブラッシュアップをするためのワークショップ

などが充実ではない。そのため、スキルを向上させたい参加者向けのイベントではなく、

「スキルが高い参加者」向けのイベントとなっている。 
 これらに対し、今回の開催イベントは、プログラムの充実度は低いが、参加学生と社

会人の交流を図り、実際のビジネスを意識することで「スキルの向上」に繋がると考え

られる。 
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図 3-7 開催イベントのポジショニングその２ 
 
開催イベントの W（弱み）として、「低資金力」と「初開催による主催者の経験不足」

がある。そこで、イベントを運営していく過程で様々な問題・トラブルにぶつかり、開

催方針を揺るがす事態に当たる可能性も考えられる。これを回避してイベント開催を成

功に導くのに、主催者のスキルに強く依存し、失敗するリスクも多いにある。 
そのため、主催者は常に様々な方面に気を配り、参加学生と協力者に対して熱意を持

って丁寧に対応することが求められる。ゆえに、主催者への負担が大きいと考えられる。 
一方で、学生の拘束時間を短くし、学生が持っている環境を最大限に利用したイベン

ト開催をすることで、学生の負担を最小限に留めることに繋がると考えられる。 
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3.5 開催イベントの戦術策定 

 
ここでは、参加者を「参加学生」と「参加社会人」に分け、それぞれに対する戦術策

定を行う。 
 

3.5.1. 開催イベントの魅力 
 

 
図 3-8 開催イベントの魅力 

 
開催イベントのポジショニングを踏まえて、学生が求める「ビジネス体験」と「スキ

ルの向上」を図れるように、開催イベントの魅力を示す(図 3-8)。魅力を表す項目とし

て、「主体性」・「行動力」・「コミュニケーション能力」の成長、「専門知識」を深める、

「ビジネス感覚」を身につけることの５項目に分けることができる。 
開催イベントを「ビジネスコンテスト形式」にすることで、参加学生がお互いにライ

バル意識を持ち、切磋琢磨しながら「主体性」を高めることができる。そこで、様々な

課題を解決するために「行動」に移すことに繋がる。 
参加学生の「コミュニケーション能力」を高め、「ビジネス感覚」を身につけさせる

ために、２つの取り組みを行う。 
 ビジネス経験を持つ社会人と、直接的な対面形式の「ワークショップによる議論」

を行う。 
 よりたくさんの人と議論を行えるように、インターネットを利用した間接的な

「Facebook による議論」を行う。 
 
 学生にとって、「知識と能力を身につけるインプットと、議論や提案をすることで能
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力を示すアウトプットを繰り返し、成功体験ができる」ことが開催イベントの魅力であ

る。 
参加社会人にとっても、開催イベントは「自分の経験を学生に伝授できると共に、学

生の自由な発想に触れられる機会」としての魅力がある。 
 
3.5.2. コスト 
 
 第 2 章の 2.3 で分析したように、学生の中では「ビジネス体験」を必要と感じていな

がら、長期間の拘束による「学業やその他の活動への影響」を懸念し、イベントへの断

念を決断する人が多くいる。 
 そこで、これらの負担となる「コスト」を最小限に抑えるために、開催イベントを就

職活動が始まる 12 月より前の 10 月～11 月に定めた。この期間は、就職活動を行う学

部３年生や大学院１年生にとって、講義の数が少なく、比較的に空き時間が多い。さら

に、この期間中でも長時間の拘束時間を設けるのではなく、参加学生の空き時間を調整

し、より参加しやすい時間帯にワークショップを開催する。 
 
 また、参加社会人にとって開催イベントに参加するのに負担となる「コスト」とは、

「時間の制約」と「学生の中に入り込めるかどうか」である。参加社会人中には、仕事

の都合でワークショップに参加できない人がいることを考慮し、Facebook を利用した

議論に参加するよう促した。Facebook を利用すれば、自分の都合に合わせてコメント

をすることができ、時間に制約されることが無くなる。さらに、社会人が参加学生の中

に入り込めるように、主催者が事前に社会人向けに学生の取り組んでいる様子を伝える

「説明会」を開き、社会人の都合に合わせて適切なタイミングで学生に紹介する。 
 
 参加学生と参加社会人の「コスト」を減らすことと対照的に、主催者への負担増加が

余儀なくされる。それでも、主催者は「負担が大きい」ことを前提にイベントを開催す

る。 
 
3.5.3. アクセスの良さ 
 
 参加学生が開催イベントに容易に参加できるように、開催イベントの主催を学生が担

うことに定めた。これにより、参加学生はいつでも主催者にアクセスことができ、疑問

点などの解消を随時行うことができる。また、連絡事項の伝達手段として Facebook を

利用し、「主催者が常に参加学生の状況を把握する」姿勢を作り出すことで、参加学生

はいつでも主催者に連絡ができ、疑問点などを随時解消できる安心感を持つことができ

る。 
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 そして、初めてのイベント開催を考慮し、参加社会人を主催者の孫暁維と監督である

湯浦教授の個人的な人脈から招待する。社会人にとって、信頼関係を築いている主催者

からの招待ということで、参加への気軽さを感じることができ、アクセスの良さを維持

することができる。 
 
3.5.4. プロモーション 
 
 学生を開催イベントに参加させるために、3.4.2 の「学生のターゲティング」で選定

したターゲットを含めた学生にプロモーション活動を行う必要がある。そこで、「情報

システムデザイン演習」、「情報システムマネジメント」、「e コマース論演習」、「情報シ

ステム設計論」などの講義の一部時間を借りて、受講学生に向けて、イベント開催の３

ヶ月前にプレゼンテーションを行う。また、湯浦教授に学生への宣伝を依頼する。 
 学生に「開催イベントの魅力」をより感じてもらうために、視覚的な資料を用意する。

そして、それぞれの講義を受講する学生の年齢層、特徴の違いに合わせて PR を行う。 
 大学院生には、「これまでの研究内容を実践して活かせるイベント」として PR

する。 
 就職活動を目前に控えた大学３年生には、「このイベントに参加することで、就

職活動の成功に繋がる」ことを PR する。 
 就職活動を目前に控えていない学生には、「将来の就職活動を恋愛に例えて、成

功するためには早い段階から自分を磨くことが必要である」ことを PR する。 
 
参加学生を確保した後、参加社会人に向けて PR 活動を行う。ここでは、「開催イベ

ントの意義」、「社会人の協力を求める目的」、「参加学生のレベル感」、「現時点の学生の

提案内容」などをまとめた資料を基に、説明会を行う。社会人が「開催イベントに参加

することの意義、果たすべき義務、自分のとってのメリット」を明確にし、主催者のイ

ベント開催への熱意を感じることが、参加を決心することに繋がると考えられる。 

  



38 
 

第4章 静岡大学ビジネスコンテスト 2011 の

開催 
4.1 SUBC2011 の概要 

 

 
図 4-1 SUBC2011 の概要 

 
 今回の開催イベント名は「静岡大学ビジネスコンテスト 2011（以降 SUBC2011）」
で、ビジネスコンテストのテーマは「静岡大学生 or 浜松の大学生を対象とするビジネ

ス提案」である。 
主催者は静岡大学湯浦研究室４年生の孫暁維と飯尾和茂である。宣伝を含めたマーケ

ティングと運営部門を孫、Facebook などの技術部門を飯尾が担当する。イベント開催

の指導を湯浦克彦教授が担当する。 
 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。 
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図 4-2 SUBC2011 の活動スケジュール 

 
SUBC2011 の開催を構想し始めたのは 2011 年７月からである。 
構想段階から開催スタートを 10 月上旬と定めたが、８・９月にかけて情報学部生が

夏休みに入ることで参加者集めが困難になることを懸念し、コンテストの詳細を決める

より先に学生へのイベント宣伝活動を行うことを決断した。この宣伝活動は、10 月以

降に改めて開催詳細の説明を行うことを前提に、まずは学生の心の中に「ビジネスコン

テスト」というキーワードを印象付けるために行った。この時点で、一部の学生が関心

を示した。 
そして、８～９月にかけて SUBC2011 開催のためのマーケティングを行い、イベン

ト開催のためのコンテンツ作りなどの準備作業に専念した。 
10月に学校が再開してから、７月時点でSUBC2011に関心を示していた学生を含め、

情報学部生に向けて改めて宣伝活動を行った。参加を決心した学生を集め、10 月 13 日

にコンテスト詳細を知らせるための説明会を行うと同時に、SUBC2011 を本スタート

させた。そこから 11 月 24 日のビジネスコンテスト決勝まで、約１ヶ月半の開催期間

を有した。開催期間中の詳細について 4.2 以降にて示す。 
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4.2 SUBC2011 の機能性 

 

 

図 4-3 SUBC2011 の機能性 
 
 今回開催した SUBC2011 には三つの機能性が備えられていた。 
 コンテストへの投稿機能 

コンテストに参加する学生が、テーマに沿って提案を投稿する。 
 

 参加者の相互討論機能 
投稿された提案を基に、参加学生と参加社会人、その他の学生を交えて、それぞ

れの提案をブラッシュアップするために討論を行う。ここで、直接的な対面形式の

「ワークショップによる議論」と、インターネット上での間接的な「Facebook に

よる議論」という２つの場を用意した。それぞれ 4.2 と 4.3 で説明する。 
 

 参加社会人・参加学生による評価機能 
最終的に完成した提案に対して、審査を担当する社会人とオーディエンス学生に

よって投票審査を行い、各提案を評価する。 
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4.3 ワークショップによる議論 

 
SUBC2011 にて、参加学生同士と参加社会人が交えて、直接的で対面形式な議論を

行えるように、ワークショップを開催した。学生は考えた提案を一度仮提出し、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。 
 

 
図 4-4 ブラッシュアップのサイクル 

 

 
図 4-5 第１回ワークショップの様子(参加社会人：小久保氏) 
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図 4-6 第４回ワークショップの様子(参加社会人：曽根氏、小倉氏) 

 
 ワークショップに参加した社会人は、ソネック株式会社曽根大輔氏、株式会社 TMA コ

ンサルティング浅沼宏和氏、松本会計事務所松本有史氏、アビーム・コンサルティング

株式会社小倉稚奈氏、株式会社システムフロンティア小久保 幹紀氏である。 
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。 
  



43 
 

4.4 Facebook による議論 

 

 
図 4-7 Facebookによる議論 １１ 

 
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（図 4-4）。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することができる。さ

らに、グループ内でコメントなどが記入させると、グループに登録した人に自動的に知

らせが届くようになっている。 
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、
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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ず、学生への助言を行う手段が

なかったため、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助言を

行うことができた。 
 
しかし、一つだけ発生した問題がある。今回 SUBC2011 に参加した学生の中、約半

数が Facebook の初心者であった。Facebook 経験者だという学生でも、Facebook を利

用して社会人と議論する経験を持つ人はいなかった。参加学生と同様、参加社会人の中

でも未経験者がほとんどあった。そのため、Facebook 利用を開始した初期段階では、

ほとんどの参加者が質問やコメントを書き込むことに抵抗を感じていた。 
この抵抗感を払拭させるために、主催者がまず頻繁にFacebookにコメントを記入し、

参加者の Facebook への閲覧回数を増やした。また、Facebook 上で主催者からの連絡

事項があった場合、参加者全員がその連絡を確認したかどうかを知るために、確認した

参加者に「いいね！」ボタンをクリックするように促した。これにより、徐々に参加者

の抵抗感を払拭し、参加者のコメント数が増加した。 
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4.5 審査基準 

 
 SUBC2011 は社会人審査員と主催者による審査と、学生オーディエンスによる審査

の２種類に分かれて行われる。 
社会人審査員と主催者による審査は「提案に関する評価」、「プレゼンテーションに関

する評価」と「取り組み姿勢に関する評価」という３つの方向性を基に評価する（図 4-8）。 
この３つの方向性を選定した理由は、第 3 章 3.5 の「開催イベントの戦術策定」の「製

品」にあるように、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。 
 

 提案に関する評価は「実現性」・「独創性」・「地域密着への取り組み」・「コミュニケ

ーション手段」・「コスト設定」の６項目に分かれ、学生に専門知識を深めると共に

リアルなビジネス感覚を身につけさせるために、学生の提案がビジネスとして成り

立つものかどうかを審査するものである。 
 プレゼンテーションに関する評価は「論理性」・「表現力」・「簡潔さ」の３項目で、

「よい提案」ということだけでなく、その提案人の心に訴えるコミュニケーション

能力を持っているかどうかを審査するためである。 
 取り組み姿勢に関する評価は「Facebook での取り組み」・「ワークショップでの取

り組み」の 2 項目で、主催者が参加学生の SUBC2011 において主体性を持って、

行動に結びついているかどうか、また議論の場においてのコミュニケーション力を

審査するための項目である。 
 
 これら 10 項目を、SUBC2011 の「参加学生向けイベント説明会（図 4-2）」におい

てすべて説明し、学生にこれらを意識させながら SUBC2011 に参加することを促した。 
 
 学生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学生たちによるものである。SUBC2011 のテーマは「静岡

大学生 or 浜松の大学生を対象とするビジネス提案」であるため、社会人の「ビジネス

として成り立つかどうか」という視線だけでなく、学生視線で「ターゲットが最も興味

を持つ提案」を選ぶことが目的である。 
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図 4-8 SUBC2011 審査表 
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4.6 SUBC2011 の宣伝 

 
 SUBC2011 本番の学生オーディエンスを集めるために、ポスターを作成した（図 4-9）。
これを校内の掲示板に張り付けたり、学生に直接配ったりした。ポスターを確実に学生

に届けられるために、情報学部の先生たちの協力を得て、一部講義の前後に数分のプレ

ゼンテーションをする時間を設けてもらった。 
 

 

図 4-9 SUBC2011 宣伝ポスター 
 
 また、次年度以降の開催を視野に入れながら、校内イベントという狭い範囲に留まら

ないために、新聞社へのニュースリリースを行った。 
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4.7 SUBC2011 決勝 

 
 約 1ヶ月の提案作成を経て、合計 6チームが 11月 24日のSUBC2011決勝に臨んだ。

社会人審査員として、曽根氏、浅沼氏、松本氏の 3 名と湯浦教授、主催者 2 名の計 6
名による審査が行われた。また、オーディエンスとして学生と社会人が 20 名来場した。 
 さらに、ニュースリリースした中日新聞社経済部の白山記者と静岡大学情報 WEB 制

作チームが取材してくれた。 
 コンテストは優勝、準優勝、3 位、オーディエンス賞の他、参加賞として３つの賞が

設けられた。優勝者には賞金が 3 万円、準優勝 2 万円、3 位には 1 万 5 円が贈られ、そ

の他の賞にも該当賞金が贈られることになった。 
 
表 4-1 SUBC2011 決勝当日プログラム 

日時 2011 年 11 月 24 日 
場所 静岡大学情報学部 情 11 教室 

プログラム 
13:00~13:05 
13:05~13:20 
13:20~13:35 

 
13:35~13:50 
13:50~14:05 
14:05~14:20 
14:20~14:35 

 
14:35~14:45 
14:45~15:25 
15:25~15:30 

 
15:30~15:45 

 
15:45~15:55 
15:55~16:00 

 
開会の挨拶（発表順の抽選） 
チーム島内・斎田    「大学内での製品 PR イベント」 
チーム HamasterOne（西巻・高橋・小川・坂本） 
「EV シェアリング －セカイ ひろがる EV シェア－」 
チーム伊藤・笹野・原田 「着せ替え PC」 
チーム宮本・小川・土村 「地域密着型マッチングサービス」 
チーム望月・手塚    「学部 PC リサイクル」 
チーム森信  「浜松市の Book off～在庫のデータベース化～」 
 
休憩（審査の集計） 
審査員講話 
休憩（表彰の準備） 
 
審査の結果発表 ≪表彰≫ 
 
運営者の挨拶 
閉会の挨拶 
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図 4-10  SUBC2011 決勝の様子 

 
  それぞれの賞を受賞したチームは下記の通りである。 
 優勝 

チーム伊藤・笹野・原田 「着せ替え PC」 
 準優勝 

チーム宮本・小川・土村 「地域密着型マッチングサービス」 
 3 位 

チーム望月・手塚    「学部 PC リサイクル」 
 オーディエンス賞 

チームHamasterOne   「EVシェアリング －セカイ ひろがるEVシェア－」 
 孤軍奮闘賞 

チーム森信        「浜松市の Book off～在庫のデータベース化～」 
 地域貢献賞 

チーム島内・斎田     「大学内での製品 PR イベント」 
 プレゼンテーション賞 

チームHamasterOne   「EVシェアリング －セカイ ひろがるEVシェア－」 
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第5章 静岡大学ビジネスコンテスト 2011 の

評価 
5.1 参加学生のコミュニケーションの広がり 

 

 
図 5-1 参加学生のコミュニケーションの広がり 

 
学生は SUBC2011 に参加することにより、学生自身のコミュニケーションを行う範

囲が広がっている。 
 まず、コンテストに応募してワークショップに参加することで、参加学生は「主催者」、

「教員」、「企業実務担当者」、「他の参加学生」から助言を受ける、自分の提案を伝える

コミュニケーションを行う。この場合のコミュニケーションは直接的な対面形式で、参

加するにつれてその範囲が拡大した(表 5-1)。 
 
表 5-1 SUBC2011 でのワークショップ開催状況 
参加者数 27 名（内訳：主催者２名、参加学生 17 名(途中２名離脱)、

社会人５名、教員１名、その他学生２名） 
参加チーム数 8 チーム（途中 2 チーム離脱） 
ワークショップ回数 ４回 
ワークショップ時間 各回３時間×４回＝12 時間 
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 そして、SUBC2011 では、参加学生がより多くの人から助言を受けられるよう、

Facebook を利用するインターネット上での議論を積極的に行った。Facebook の参加者

はワークショップに参加する人をはじめ、遠隔地にいる理由などでワークショップに参

加できない人が加わった。これにより、参加学生を取り巻く関係者の間接的なコミュニ

ケーションが広がったといえる(表 5-2)。 
 
表 5-2 SUBC2011 でのFacebook利用状況 １２ 
登録メンバー数 40 名（内訳：主催者 2 名、参加学生 17 名、社会人 15 名、

教員 2 名、その他学生４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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5.2 参加学生の作品に関する成果 

5.2.1. 参加学生の作品の社会的成果 
 

 
図 5-2 SUBC2011 の新聞記事 １３ 

 
 SUBC2011 の取り組みを、2011 年 11 月 25 日の中日新聞の朝刊の経済面で取り上げ

られた。写真に掲載されたのは優勝チームのメンバーである。参加学生にとって、新聞

記事の掲載は、取り組みの実績になると共に、努力に対する評価をもらえ、より達成感

を味わうことに繋がる。 
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5.2.2. 参加学生の作品に対するフィードバック 
 
各チームの取り組みに対して社会人審査員からコメントが得られた。これらのコメン

トは参加学生の取り組みに対する成果として考えられる。それぞれのチームについて、

①提案について、②プレゼンテーションについてという順で示す。 
 
 チーム島内・斎田  「大学内での製品 PR イベント」 

①  学内における既存の企業ＰＲ(効果)に疑問を持ち、学生のニーズに合わせた

ＰＲを提案した成功例のある実現性の高いビジネスプランでした。地域企業と

の関係構築が考慮されていること、および定期イベントにＰＲ強化する点に事

業継続性を感じます。例えば、企画開発費予算が制限される中小企業のニーズ

が見込まれます。また、さらなる付加価値として、職業ブロガーにみられる口

コミとして特化した製品ＰＲも考えられます。本提案の課題としては、現実的

な収支計画立案と利益創出の付加価値強化にあると考えます。 
②  説明しながらオーディエンスの反応を確認する姿勢には、ワークショップを

重ね成長を感じました。しかし、総じてプレゼンテーションからは、提案が本

来持つ実現性の高さを伝えきれておらず今後の課題といえます。オーディエン

スにＰＲできる説明方法として、声のメリハリ、スライド内のキーワード強調、

そして表情で説明することが挙げられます。是非、プレゼンテーションテクニ

ックについて勉強され、今後の就職活動に生かされることをお薦めします。 
 
 チーム HamasterOne  「EV シェアリング －セカイ ひろがる EV シェア－」 

①  学生のお出かけ動機に、社会的関心を集めるＥＶのシェアで応えた時代的要

請を期待させるビジネスプランでした。移動設備としてＥＶ(電気自動車)を調

達する必要があり、固定費（特にイニシャルコストとランニングコスト）の圧

縮が大きな課題でした。それも、見事にリースと学生運営という形で固定費圧

縮を成功させ、大きく実現可能性を上げた点にブラッシュアップをみました。

メーカーや企業、大学、行政との産学官連携を模索するアイディアに未来を感

じます。しかし、事業継続性という視点からは、リース期間に縛られることに

よるリスクが課題となるでしょう。具体的には、新モデルや新技術の新たなリ

ース(投資)対象への移行が制限される他、需要予測の下方修正を余儀なくされ

た場合の需要喚起の難しさが挙げられます。 
②  ハッキリした口調で提案を盛り上げていました。また、オーディエンスの反

応を都度確認するなど堂々とプレゼンテーションされていました。欲を言えば、

構成がまとめられていたので、箇所によっては、もう少しゆっくり聴きたかっ

たことでしょうか。 
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 チーム伊藤・笹野・原田  「着せ替え PC」 
①  様々な調査とアンケートを積重ね、実用性、ニーズだけでなく、デザイン性

にまで踏み込んだ説得力のある実現性の高いビジネスプランでした。加えて、

具体的なデザイン例の展示など、チーム全体の意欲を感じる提案でした。これ

だけの調査考察結果があるので、それらを利用した次の付加価値も考えられそ

うです。課題は、コンテスト上位作品だから売れるとは限らないことです。ま

た、事業継続性を考慮すれば、本事業の受注負荷には季節変動制が予想される

ことから、通期販売可能なサービスも必要となるでしょう。 
②  プロですね。時間オーバーなければ完璧でした。提案に対する思い入れとワ

クワクが伝わってきました。オーディエンスを単に確認するだけでなく、審査

員の目を見る余裕には驚きました。しかし、あえて言うならば、上手すぎるプ

レゼンターが陥る落とし穴を事前に探しておくと面白いかもしれません。  
 
 チーム宮本・小川・土村  「地域密着型マッチングサービス」 

①  静大生の強みである“安心感”をベースに、地域貢献と交流なかでスモール

ビジネスを展開する優しいビジネスプランでした。地域から寄せられる小さな

お願いを学生が廉価にお手伝いする発想は、諸外国や一部国内の有償ボランテ

ィアにて成功例があります(ＮＰＯ)。また、静大生らしさも鑑み、スマートフ

ォンの講習会など、高齢化社会とデジタルデバイドへの対応に静大(情報学部)
の特色がでていました。ビジネスマッチングシステムにおいては、市町村をよ

り細分化した町単位の自治会協力を取り付ければ地域住民との距離も近接する

と思われます。但し、お手伝いサービスについては、需要に対する供給タイミ

ングが懸念され、初動レスポンスに不安が残ります。 
②  テーマと提案内容に沿った優しいプレゼンテーションでした。チームの雰囲

気が反映された絵やグラフも印象的で、プレゼンターのトーンも合わせてトー

タルバランスがとれていました。Q&A では回答に苦慮していましたが、本提

案に至る過程を振り返えれば何等か回答可能な範囲であったと考えます。 
 
 チーム望月・手塚  「学部 PC リサイクル」 

①  学生の不要な中古ＰＣに着目したリサイクルプランであって、差別化と地域

貢献を付加すべく、パソコンふれあい教室を開催する広がりをみせた提案でし

た。他大学の例として、岡山理科大学内パソコン工房があります。先の例は、

法人とのアライアンスと考えられますが、大学内の中古ＰＣリサイクルおよび

修理という点では共通性が見られます。また、岡山理大では保証(修理他アフタ

ーサービス)の責任区も外部法人であり、本件の課題はクリアされています。し

かしながら、逆に静大情報学部だからこそ可能な学内保証体制を構築できれば、
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注目されるべき事例となるでしょう。それは、ふれあい教室の指導スキル向上

も見込め、イベント効果や地域貢献だけでなく事業関連性の深まりも期待され

ます。 
②  二名のプレゼンターが交代で登場した点に、本チームの協調性や参加意識を

感じました。事業の関連性が薄くても、パソコン教室（親子教室）を入れるこ

とで差別化と地域貢献のカラーをだそうとした女性らしいプレゼンテーション

でした。但し、なぜ中古ＰＣをわざわざ静大発ベンチャーで売買するのかとい

う消費者動機、および中古ＰＣ屋さんとの差別化について説明があると説得力

も増したと思います。 
 
 チーム森信  「浜松市の Book off～在庫のデータベース化～」 

①  ひとりアマゾンに喧嘩を売るべく、Book off との連携をもくろむアントレプ

レナーでした。取り扱う書籍をさらに絞り、学生ニーズが求める具体的な書籍

名まで把握できれば実現の可能性はなくはないと考えます。例えば、ワークシ

ョップでも意見のでた教科書や研究書籍など教材であれば、懸案であるデータ

ベース化も現実的であり、ニッチな学内 Book off 的ベンチャーの設立が可能か

もしれません。その場合、喧嘩相手はアマゾンから静大生協になりますからハ

ードルも下がるのではないでしょうか。ワークショップでの集中砲火、資料の

作成、そしてやりきったこと、孤軍奮闘おつかれさまでした。 
②  求める中古書籍を持つ店舗が何処にあるかを検索できる対価をどこからど

のように受け取るのか不明確でした。また、Book off で商品を買うメリットと

デメリットについては、アンケート他調査がもう少し必要だったかもしれませ

ん。というのは、誰に何を売り、その実現にはどんなニーズを満たせばよいか

明確でなければなりません。それらを確認する行為は、就職活動にも、恋愛に

も必要なことだと思います。 
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5.3 学生参加の成果 

 ここでは、学生が SUBC2011 に参加することの成果を評価するために、参加学生 15
人に対してアンケートとヒアリング調査を行った。そのデータを参照し、学生が

SUBC2011 に参加することで得られたものについて示す。 
 
5.3.1. SUBC2011 への参加前後の参加意欲の変化 
 
 図 5-3 は、SUBC2011 へ参加する前の参加学生の意欲と、参加後の意欲という問い

に対する結果である。「やや意欲的」と答えていた学生の多くが「意欲的」に変化し、

「大変そう」と答えていた学生が「やや意欲的」に変化し、結果的に「意欲的」と答え

た学生が 1 人から 6 人に増加したことが分かる。 
一方で、参加後に「大変そう」と答えた 1 人の学生は、参加前は「やや意欲的」と答

えていたが、参加してから「提案を考えることが思っていたよりも難しい」ことに直面

し、想像していたよりも大変だということに気付いたことからなる結果である。 
 

 
図 5-3 SUBC2011 への参加前後の参加意欲の変化 

 
 また、「より意欲的になった理由」という問いに対して、 

 やるからには、しっかりやりたい 
 他のチームに負けたくない 
 やっていくうちに楽しくなった 

という、「責任感」や「負けず嫌い」、「楽しさ」などの理由が意欲に繋がった。 
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5.3.2. 社会人との議論に対する満足度 
 
 アンケートに回答した 15 人の学生のうち、13 人がワークショップでの社会人との議

論に参加して「良かった」と答えた。残り 2 人は「ワークショップの開催日程の都合が

悪く、ワークショップにほとんど参加できず残念」と答えていた。 
 また、社会人との議論が「モチベーションの向上につながったか」、「提案へのアドバ

イスになったか」、「もっと議論したいか」という問いに対して、ほとんどすべての学生

が「モチベーションの向上につながった」、「提案へのアドバイスになった」、「もっと議

論したい」と答えた。 
 
 そして、今回のワークショップに参加した社会人は、曽根氏を除いて毎回違う人が参

加していた。その社会人の参加形式について、「毎回同じ人と密着して議論する形式」

と「毎回違う人と新しい視点で議論する形式」のどちらが良いのかという問いに対して、

前者を選んだ学生が 6 人、後者を選んだ学生が 6 人、また「両方の形式があってほしい」

と答えた学生が 2 人である。(図 5-4) 
 「毎回同じ人と密着して議論する形式」を選んだ理由として、「前回のワークショッ

プで話した内容を踏まえた話ができる」、「自分たちの提案の成長を見てもらえる」、「緊

張する回数が減って、より深い議論ができる」などが挙げられた。 
 「毎回違う人と新しい視点で議論する形式」を選んだ理由として、最も多かったのは

「違う社会人と議論した方が、より様々な視点から考えることができ、ブラッシュアッ

プがより効果的」という理由である。 
 

 
図 5-4 社会人の参加形式 
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 Facebook での議論に関しては、 
 始めは、Facebook をどのように使っていいか分からなかった 
 質問を書き込むのが緊張した 
 たくさんの人がコメントやアドバイスを書き込んでくれたのが良かった 
 都合の良い時間に利用できることが便利だった 
 使う主旨を分かっていれば、もっと使いたかった 
などの感想が挙げられた。 
 
5.3.3. SUBC2011 で学んだこと 
 
 SUBC2011 の開催主旨でもある、参加学生に提供する「主体性」・「行動力」・「コミ

ュニケーション能力」・「専門知識」・「ビジネス感覚」の成長を基にその成果を示す。 
 

 
図 5-5 SUBC2011 での主体性の成長 
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図 5-6 SUBC2011 での行動力の成長 

 

 
図 5-7 SUBC2011 でのコミュニケーション能力の成長 

 
「主体性」・「行動力」・「コミュニケーション能力」に関して、それぞれ図 5-5、図 5-6、

図 5-7 で示した通り、ほとんどの参加学生が「能力が身についた」や「やや身につい

た」と答えている。その中でも、「主体性を持って取り組めば、自然と行動に移すこと

ができた」、「社会人とほとんど話す機会がなかったが、SUBC2011 でたくさん議論で

きた」と答えた学生が多い。 
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また、専門知識に関しては、8 割以上の学生が「元々講義で学習していた知識を活用

して、さらに理解を深めた」と答え、「足りない知識を自分で調べて補う行動力も身に

ついた」と答えた。「ビジネス感覚」に関しては、「ビジネスとして提案する時に、継続

性やコストなどについて考えなければいけないことの大変さ」、「学生であっても、ビジ

ネスを考えることができる」、「データ、裏付けをしっかり取る」ということを学んだ学

生がほとんどである。 
 
これら以外に学んだこととして、 
 スケジュール管理の重要さ 
 客観性を持って物事と考え、資料を作ること 
 自分の意見を押し通すことだけでなく、相手の意見を聞き入れること 
 プレゼンテーションの仕方 
 チームで何かを作りあげることが容易ではないこと 
 イノベーションとは、全く新しい技術や発明だけでなく、今あるモノとモノの新

たな組み合わせ等で新たな価値を生み出すこと 
 社会人の視点で、提案したビジネスが「必要か、必要ではないのか」を考える必

要があること 
 人に相談することで道が開くこと 
などが挙げられる。 
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5.3.4. SUBC2011 に対する満足度 
 
 参加学生が SUBC2011 と通して成長したことを踏まえ、「学んだことを就職活動に

活かすことができるか」という問いに対して、回答者全員が「活かすことができる」

と答えた。 
そして、SUBC2011 の満足度を５段階で評価し、15 人中、14 人が「非常に満足」・

「満足」と答えている(図 5-8)。その理由として、「社会人視点など様々なスキルを学

べた」、「就職活動が始まる前の開催時期がよかった」、「主催者が頑張ってくれた」、

「賞金がもらえた」などが挙げられた。 
一方で満足しなかった理由として、「ワークショップの日程が合わず、参加回数が

少なかった」、「参加学生の規模がやや小さく、もっとたくさんの人と競い合いたかっ

た」、「オーディエンス学生の規模がやや小さく、提案を一所懸命頑張ったからもっと

たくさんの人に聞いてほしかった」、「優勝できなくて悔しかった」など、前向きな理

由も挙げられた。 

 
図 5-8 SUBC2011 の満足度 

 
 また、「今後、他の機会があったら、またチャレンジしたいか」の問いに対して、回

答者 15 人中、12 人が「またチャレンジしたい」と答え、1 人が「今度は主催者をやっ

てみたい」と答え、1 人が「今後は起業したい」と、SUBC2011 をきっかけに次のステ

ップにチャレンジしようとする学生がほとんどであると考えられる。 
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5.4 社会人参加の成果 

 審査員として参加した曽根氏の「SUBC2011 参加への感想」を基に、参加社会人が

SUBC2011 開催への評価を示す。 
 
 SUBC2011 への参加動機 

イベントは、参加している自分を想像した時、その立ち位置に魅力を感じさせる

ことが肝要である。私が社会人審査員として参加した動機は、おそらく実務経験の

ない皆さんに、自らの知識と経験が説得力を持つのか興味がわいたからだ。経営者

としての私は、学生の皆さんをどの程度頷かせることができるのか？ そして、思

いもよらない斬新なプランの出現に、自分はどのような感想を抱くのか？ そんな

役回りで新鮮な発想に触れ、新たな発見をする可能性に面白さを感じた。 
 
 学生との交流について 

ワークショップの中で強く感じたことがある。参加学生の多くは、初めから理論

と実際のビジネスの差を少なからず認識していた。だから、成長を重ねたプラン（チ

ーム）には、短期間で高い実現性を得るに必要な、ブラッシュアップの瞬発力があ

ったと思う。そこに、個人の知識欲や負けん気はもとより、ライバルの存在とチー

ムの大切さを改めて認識させられた。 
 
 SUBC2011 への参加意義 

私は経営者であり、学術的なアドバイスはできない。しかしながら、自らの責任

において会社を経営している。机上の論壇では計り知れない昨今の経済環境のなか

で、投資や雇用迄リアルな経営を行っている。その点においては、常なる一喜一憂

とともに、私にしかない経験や意見がある。それが皆さんを少しでも頷かせ、だか

らこそ自由で斬新な学生の発想に私自身が頷けたことに意義を感じた。 
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第6章 結論 
6.1 結論 

 本研究は、「学生のスキルを高めると同時に社会人との交流ができる機会」を作るこ

とを狙いとして、情報学部生を対象に、情報学部ビジネスコンテストの開催を提案・実

行する。コンテストの立案に際しては、マーケティング手法を用いて参加者への価値の

向上を図ることを目的とした。 
 そこで、既存イベントを分析し、マーケティング手法を用いて開催イベントの戦術策

定を行ない、これに基づいて静岡大学ビジネスコンテスト 2011 を開催した。 
 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 人が「満足」もしくは

「大変満足」と回答した。 
 本研究を通して、ビジネスコンテストの開催は、学生のスキル向上と社会人との交流

を図ることに繋がると確信した。 
 

6.2 今後の課題 

 本研究の今後の課題は、静岡大学ビジネスコンテスト 2011 で見られた諸問題である。 
ワークショップの参加率にバラつきに見られたことから、より確実な参加を含めたス

ケジューリングが重要となるだろう。また、参加者に対する満足度調査でも指摘があっ

たように、参加チーム６（参加人数：15 人）とやや小規模であったことから、開催意

義の視点からも参加者拡大の試みが必要であると考える。そして、より充実なブラッシ

ュアップを行う手段とすべく、多くの産業から企業人を招くためには、協賛など資金確

保の必要性もあるといえる。 
 最後に、開催の継続性を軸とした次期主催者の組織的なマネジメントを期待し、今後

の展望としたい。 
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