
 

システム開発のグループ演習における 

組織の管理パラダイムに応じた個人活動の評価 
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システム開発のグループ演習におけるメンバー個人の活動を，F・ラルーが提唱するティール型（進化型）やオレンジ型

（目的達成型）などの組織の管理パラダイムが求めるコンピテンシの面から評価し，フィードバックを作成する方法を開

発した．静岡大学情報学部の必修科目において，事前に学生たちそれぞれが志向するグループの中での役割（リーダー，

フリーライダーなど）に関してアンケートを行い，事後に演習実績に関する振り返りを記述させ，それをもとにコンピテ

ンシを分析した．すると，リーダー志向の学生がティール型に適合する振り返りを多くしているなど，自分がそれまで志

向していた役割とは逆方法のコンピテンシに留意していることが示された． 

 

キーワードとキーフレーズ：システム開発，グループ演習，コンピテンシ，組織の管理パラダイム 

 

The Evaluation of Individual Activity According to Management Paradigm of Organization  

in Group Exercise of System Development 
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A method to evaluate individual activities of group members in system development group exercises from the viewpoint of competencies 

required by the organization's management paradigm such as teal type (evolution type) and orange type (goal accomplishment type) 

advocated by F. Laloux，is developed. And a method to generate feedback sentence is reported. In a compulsory subject of Faculty of 

Informatics，Shizuoka University，a questionnaire is conducted in advance about the roles (leaders, free riders，etc.) in the group each 

student is aiming，and the review on exercise performance afterwards is described. Analyzing the competencies， it was shown that 

students are paying attention to the competencies of the opposite side to the role，such as the leader-oriented students are paying a lot 

of reflections matching the teal type. 
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1. はじめに 

 

企業間の競争は一層活発になり，IT は組織の発展

や利益の獲得のために重要な存在である．それに

伴い，IT 人材を早い段階から獲得する動きがみら

れる．IT 人材は，プログラミングなどの知識や技

術のみでなく，対人関係力やコミュニケーション

力といったコンピテンシの発揮が期待される．静

岡大学情報学部行動情報学科では，IT 人材育成を

試みるグループ演習授業が数多くあり，学生のコ

ンピテンシ向上を図っている．一方で，コンピテ

ンシはプログラミングなどの知識や技術に比べて

定量化されづらく，学生のコンピテンシが十分に

評価されているとは言えない．そこで本研究では，

学生レポートのフィードバック作成において組織

の管理パラダイムの視点を導入し，グループが目

指す組織形態に応じた評価を行い，学生のコンピ

テンシ向上を図った． 

『組織の管理パラダイム』とは，F・ラルー(2018)

が提唱する，組織の中で目的達成を重視するオレ

ンジ型組織と，メンバーの自主性を重視する

ティール型組織，またそれらの混合型組織などを

言う．目的を初期に定めて推進されるプロジェク

トにおいてはオレンジ型組織の適合性が高いが，

アジャイル開発や DevOps などメンバー全員で目

的を探索しながら推進される作業形態ではティー

ル型組織の特性が見られるはずである． 

本研究で対象とする授業では，学生のグループ

に組織の管理パラダイムの特徴が表れると仮定し，

それを授業の振り返りレポートによって分析，評

価する．また，分析結果を学生レポートのフィー

ドバック文章に反映させて受講生の成長を促すこ



 

とを目的とする． 

 

2. IT 人材とコンピテンシ 

 

2．1 IT 人材に求められる能力 

 質の高い IT 人材は，プログラミングなどの知識

技術に加え，共感力，コミュニケーション力，問題

解決力などのコンピテンシが求められている． 

 

2．2 コンピテンシの定義 

コンピテンシとは，社会的組織の目標に対して

スキルや能力を発揮する人間特性のことを示す．

プログラミングなどの知識や技術は氷山の水面よ

り上の部分に位置し，人の目に見えやすく比較的

評価がされやすい．氷山の水面下に位置するコン

ピテンシは，目に見えず評価がされづらいとされ

ている．この目に見えない部分は非能力的コンピ

テンシといい，主に行動特性(対人関係力・自己表

現力・共感力)と心理特性(自己認識力・ストレス耐

性)で構成される．本研究では，この行動特性をコ

ンピテンシと定める(図 1)． 

 

 

図 1 コンピテンシ氷山モデルにおける 

本研究対象の位置付け 

 

2．3 コンピテンシとフレームワーク 

 コンピテンシに関するフレームワークの 1 つに，

OECD(2015)が提唱する PISA CPS フレームワーク

(Collaborative Problem Solving Framework)がある．

このフレームワークは，表 1 に示す 3 つの軸と 4

つの成熟段階で構成されている．以降これを CPS

フレームワークと記すことにする． 

 

【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 organization

【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】 

 

表 1 PISA CPS フレームワークの定義 

（出展：OECD（2015）） 

 
 

2．4 先行研究 

 

・静岡大学 

長谷川(2013)は，リーダーのコンピテンシ向上の

傾向に加え，CPS フレームワークによるコンピテ

ンシ評価と満足度調査の関係を報告している．こ

れによれば，リーダーはコンピテンシを発揮しや

すく，リーダー候補が多いグループにおいてはコ

ンピテンシの持続的な発揮と成長が観測された．

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． 

吉川(2014)，佐藤(2015)，小崎(2016)は，役割タイ

プとコンピテンシ向上の関係性について研究し

た．リーダーは安定的なコンピテンシ発揮が見込

まれるが，共通理解の構築・維持に改善の余地が

あり，実務エキスパートは早い段階からコンピテ

ンシの育成ができる．調整役では，演習を堅実に

行い，コンピテンシの成熟が見込めた．作業者と

フリーライダーについては，出足が遅いため，フォ

ローが必要であると報告している． 

丹羽(2017)は，いわば教育における PDCA サイ

クルの Action の部分に踏み込んだ，フィードバッ

ク文章作成方式を行った．リーダーは長所を磨く

ことが得意である一方，短所を長い期間で繰り返

しフィードバックする必要性がある．実務エキス

パートは，フィードバックの影響を受けにくく，

問題解決へのコンピテンシを発揮できるが，共通

理解の構築・維持が課題となる．調整役は，安定的

にコンピテンシの向上が見込め，作業者はフィー

ドバックの影響を受けやすいことが明らかにされ

ている． 

知識・技術

行動特性(コンピテンシ)

価値観

態度
水面

(1)

共通理解の構築・維持

(2)

問題解決への適切な行動

(3)

チーム組織の構築・維持

(A)

探索と理解

(A1)知識獲得力

仲間の考え方と能力を知る

(A2)課題発見力

目標に向かって
問題解決のための協調的な

作用のタイプを知る

(A3)役割認識力

問題解決のために必要な
役割を理解する

(B)

表象と形式化

(B1)表象定義力

問題の表象を共有し、
意味を協議し取り決める

(B2)課題分析力

遂行すべきタスクを特定し、
記述する

(B3)役割分析力

役割とチーム構成を
記述する(コミュニケーショ
ン・規約・行動ルール)

(C)

計画と実行

(C1)論理伝達力

実行されるべき行動を
チームメンバーに伝える

(C2)自己実現力

計画を実行する

(C3)役割実施・協働力

行動ルールに従う
(ex:タスクを実行するよう
チームメンバーに促す)

(D)

観察と省察

(D1)共通認識検証力

共通認識の観察・修正

(D2)実施検証力

行動結果の観察、
問題解決の達成度を評価

(D3)組織評価力

チーム構成と役割を観察し、
フィードバックを提供し

改良する



 

 

・中央大学 

 中央大学(2012)では，「知性(専門的知識・技術)」

と「行動特性(コンピテンシ)」を社会的・職業的自

立を図るために必要な能力と定義しており，授業

科目や課外授業などを通じて学生の人材育成に取

り組んでいる．「知性」は，学業成績である GPA で

評価し，「行動特性(コンピテンシ)」は，行動特性

評価指標を定義し，それを基盤として学生の行動

を評価する．コンピテンシ評価指標は，問題解決

力やコミュニケーション力などの 7 カテゴリー計

31 キーワードが定義されている． 

 

・i コンピテンシディクショナリ 

IPA(2015)が提供する i コンピテンシディクショ

ナリ(iCD)は，企業の経営戦略などの目的に応じた

人材育成に利用されている．これは，IT を利活用

するビジネスで求められる業務(タスク)と，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

のであり，IT 人材育成の枠組みとなっている．企

業の戦略や業務に合わせたタスクの組み合わせを

作成することができるため，企業側が業務実行の

状況や育成状況の確認をすることができる． 

 

・プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー®

コンピテンシーテスト 

 日本キャリアカウンセラー協会は，多くの優れ

た「プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー

®」の行動特性を検証し，キャリアカウンセラーの

実務能力の評価基準となるテストである．優れた

カウンセラーの行動特性をコンピテンシーモデル

と設定し，多くのキャリアカウンセラーがそれを

指標に実務能力を高めることができる．また，カ

ウンセラーとしてのレベルアップを図るべく，ク

ライアントの要求に対し，自己の能力を客観的に

把握することができるともされている．また，12

種のスキル項目が定義されているが，達成水準や

組織の管理パラダイムへの言及はされていない． 

 

・enPiT 

 enPiT(文部科学省 成長分野を支える情報技術

人材の育成拠点の形成)は文部科学省が推奨する

情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク

事業であり，国内 15 の大学院による合同演習で受

講の前後に共通テストを用いたコンピテンシ評価

を行ったと報告している((山本)2015)．また，演習

内容や管理パラダイムには依存しない共通のテス

トを用いるため，本研究のような学生の振り返り

レポートに関する具体的な原因分析や，フィード

バックは行っていない． 

 

・DevOps 

 米国の DASA(DevOps，アジャイルスキル協会)

が 4 つのスキルエリアと達成基準を定義した

DASA コンピテンシーモデルを公開している．

DevOps とは，開発(Development)と運用(Operations)

を組み合わせた混成語で，開発と運用を連携させ

て実施する方法論である．特に，人材スキルの体

系としての役割を担っている．しかし，このモデ

ルはあくまで DevOps という特定の担当者のため

の能力モデルに留まり，本研究のような汎用的な

コンピテンシの評価や管理パラダイムと能力の関

係性については言及をしていない． 

 

3. 組織の管理パラダイム 

 

3.1 組織の管理パラダイム 

F・ラルーの著「ティール組織」(2018)によれば，

組織の形態は，レッド組織，アンバー組織，オレン

ジ組織，グリーン組織，ティール組織と進化して

いる．このうち，アンバー組織は，少数の指示者が

集団に指示を与える組織といわれており，軍隊や

学校などが例に挙げられる．オレンジ組織は，現

代社会で最も一般的な企業や組織の形態である．

目的達成が大きなテーマとなっており，感情をほ

とんど挟まない利益追求を目的とする．ティール

組織は，グループのメンバー同士が信頼で結びつ

き，指示や命令なしに個々の能力を最大限発揮で

きる進化型組織といわれている．本研究では，主

にオレンジ組織とティール組織に注目し，この組

織形態を合わせて組織の管理パラダイムと呼んで

説明をする．(図 2) 

 

 

図 2 組織の進化形態 

(F・ラルー(2018）をもとに作成) 

 

3．2 学生グループ演習における組織の管理パラダ

イム 

レッド組織

弱肉強食 力による支配

グリーン組織

家族のような愛情 尊重

オレンジ組織

目的達成 利益追求

ティール組織

信頼 個々の尊重

アンバー組織

命令 集団行動



 

静岡大学情報学部行動情報学科の授業には，学

生のコンピテンシ向上を期待しているものが少な

くない．2 年後期の必修授業である Web システム

設計演習は，書店の経営状況を改善するために，

既存システムの改良や新システムの企画・設計に

関するグループ演習を行う．この演習では，演習

の目的，成果物，期限などは教師が指示するが，グ

ループ内での分担や運営方法については個々の学

生グループに委ねている．そこで，学生グループ

に組織の管理パラダイムの特徴が表れると仮定し，

組織ごとの特徴とコンピテンシの関係性が発見で

きるのではないかと考えた．さらに，組織の管理

パラダイムの視点を取り入れたコンピテンシ評価

方法を導入し，学生がより組織としての自分を意

識することで，学生のコンピテンシ向上を図るこ

とができると考えた． 

 

4. 組織の管理パラダイムに適合したフィード

バック方式 

 

4.1 経験学習のサイクル  

 D・コルブ(2014)は，具体的経験→内省的観察→

抽象的概念化→能動的実験の 4 段階のサイクルを

学習サイクルモデルとして提唱している．人材育

成の領域ではこれを「経験学習」と呼んでおり，実

際の体験や経験から行動を振り返ることで深い学

びを得ることができるとされている． 

 

4.2 本研究における学習サイクルと支援方法 

本研究における全体構造を説明する．丹羽(2017)

の報告によれば，学生のコンピテンシ向上には，

PDCA サイクルを適用することが適している．受

講生は，学習ジャーナルにおいて演習の学習目標

設定(P)を行い，Web システム設計演習を実施 (D)，

学習ジャーナルの記述による演習の行動実績の評

価(C)，フィードバック(A)を受ける． 

学習ジャーナルとは，「学習目標」「学習実績と

成果」「気づき/振り返り」「わからなかった用語な

ど」の 4 項目で構成されているレポートである．

学習ジャーナルの記述を元にコンピテンシ評価及

びフィードバック文章の作成を行う．(図 3) 

 

 

図 3 学習ジャーナルの構成 

 

次に，受講生の学習サイクルを支援するための

手法を示す (図 5) ．まず，表 1 と組織別コンピテ

ンシを利用して学習ジャーナルの記述のコンピテ

ンシ分析を行う(4.4)．それらを元に受講生の「組織

適合タイプ」(4.4.4)と「グループ特性」(4.4.5)を決

定する．また，丹羽(2017)の「ワード集」を組織の

管理パラダイムごとに分類した「パラダイムワー

ド集」(4.5.2)を作成する．フィードバック作成では，

「フィードバック文章シート」(4.5.4)を使用する．

なお，4.3～4.4.2 で述べるグループ編成とコンピテ

ンシ評価の方法については長谷川による方式(長

谷川 2013)を基にしている．4.5 で述べるフィード

バック生成は丹羽による方式(丹羽 2017)を基にし

ている．それ以外のものは，本研究で新たに組織

の管理パラダイムに基づいた項目で，フィード

バックの更なる改良を図ることとする． 

 

 

図 4 学習サイクルと支援方法 

 

4.3 グループ編成 

4.3.1 役割タイプの定義と判定 

コンピテンシ評価に先立ち，Web システム設計

演習のグループ編成のため，受講生の役割タイプ

を定める．(表 2) 

役割タイプは二年前期の必修授業である「情報シ

ステム基礎演習」において，自己評価及びグルー

プの他のメンバーによる他者評価を行い，双方を

加算した点数に基づいて役割タイプを判定する． 

 

 

学習ジャーナル

学習目標

演習を通じて修得を目指す「知
識」や「スキル」の記入

学習実績と成果

目標に対する学習実績とその成果
の記入

気づき/振り返り

目標に対する学習実績とその成果
の記入

わからなかった用語など

不明点の記入

Plan Do Check Action

演習の実施 学習ジャーナル記述 フィードバック学習目標設定

CPSフレームワーク

組織別コンピテンシ フィードバック
文章シート

コンピテンシ評価 フィードバック作成

パラダイムワード集

グ
ル
ー
プ
編
成

組織適合タイプ

グループ特性

ワード集



 

表 2 役割タイプ一覧 

 

 

4.3.2 役割タイプの評価 

 役割タイプアンケートは，評価対象者を自己評

価とグループメンバーからの他者評価の二方面か

ら観測する．またこのアンケートでは，複数人が

同じ役割であってもよいとした．「役割タイプ一致

度」を求め，自己評価と他者評価の中で最も高い

役割タイプをその対象者の役割タイプとした． 

 

4.4 コンピテンシ評価 

4.4.1 コンピテンシ評価方法 

「Web システム設計演習」において， CPS フ

レームワークを基にした学生のコンピテンシ評価

を行う．受講生が提出する「学習ジャーナル」とい

うレポートの記述の中から，表 1 の 3 軸 4 成熟段

階からなる計 12 項目について，学生の記述がその

項目のどこに当てはまるかを確認する． 

 

4.4.2 行動キーワード集 

CPS フレームワークに当てはまった記述を「行

動キーワード」と定義する．行動キーワードの蓄

積によって，レポート記述と CPS フレームワーク

との照合をより具体的に効率よく行うことが期待

される． 

 

4.4.3 組織別コンピテンシの定義 

 受講生が提出した学習ジャーナルの記述の中で，

組織の管理パラダイムの特徴がみられる記述を抽

出する．それぞれの特徴を示したキーワードを以

下のように定め，これに関連する記述があった場

合，その記述をオレンジ型，ティール型と定義す

る．これらを総称して組織別コンピテンシと定義

する．(図 5) 

 

 
図 5 組織別コンピテンシとキーワード 

 

4.4.4 組織適合タイプの定義 

 学習ジャーナル２回分の記述を組織別コンピテ

ンシより分類した後，受講生のタイプを決定する．

これを組織適合タイプと定義する．この組織適合

タイプは，オレンジタイプ/ティールタイプ/混合型

/その他に分類される．(表 3) 

 

表 3 組織適合タイプ 

 
 

4.4.5 グループ特性の定義 

グループ特性は，グループメンバーの組織適合

タイプによって決まる．Web システム設計演習で

編成されたグループごとに，組織適合タイプを集

計し，グループの中の組織適合タイプの多数派を

グループ特性とする． 

 

4.5 フィードバック作成 

4.5.1 コンピテンシレベル分類 

 4.4.1に従って過去学生のレポート記述のコンピ

テン評価を行い，点数に応じてレベル分けをする． 

 

4.5.2 パラダイムワード集作成 

 表 1 を利用したコンピテンシレベル別，内容別

に分類した過去学生のレポートの「ワード集」が

ある．これを利用し，組織別コンピテンシごとに

分類した「パラダイムワード集」を作成する．本研

究においては，受講生の記述をパラダイムワード

集に追加するとし，更なるフィードバックワード

集の充実を図る．パラダイムワード集では，表 1 で

あらわした 3 つの軸との関係と，4.5.1 で述べたコ

ンピテンシレベルを格納する． 

 

4.5.3 過去学生のレポート文例引用 

 4.5.2 で述べたパラダイムワード集を用いて，受

講生へのフィードバック文章を作成する．1 回目

と 2 回目の学習ジャーナルの中で，組織別パラダ

イムのキーワードに当てはまる記述に対して

フィードバックを行う．フィードバックワード集

から，同じ組織タイプ・役割タイプ・縦軸からレベ

ルを 1 ランク上の過去文例を引用した．(図 6) 

 

役割タイプ 説明

リーダー 全体方針・計画に基づき進歩を確認、メンバーを動かした

実務エキスパート 専門的な知識や技術を活かして能力を発揮した

調整役 チームの中で意見を調整し、グループワークが円滑に進むよう
采配を振るった

作業者 与えられた作業をこなすが、グループワークに対してあまり積
極的に参加しなかった

フリーライダー 作業や議論にほとんど関与しなかった。

その他 上記以外

オレンジ型 ティール型

意見・認識統一
役割分担
役割遂行

方向性の一致

共通理解
意見共有

個々の能力発揮
他者意見の吸収

意見尊重

組織別コンピテンシ 組織適合タイプ

オレンジ型,オレンジ型 オレンジタイプ

ティール型,ティール型 ティールタイプ

オレンジ型,ティール型 混合タイプ

その他 その他



 

 

図 6 過去文例引用方法 

 

4.5.4 フィードバック文章シートの作成 

 受講生のコンピテンシ分析と過去レポート文例

の引用後，フィードバック文章シートを作成する．

このシートは，4.5.5 のフィードバック作成におい

て利用する． 

  

4.5.5 テンプレートを用いたフィードバック作成 

 フィードバック文章は，以下のテンプレートに

当てはめて作成する．テンプレートは，丹羽(2017)

によるフィードバックテンプレートを新たに改良

する．特に，組織の管理パラダイムの視点を取り

入れた文章であることが特徴である． 

 図 7 の下部を上部のテンプレートに張り付ける

と，半自動的に文章が作成される仕組みとなって

いる．図中にある①と②は，学習ジャーナルの 1

回目，2 回目を意味している．(図 7) 

 

 

図 7 テンプレートを用いたフィードバック作成 

 

5. コンピテンシ評価とフィードバック実施 

 

5.1 役割タイプに基づいたグループ編成 

 前期の情報システム基礎演習で行った役割タイ

プを把握するためにアンケート調査を実施し後期

のWebシステム設計演習のグループ編成を行った．

客観的視点と多様性を養う目的で，グループに異

なる役割タイプのメンバーがいるよう編成した．

グループ編成は，以下の表のように行った． 

アンケートにより，男女比を考慮しながら，1 班

にできるだけ役割タイプが異なるメンバーを配置

した．(表 4) また，役割アンケートによるグルー

プ編成が妥当であったか，さらにコンピテンシを

主観的に評価するため，Web システム設計演習に

おいて受講生の行動を観察した． 

 

表 4  グループごとの役割タイプ人数 

 

 

5.2 コンピテンシ評価実施 

5.2.1 学習目標設定/演習実績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，4.4.1 に示

した手法により実施した． 

 演習実績のコンピテンシ評価は，学習ジャーナ

ルの「演習実績と成果」の項目に記述された文章

のレベルを把握し，そのレベルに応じてコンピテ

ンシポイントを付与する．学習目標設定における

コンピテンシ評価と異なる点は，記述のレベルに

応じたコンピテンシポイントの付与が行われるこ

とである．レベルは「低」「中」「高」と定め，それ

ぞれの評価基準は図のとおりになっている．(図 8) 

 

 

図 8 コンピテンシポイントと記述レベル 

 

5.2.2 気づきにおけるコンピテンシ評価 

 学習ジャーナルの「気づき」では，組織タイプに

関連のある記述に関して，演習実績におけるコン

ピテンシ評価と同様の方法で評価した．組織の管

理パラダイムに適合するような記述が数多く見受

けられたため，新たに評価の対象とした． 

 

5.3 フィードバック実施 

計 2 回の学習ジャーナルそれぞれでコンピテン

シ評価を行う．1 回目の学習ジャーナルは，ヒアリ

ングと要件定義が終了した段階で提出された．2回

目の学習ジャーナルは，ヒアリングを元にした情

報システムの提案発表が終了した段階で提出され

役割 レベル 記述 分野

調整役 普通 各々が図表を作成、改善する機会が多くあったが、
今自分が何をすべきか把握していないことがあった。

情報共有受講生

過去学生

＋1 ==or≠

役割 レベル 記述 分野

調整役 高い 自分が問題だと思う点を紙に書き出し、それをグ
ループの人たちと話し合うことで、理解する力が大
分身についた。

情報共有

Webシステム設計演習お疲れ様です。今回の演習では、NEC様と触れる機会が多く、
グループ活動を経験して学んだことが多かったのではないでしょうか。

Aさんは、学習ジャーナルにおいて「記述①」と記述しており、分野を意識したグ
ループ活動ができているようですね。これまでの演習において分野の面で優れた行動を
とったと思われる過去の学生さんは、「過去文例の記述①」という記述を残しています。

また、「記述②」とも記述しており、分野について優れた気づきができていると考え
られます。これまでの演習において分野の面で優れた行動をとったと思われる過去の学
生さんは、「過去文例の記述②」という記述を残しています。

Aさんのグループは、班の特性を大切にして演習に取り組んでいると考えられます。
チームの中で自分の強みを活かしながら今後の演習も頑張ってください。

今後の演習でのAさんの更なるレベルアップを期待しています。

Aさん

班番号 名前 役割 記述 分野 班の特性 過去役割 過去文例 項目

テ
ン
プ
レ
ー
ト

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

その他 合計

A1 1 1 2 1 0 0 5

A2 1 1 2 1 0 0 5

A3 1 1 2 1 0 0 5

A4 1 1 2 1 0 0 5

A5 1 1 1 1 0 1 5

A6 1 1 3 0 0 0 5

A7 0 1 2 1 1 0 5

B1 1 1 2 1 0 0 5

B2 1 1 2 1 0 0 5

B3 0 1 3 1 0 0 5

B4 1 1 2 1 0 0 5

B5 0 1 2 1 0 1 5

B6 1 0 2 1 1 1 6

B7 1 1 3 0 0 1 6

合計 11 13 30 12 2 4 72

レベル ポイント 記述内容

低 1 未達自覚
他者行動評価

中 2 改善策立案
改善/行動意志
リフレクション

高 3 達成評価



 

た．フィードバックは，2 回目の学習ジャーナル提

出の 1 か月後に受講生に受け渡した． 

 

5.4 フィードバックに対するアンケート調査 

 フィードバックが完了後，受講生へフィード

バックのアンケート調査を行う．このアンケート

では，フィードバックを受けた受講生の感想を調

査する．アンケート内容は，３つの質問と自由記

述欄で構成されている．フィードバックのわかり

やすさ，文章のぎこちなさ，自分自身とグループ

全体それぞれの演習への取り組み方について，5

段階評価をしてもらった．なお，アンケートは

71 人の受講生へ調査した． 

 

6. 組織の管理パラダイムに適合したフィード

バックの総合評価 

 

6.1 コンピテンシ評価の結果 

6.1.1 組織適合タイプの割合 

組織適合タイプについての結果では，まず受講

生全体の 44%がティールタイプと示された．Web

システム設計演習は授業の方針上，期日のうちに

所定の成果物を完成させることが求められるの

で ，オレンジタイプの学生が多いと予測していた

が，ティールタイプや混合タイプの割合が比較的

高いということが示された．(図 9) 

 

 

図 9 組織適合タイプの割合 

 

6.1.2 役割タイプと組織適合タイプの関係 

次に，役割タイプと組織適合タイプの関係につ

いて調査を行った．学生計 71 人に対して最も多い

役割は多い順に，調整役，実務エキスパート，作業

者，リーダー，フリーライダー，その他であった．

その他は，役割アンケートに回答せず，役割適合

タイプを決めることができなかった受講生として

いる．なお，役割タイプの横の数字は，その役割タ

イプの人数を示している． 

 リーダーは指示者ということもあり，最もオレ

ンジタイプの傾向が強いと考えられていたが，

ティールタイプが半分以上を占める結果となった． 

実務エキスパートはグループ全体の研究よりも自

分の能力発揮に注力する傾向があり，ティールタ

イプが多数と予想されていたが，オレンジタイプ

との差は少なかった．作業者は，与えられた作業

にのみ協力する傾向があるので，オレンジタイプ

が多いと予想されていたが，オレンジタイプが 1

人もいなかった．混合タイプとティールタイプが

およそ 1 対 1 の割合で存在することが分かった．

グループ活動にあまり積極的ではないタイプと思

われるフリーライダーは，ティールタイプの受講

生はおらず，混合タイプとオレンジタイプのみと

いう結果が示された．(図 10) 

 

 

図 10 役割タイプと組織適合タイプの関係 

 

6.1.3 組織適合タイプとコンピテンシ平均値 

組織適合タイプごとに，コンピテンシの総合得

点の平均値を調査した．コンピテンシ平均値が最

も高かったのは，オレンジ型であった． (図 11) 

 

 

図 11 組織適合タイプとコンピテンシ平均値 

 

6.2 アンケート分析結果 

6.2.1 フィードバックの指摘やアドバイスのわか

りやすさについて 

『フィードバックの指摘やアドバイスのわかり

やすさについて』は， 

28%

44%

25%

3%

混合タイプ

ティールタイプ

オレンジタイプ

その他

リーダー(11)

実務エキスパート(13)

調整役(30)

作業者(12)

フリーライダー(2)

その他(3)
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33%

18%

15%

27%

50%

50%

33%

18%

38%

30%

50%

33%

9%

8%

ティールタイプ 混合タイプ オレンジタイプ その他

16

13.75 13.48

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
点
数

オレンジタイプ 混合タイプ ティールタイプ その他



 

1．わかりにくい 2．少し分かりにくい 3．普通 

4．少し分かりやすい 5．分かりやすい 

の 5 段階で評価してもらった．その結果，60%の

受講生がわかりやすい，または少し分かりやすい

と回答した．また，昨年と比べてわかりやすさに

ついては 2%であるが低下している．(図 12) 

 

 
図 12 フィードバックのわかりやすさについて

のアンケート結果 

 

6.2.2 フィードバック文章のぎこちなさについて 

 『フィードバック文章のぎこちなさについて』

は， 

1．非常に気になる 2．少し気になる 3．普通 

4．あまり気にならない 5．気にならない 

の 5 段階で評価してもらった．その結果，69%の

受講生が気にならない，またはあまり気にならな

いと回答した．昨年と比較すると，文章のぎこち

なさが 37%低下し，より受講生が理解しやすい

フィードバックとなったと考えられる．(図 13) 

 

 
図 13 フィードバック文章のぎこちなさについ

てのアンケート結果 

 

6.2.4 その他 

フィードバックを受けた学生に対し、フィード

バックとグループ活動や自分自身の活動を振り

返って思ったことを自由に述べてもらった。また，

この質問への回答は任意である． 

 

・フィードバックを通じて、自分ないしグループ

の特徴を把握することで，よりグループ活動への

取り組みを反省することができた 

・過去文例が適切に抽出されていて非常にために

なった 

・グループの中で何を意識して活動していたのか

振り返り，次につなげることができたといった回

答が見受けられた 

・グループとしての自分の特性を把握したことで，

さらなる成長の機会となったと考えられる 

 

などの感想が得られ，フィードバックが受講生

のさらなる成長を促したと考えられる． 

また，グループの雰囲気を重視し，周囲と協力

して活動する学生が多くいることがわかった．

Web システム設計演習では，一人の知識や見解だ

けではシステムの完成に及ばないこともあり，組

織の中で自分の立ち位置や行動などを意識して取

り組んでいることが考えられる． 

 

6.2.5 学習ジャーナルフィードバックに関するア

ンケート結果の考察 

まず，今回のフィードバックは学生の高評価を

得ることができたと考えられる．『フィードバッ

クの指摘やアドバイスのわかりやすさについて』

では，受講生がフィードバックを深く理解してい

ることがわかった．しかし昨年と比較して，わか

りやすさについて 2％マイナスとなり，改善の余

地があると分かった．また，『フィードバック文

章のぎこちなさについて』は，丹羽(2017)の研究

報告において「気にならない」と回答した受講生

は 32%であったのに対し，本研究では 70%の受講

生が「気にならない」と回答しており，フィード

バック文章のぎこちなさについて大きな改善が見

られた．過去文例の引用の際，受講生の記述に対

してうまく当てはまっているかを確認したため，

このような結果となったと考えられる． 

 

7. 結論 

 

7.1 本研究の結論 
本研究は，学生のコンピテンシ向上を図るた

め，静岡大学情報学部の「Web システム設計演

習」において CPS フレームワークを元にしたコ

ンピテンシ評価，及び組織の管理パラダイムを適

合したフィードバックを実施した． 

 フィードバックは，受講生のコンピテンシ評価

と過去文例の引用に基づいて文章を作成した．ま

た，組織の管理パラダイムの視点からフィード

バックを行うことで，受講生に組織としての自分

24%
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を認識させ，これを今後の活動に活かす機会とし

た． 

最も多くみられた組織適合タイプは、ティール

タイプであった．期日までに所定の成果物を提出

しなければならないという Web システム設計演

習の構成上，目的達成型のオレンジタイプの学生

が多いと予測していたが，ティールタイプの 44%

と比べオレンジタイプは 25%であった． 

役割タイプと組織適合タイプとの関係におい

て，リーダーはティールタイプが全体の半数を占

めており，実務エキスパートはティールタイプと

オレンジタイプの割合が同じであった．調整役に

関しては，ティールタイプが最も多く，グループ

活動の中でメンバーの意見を尊重しながら円滑な

コミュニケーションをとる傾向が表れたと考えら

れる．作業者にはオレンジタイプがおらず，混合

タイプとティールタイプが同じ割合であると分

かった．グループ活動に消極的とみられていたフ

リーライダーは，混合タイプとオレンジタイプの

みということが示された． 

 また，オレンジタイプはコンピテンシ平均値が

最も高いという結果が示された．オレンジタイプ

は目的達成型の傾向があるため，5.2.1 で述べた

学習ジャーナルの演習実績におけるコンピテンシ

ポイントを多く獲得したことが要因と考えられ

る． 

 フィードバックに関するアンケート調査を行っ

た結果，フィードバックの文章のぎこちなさが昨

年のフィードバックよりも大きく改善された．こ

れより，フィードバックの理解度が高まったと考

えられる． 

 

7.2 今後の課題 

 今回は，役割アンケートを元に各々の役割を決

定し，それぞれの役割タイプが均等になるような

グループ編成を行った．管理パラダイムに適合し

た組織をグループ編成の段階で形成する方式も検

討したい．これは受講生が前もって組織を意識し

ながら活動をすることで，より大きなコンピテン

シの向上が期待できると考えたためである． 

 また，過去文例の引用の際，パラダイムワード

集からレベルの 1 つ高いものを選択したが，いく

つかの学生にとってはレベルの低い記述でもコン

ピテンシの向上が見込めるのではないかという文

例が多くあり，今後はレベルの高い低いにとどま

らず，学生のコンピテンシ向上が期待できるよう

なパラダイムワード集の充実を検討すべきである

と考えた． 

 最後に，コンピテンシ評価とフィードバック作

成の能率向上である．現在これらの作業はほぼ手

作業で行っており，多くの時間と労力がかかって

いる．しかし，自動化することによって，コンピ

テンシ評価やフィードバック文章の質の低下を招

く恐れがあるので慎重に進めるべきである． 
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