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第 1節	 スチューデント・イノベーショ
ン・カレッジ 2012 
	 本稿では、スチューデント・イノベーシ

ョン・カレッジ 2012(通称：Sカレ 2012）
での首都大学東京、水越ゼミの活動を記述

することを通じて、ユーザー起動型製品開

発の可能性を模索する。水越ゼミは本年度

を含め、すでに Sカレに 6回目（初回は参
加していないため）の参加となっている。

その都度それぞれに活動を行ってきたが、

特に 2011 年度の活動より、こうして活動
記録を記述している。詳しくは、水越(2011)
「ユーザー起動型製品開発の可能性	 スチ

ューデント・イノベーション・カレッジ

2011」『Opern Journal of Marketing』、
2011−4を参照してほしい。 
	 先の水越(2011)とは異なる記述方針とし
て、本稿は、活動と同時並行的な記述スタ

イルをとる。水越(2011)では、活動終了後、
回顧録的に Sカレを総括した。これに対し
て、本稿では、毎週行われるゼミ活動に合

わせて、活動概要を取りまとめることにし

たい。合わせて、個人的な感想や分析もま

た、その都度記録することにした。この利

点は明らかであろう。そのとき実際に何が

問題となり、起きていたのかをより詳細に

記述することができる。さらに、その際の

記述を通じて反省的思考を獲得し、次の活

動にその知見を活かすことができる。この

試みは、それゆえに教育実践としての可能

性も提示するはずである。 
	 初に、すでに水越(2011）でも確認して
いるが、簡単に Sカレの概要をまとめてこ

う。Sカレは、2006年より毎年実施されて
おり、複数大学がゼミ単位で参加するネッ

ト上での製品開発プロジェクトである。

2012 年度は 7 回目となり、参加大学は 22
大学 29 ゼミ、約 400 名が参加するプロジ
ェクトとなっている。参加学生は、約半年

の間に、テーマ選択にはじまって実際に製

品企画、プロトタイプの作成、プロモーシ

ョン活動を行い、 後にプレゼンテーショ

ン報告を行う。 
	 S カレの特徴は大きく 3 つである。第一
に、企業の協力のもと、学生たちのゼミ活

動の一環として行われる。第二に、「空想生

活」というインターネット上でユーザー起

動型製品開発を行うプラットフォームを利

用する1。第三に、活動後、特定の条件を満

たした製品については、その後実際に開

発・販売を行うということである。7 年間
で、すでに 10 製品が実際に販売されるに
至っている。 
	 その他、学生による運営委員会の設置や

空想生活の変遷、さらには協力企業の位置

づけやテーマについても特徴的な点はある

が、これらについては以降の記述の中で確

認していくことにしたい。 
 
第 2節	 開会式までの活動記述  
2.1.Facebookの利用  
	 S カレは、実質的にネット空間上で行わ

                                            
1 空想生活は、エレファントデザイン(現
CUUSOO SYSTEM)により提供されている。Sカ
レは、エレファントデザイン社の全面的な協力の

もとで当初より成立している。 
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れる。その活動の中心となるのは、空想生

活である。空想生活では、製品のプロモー

ション活動を行うことができ、支持者は、

投票や実予約をする。空想生活は実際の製

品開発に際して開発者と提案者を結び、そ

の仲介を果たす。 
	 空想生活に加えて、ただ近年ではソーシ

ャルメディアも充実し、ネット空間では多

様なプロモーション活動が可能になってい

る。Sカレでも、当初より、ブログや SNS
の利用、さらには youtubeに動画をアップ
ロードして製品の使用方法やシーンを提案

するといった試みが行われてきた。空想生

活でも、こうしたソーシャルメディアとう

まく連動できるサイト構築が進められてき

た経緯がある。 
	 本年度 S カレ 2012 では、全面的に
Facebook の利用が求められることになっ
た。これまでMLを用いて行われていた学
生への連絡についても、全て Facebook に
移行した。その理由として、空想生活自体

が Facebook との連動を強めていることと
もに、S カレ自体が、もはやこうしたソー
シャルメディアを抜きにしてはあり得なく

なっていることが挙げられる。すなわち、

Facebookの利用ができなければ、Sカレや
ネット上での製品開発など、もはやできよ

うがないというわけである。この点は、S
カレがこれまで以上にネット・リテラシー

を参加者に求めはじめていることを意味し

ている。 
	 なお、Facebookの利用については、その
他の目的として、学生間の結びつきを可視

化し、他大学を含めたコミュニケーション

の活性化も期待されている。社会的に利用

可能なプラットームが整備されつつあり、

これを利用することで、より効率的、効果

的にプロジェクトを進めようというわけで

ある。 
 
2.2.第一企画の制作  
	 本年度は、昨年度とは異なり、開会式ま

でに 初の製品企画を作成することが求め

られた。おそらく、これまで Sカレでは生
産を請け負う協力企業と学生チームとの直

接的な交流の機会が限られており、そのた

め、双方が必要な情報を欠いたまま 終プ

レゼンテーションの時期を迎えることが多

かったという点をふまえたものと思われる。

開会式では、協力企業と学生チームが全て

集まるため、この段階までに少しでも製品

企画のイメージを明確にしておくことで、

開会式での情報交換を円滑にし、以降の活

動をよりうまく進めようというわけである。 
	 この結果、5 月の段階からチーム分け、
および第一企画に向けた活動がはじまった。

また、本年度より、大枠の開発手順につい

ては、『1からの商品企画』をもとに行われ
ることになった。本書は、S カレを念頭に
まとめられたテキストであり、企画の探索

段階から始まり、 終的にはマーケティン

グ・ミックスの活動方法やプレゼンテーシ

ョンまでが網羅されている。今回の取組み

では、まずは開会式までに、探索段階から

初の企画案の構築が進められることにな

った。  
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	 『1 からの商品企画』によらずとも、

初の開発プロセスとしてはアイデア構築が

必要になる。アイデアを得る方法は実に

様々であるが、S カレでは、消費者の行動
を注意深く眺め記述するオブザベーション

が推奨されている。だが、オブザベーショ

ンにせよ、通常のマーケティング・リサー

チにせよ、重要になるのは、 初の問題意

識である。無心で消費者の行動を観察して

も、得られるものは何もないであろう。新

規学生チームの場合は、そもそも問題意識

となる枠組みがほとんど存在しない。そこ

で首都大学チームでは、今回はまずは過去

の Sカレで提案された製品について確認し、
各テーマがどのようなものであるのかにつ

いて認識を深めてもらうことした。  

	 この手法は、おそらく、賛否両論があろ

うと思われる。マーケティング・プランの

立案として言えば、このやり方は、まずは

(過去とはいえ)競合分析からはいるという

ことを意味するからである。オブザベーシ

ョンにしても、本来はこうした競合視点を

排除し、顧客を見つめることを 優先する

という思想に支えられていることは間違い

ない。ただその一方で、繰り返して言えば、

いかなる探索も、問題意識なくしては行い

ようがないように思われる。そこで今回は、

一度網羅的に過去の事例を確認してもらう

ことにしたという次第であった。  

 
2.3.過去の競合分析 2012.06.04 
	 チームによって、調べるべき過去の事例

の数は異なる。多いところでは 40 事例を

越えるが、少ないところは 10 事例程度で
あった。この違いは、テーマそのものがい

つから行われているのか、参加チーム数は

どの程度あったのかという点で異なってい

る。各チームの分析を簡単に確認しておこ

う。 
	 塩ビは、昨年度から始められたテーマで

あり、11 事例だけであった。だが一方で、
塩ビのテーマは塩ビを用いたスマートフォ

ンケースであり、一般の市場では実に多く

の製品が出回っている。これらを下にしつ

つ、新しい塩ビのスマートフォンケースが

求められることになる。11事例で特に評価
の高かった商品は、おしゃれさというより

は、持ち運びや収納に関してアイデアを付

け加えたものが多かったという。 
	 木工小物は、S カレでは も古いテーマ

の一つである。かつては皮小物といっしょ

になっており、30事例をこえる。実際に何
を作るのかについて自由度が高いが、置物

や、何らかのデザイン性を重視した製品が

多いという。一方で、木の特性を生かせて

いるかどうかについては議論の余地があり

そうであり、何を作るのかを決めてから活

動することが求められそうである。投票が

集まりにくいものとして，デザイン重視の

ものや、よくありそうなものが挙げられる

という。手のひらサイズということだが、

大きいものもある。 
	 コンパクト木工家具もまた、比較的古く

からあるテーマであり、40 事例をこえる。
こちらも対象が広いが、評価されている製

品をみてみると、収納に関するものが多く、



 

 4 

Open 
Journal of Marketing 

 

また、女性向けや 1人向けの製品が多かっ
たという。また、変形を意識した製品もあ

り、その変形を通じて、複数のターゲット

が使用できるようになっているというもの

もあった。投票されにくいものとしては、

おしゃれなものや、代替がありそうなもの

が挙げられるという。 
	 ネスレは人気のテーマでもあり、やはり

40事例を越える。今年度より対象が広がり、
キットカットに限らず、ネスレ全般の商品

についての通販方法が求められることにな

った(なお、その後修正があり、中間審査の
時点で、キットカットに限ることになった）。

キットカットのサービスについてはすでに

ネスレ自身の中で様々に議論されてきたテ

ーマであろうと思われ、企業側の要請も明

確である。ブランドとの関連づけが明確で

あり、利用シーンがはっきりとわかり、コ

ストなどについてもしっかりと詰めている

商品が評価されているようだということで

あった。あまり欲張らずにピンポイントで

使われているものも評価が高いという。 
	 後に就活アプリについては、昨年度か

らの新しいテーマであり、10事例程度が挙
げられている。昨年度は、スケジュール系

と交流系のアプリが多かったという。この

中から、ネットに寄せられたコメント数の

大小でわけてみると少し違いが見えてくる

ようであった。いうまでもなく、アプリは

S カレに限らずたくさん存在しており、広
く実際に使ってみながら必要なサービスを

考えていこうという。実際に就活を経験し

た 4年生にヒアリングすることが必要であ

ろうという議論もされていた。 
	 いずれの分析も、出発点としては一つの

きっかけになったように思われる。問題は

ここからである。アイデア創出の機会をど

れだけ広げることができるか、自分たちの

限られた知識にとどまらず、その外側に出

ていけるのかが重要であろう。 
 
2.4.初回プレゼンテーションの準備

2012.06.18 
	 前回から 1回の休講を挟んで２週間ぶり
のゼミとなった。2 週間の間に、各チーム
はそれぞれに作業を進めていたようである。

こちらで確認できる限りでは、塩ビチーム

が twitter 上でアンケートを行い、すでに
150 票ほどを集めたという。アンケートを
みる限り、探索的調査であり、深い分析を

する形式を取っていないが、フリーの記述

欄も用意され、いろいろなコメントを得ら

れたようである。以下では、この 2週間の
作業も含めて、進展を確認していくことに

しよう。 
	 まず、冒頭の塩ビチームは、アンケート

だけではなく各自にオブザベーションを行

ったという。チームとしても集まり、企画

を練ることができた。オベザベーションで

は、特に電車内や改札口でのユーザーの行

動を捉えた。結果、多くの男性がスマホを

片手で利用しているが、女性もまたその傾

向があること、さらにはスイカなどのカー

ドをスマホケースに入れているユーザーが

確認できた。 
	 近年であればお財布ケータイもあり、必
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ずしもカードとケータイを組み合わせる必

要はない。けれども、彼らの分析によれば、

カードはカードとして別にしておきたいと

いうニーズがあるのではないかということ

であった。また、そもそもお財布ケータイ

の使い方をよくわかっていない人も多いの

ではないかということであった。 
	 以降の分析では、オブザベーションとア

ンケートの結果をもとに、多くのアイデア

を考えること、更には改めて既存のケース

の調査などを進めることが検討されていた。 
	 木工小物チームは、事前の打ち合わせな

どは集まることができず、各自で小物店を

回るといった程度だったという。そこで、

ゼミでは外出し、小物店をみんなで見に行

き、どういう商品があるか、どういう商品

が人気なのかを見て回った。結果として、

メッセージ系の強いもの、照明に関わるも

の、子供に関わるものといったさまざまな

アイデアが提示されていた。 
	 木工小物は範囲が広い。そのため、具体

的に何を作るのかということを少し考える

必要があることは間違いない。問題解決と

いう方向から考えを始めるのが難しいのか

もしれない。考えてみれば、一方向で開発

が進むことはまれであろう。行ったり来た

りしながら少しずつ話は進んでいくという

ことを改めて感じた。 
	 コンパクト家具チームでは、一人暮らし

の学生のアパートを回り、収納状況をチェ

ックするというオブザベーションが 8人に
対して行われた。汚れている部屋もあれば、

片付いている部屋もあったという。汚れて

いる部屋をきれいにできる収納の仕組みが

必要ということであったが、同時に、きれ

いにできている人たちがどのように整理を

しているのか、そこから良いアイデアを取

り出すという方法も模索されているようで

あった。問題点を発見することよりも、改

善方法自体を日常の中から発見するという

方法の方が有益であろう。 
	 アンケートも追って行いたいということ

であり、授業中でのサンプリングの依頼も

あった。ただ、アンケート自体は後からで

もやることになるであろうから、今はもう

少し簡易な形の方が良いのではと提案した。

その後具体的な商品のサイズなどが検討さ

れていたが、その前にコンセプトをしっか

りと考えた方がいいようにみえる。 
	 ネスレチームは、通販ということもあり、

探索的なアンケートやオブザベーションを

経ずに直接アイデアの発想を試みていた。

現実問題として、この方法は他の商品につ

いても当てはまる。どんなに探索的であろ

うと、出発点なくしては調査のしようがな

いはずである。 
	 いくつか興味深いアイデアを聞くことが

できた。一つは、インスタントコーヒーを

カレンダーにはりつけ、30日分のパックを
作成するというものである。カレンダーの

日付には、自分なりの写真や言葉をネット

上で申し込むことができ、それが印刷され

た形でカレンダーは作成される。カレンダ

ーの日付の上に置かれるコーヒーのパック

は、１日ごとに異なっており、1 回分ずつ
飲むことができる。このアイデアはコーヒ
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ーが好きだという学生による。彼女はイン

スタントコーヒーをよく飲むのだが、大き

なサイズのものはどうしても飲みきる前に

味が変わってしまう。一回ごとにパッケー

ジにされている方がありがたいのだという。

さらに、同じ味をずっと飲むというよりは、

時々変えたいということであった。もう一

つのアイデアとしては、ネスレでは実現し

にくいとしながらも、ケータリングも検討

されていた。コーヒーとご当地料理などを

組み合わせたケータリングをネットで引き

受け、場合によっては料理人が出向くとい

うことであった。興味深いアイデアであっ

たが、異なるビジネスモデルが必要になる

かもしれないと思われた。 
	 追ってアンケートも考えるということで

あった。アンケートを先行して行ったチー

ムがあり、その方法に引きずられている可

能性がある。 
	 後に就活アプリチームは、何人かに簡

単なインタビューを行ったということであ

る。Facebookを使っているユーザーが限ら
れていることもあったが、ひろくアプリと

いう場合には、やはり就活ではカレンダー

系の利用が多かった。ES の締め切り日な
どを知らせてくれるような機能が求められ

ているという。こちらもアンケートの実施

を企画していたが、その前に内容を絞り込

む必要性があるであろうことを指摘した。 
	 その後、カレンダー系のアプリについて

は、いまだに手帳を利用し、紙にこだわる

ユーザーが多いのではないかという指摘が

なされた。そこで、アプリを先に考えるの

ではなく、就活生の手帳を先ずは調べるこ

とが有効ではないかという話になった。手

帳の入手方法が検討されるとともに、その

写真を集めることになった。首都大学生に

ゼミごとに直接アプローチする方法が模索

されていたようである。 
 
2.5.事前活動最終日  2012.06.25 
	 いよいよ週末に開会式を迎えた 25 日に
なると、各チームで進行について少しばら

つきが現れてきたようにみえる。アイデア

やコンセプトの良さは今は問えないとして

も、その良さについてこだわろうとするチ

ームと、ある程度の方向性のもとで、開会

式用の報告資料(ポスターセッションのた
め、模造紙に直接コンセプトやその根拠を

記載し、発表する)を作成するチームに分か
れた。 
	 もっとも作業が進んでいたのは塩ビスマ

ホチーム「NIC」である。アイデアそのも
のは一般的ともいえるが、着せ替えのでき

るケース、ICカードを入れることができる
とともに、具体的な着せ替えのデザインに

ついては、自分で好きな写真を絵を挟み込

めるようになっていることが特徴であると

いう。アイデアについてはアンケートを先

に実施しており、その内容をもとにしてい

る。 
	 すでに金曜日の段階には方向性を固め、

模造紙に書き込みを始めている。ほぼ書き

込みも完成しており、色を塗る余裕もみら

れた。実際はどうかはわからないが、進ん

でいる、作業できているという感覚を持ち
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やすいのではないかと思われた。 
	 もう一点、塩ビチームはとにかくソーシ

ャルメディアの利用にも長けているように

みえる。メンバーの一人が、もともとツイ

ッターを活用していたことが大きいようだ。

チームアカウントをさっそく作成するとと

もに、ブログも開設したという。ブログの

更新に合わせて、ツイッターで更新情報を

発信していくという組み合わせを考えてい

る。すでに、水越ゼミの 3期生がブログを
みてくれ、コメントを寄せてくれたという。

動く中で新しい方向性や関係性が生まれて

いく。やり方としては大事だと思われた。 
	 次に進んでいるようにみえたのは、カレ

ンダーとコーヒーを組み合わせるネスレチ

ーム「Shakerato」である。すでに前回の
段階である程度具体的な商品が考えられて

いたが、今週までにアンケートを実施した

という。 
	 アンケートでは、おおよそ 50 名に対し
てネスレに対するイメージや、どういう商

品が必要かについて調査を行った。資料を

みるかぎり、アンケート調査というよりは

質問項目を決めた上でのインタビューに近

い。 
	 意外な発見としては、ネスレという会社

自体を知らない学生が多かったという。ま

た、ネスレ自体は知っていても、何を売っ

ているかということになると、コーヒーと

チョコぐらいしか認識はなかった。また、

学生の中でも、本格的にコーヒーメーカー

で作るという人がいることもわかった。安

らげる時間とコーヒーを結びつけている学

生もいた。 
	 こうした調査をもとにして、改めてコー

ヒーとカレンダーをうまく結びつけた商品

の企画を考えているという。方向性はこの

ままでいくとして、もう少しターゲットの

絞り込みを考えてみるように指示をした。

実際問題として、プレゼントで買ってもら

うなどを考えているということであったが、

誰が買い、誰に贈るのかで具体的な中身も

変わってくるはずである。 
	 なお、彼らは授業開始前に模造紙にまと

めた結果を書き始めようとして、１時間半

経ち、結局彼らは１文字も記入することが

できなかった。一種の清書のようにもみえ

る作業と、これまでの考えるという作業の

間には大きな断絶があるのかもしれない。 
	 以降の進捗については、ほとんど同じ程

度であった。就活アプリ「Tricolore」チー
ムは、カレンダーアプリを作るということ

で大枠の方向性を決めていた。アンケート

調査も行い、紙とネットで 40 票ほどを集
めたという。その中では、やはり ES の管
理をしたいという要望や、具体的にデータ

をうまく保存するために自分宛にメールを

送るなどしている学生がいた。ただ、現実

問題として、アプリなどの機器を特に用い

ず、紙を使っている学生が多かった。 
	 また、前回の議論を受け、就活手帳を写

真に撮って分析するという方法も進められ

ていた。ただ、具体的な分析はこれからで

あり、また収集できた数についてもまだ限

られているということであった。プライバ

シーも関わるため、そう簡単にデータは集
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まらないのかもしれない(逆にいえば、そう
いうデータにこそ集める価値はある)。 
	 いうまでもなく、カレンダーアプリは類

似が多い。彼らの調査でも、Evernote や
Dropbox を実際に使っている学生も多く、
ツールとしてはずいぶん重なっている可能

性がみえていた。こうした類似製品との違

いをどれだけ見つけられるのか、特徴を説

明できるようにする必要があることを確認

し、アンケートや写真から見つけ出せるか

が大事であろうと思われる。 
	 コンパクト家具チーム「MOKKOM」は、
前回はオブザベーションをひとまず終えて

いたが、その中から具体的にどういうアイ

デアを取り出せばいいのかを迷っているよ

うであった。散らかっている玄関をきれい

にまとめたい、そういう商品を考えたいと

いうことで、靴と傘の収納棚を検討してい

た。 
	 行き詰まりであるようにもみえた。靴と

傘の収納は、それ自体が平凡である。たと

え組み合わせるにしても、新結合とは到底

いい難い。 初の選択よりもその後の発想

が大事であるとしても、これまでの経験か

らすると、もう少し何か別の方策を考える

必要がありそうである。 
	 彼らに対しては、オブザベーションをせ

っかく細かくしているのだから、その中か

ら問題点(散らかっている)だけを発見する
のではなく、むしろその問題をちょっとし

た工夫で解決してしまっているアイデアを

うまく発見したらどうかと提案した。考え

てみると、オブザベーションとして重要な

ことは、一種の違いを見つけることなのか

もしれない。一方で散らかっている部屋が

あり、一方で片付いている部屋がある。こ

の違いに気づいたときに始めて、そこに何

かが生じており、解決されるべき問題と、

解決される方法が一緒に見つかることにな

る。 
	 この論点は、学生のオブザベーションが

なかなかうまくいかないという問題を補完

するかもしれない。いうまでもなく、学生

のオブザベーションがうまくいかないのは、

学生に問題を解決する知識や能力がないか

らである。だが、だからといって知識や能

力を彼らに与えねばならないとすれば、本

末転倒であろう。 
	 おそらく、とにかく「違い」を見つけ出

せばよい。そのときには、すでに問題と解

決方法(の手がかり)が一気に見つかるはず
である。具体的にそういう状況がどういう

状況であるのかをすぐに説明することは難

しいが、一つの可能性であるように思われ

た。 
	 後に、同様に進捗で苦労しているよう

にみえたのが木工小物チーム「わくわく」

であった。こちらも選択肢が広く、さらに

問題として、これからアンケートをすると

いったプランを立てていた。何をすれば良

いのかまだみえておらず、結果として不要

な作業を時間つぶしとして発見してしまっ

ているように思われた。 
	 すぐに実際に見に行ってきたらどうかと

提案した。頭で考えていたり、仮説なくア

ンケートを作ってもうまくいかないだろう。 
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	 ただ聞いてみると、ケーブルをうまくま

とめるケースを作りたいという。その理由

もはっきりしなかったが、とっかかりとし

ては重要であるように思われた。 
 
2.6.追加作業 2012.06.28 
	 ゼミ活動とは別に、追加で 28 日に教室
を開放して作業を行った。すでにチームご

との作業は進められており、任意の作業だ

がすべてのチームが集まった。基本的な作

業はポスターの作成である。 
	 ポスターの作成は基本的に手書きとなる。

近年ではおそらく手書きの作業は減ってい

るとともに、みんなで絵を描くという機会

も大学生になればほとんどないだろう。そ

の意味において、ポスターの作成は作業そ

のものが楽しく、またチームの結束力にも

貢献しているようにみえた。 終報告はパ

ワーポイントを用いたパソコンでのプレゼ

ントなるわけだが、紙に書くことには別の

価値があるとも言えそうである。 
  
第 3節	 Sカレ開会式  
	 学生だけで約 380人が集まることになっ
た開会式は、とても盛大な会になった。会

場となった日本大学の教員スタッフを含め、

学生委員を中心にしてプログラムが用意さ

れ、本格的な運営がなされているようにみ

えた。受付はテーマごとにわけられ、その

まま教室でポスターセッションの準備を行

ってもらう形を取った。 
	 先の述べた通り、本年度は、昨年度とは

異なり、開会式の段階で企画案のポスター

セッションが行われる。各チームがそれぞ

れに事前に企画案を立て、短い時間の中で

報告を行ってもらう。 
	 以下では、参考までに、著者が担当し、

全ての報告を聞いた学習支援アプリを中心

に記述を行うことにしたい。学習支援アプ

リを選択したチームは全 11チームであり、
首都大学からの参加はない。12 時 30 分か
らの開始となったが、すでに 12 時の段階
で 9チームがポスターの準備を終えていた。 
	 カラフルなポスターが制作されているよ

うにみえるが、中には印刷された形のポス

ターセッションも用意されていた。大学の

設備であろうが、手書きではないというと

ころは興味深い。また、基本は白地に色ペ

ンで記入されていたり、あるいは写真が張

られているなど工夫がされている。色のつ

いたシートに記入しているチームも見られ

た。総じて文字の量が多く、少し距離を取

るとみえないポスターが多い。報告の状況

をイメージできない分、フォントサイズを

どうするのかははっきりとわからなかった

といえる。 
 
3.1.学習支援アプリ：各チームの報告  
①学習計画 
	 ７人に対するグループインタビューを行

い、勉強の際に起きる問題について確認を

した。ノルマ管理やライバルの存在、成長

がなかなか目に見えにくいといった問題を

解決する必要があると感じたという。そこ

で、学習計画アプリ、ノルマ達成度可視化

アプリ、さらには仲間と高め合えるアプリ
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を検討した。これらは三位一体であり、そ

れぞれを統合することによって、学習に意

欲が高まるであろうことが確認された。個

人的には、よくあるサービスであり、どの

ような意味があるのかを検討する必要があ

るだろう。さらに、具体的に言えば、どの

ようなことができるのかという問題がある

と思われた。 
②ゲーム 
	 ゲームやクイズを盛り込んでいこうとい

う意見がチームメンバーの検討で 初に出

たが、簡易的なアンケートを通じて、新し

い可能性を確認し直した。20 名強に対し、
そもそも何のために勉強するのかを聞き、

学習に際しては必ずといってほど目的があ

ることを確認した。逆にいえば、学習それ

自体を目的にするという学生はいなかった

ということであろう。さらに、現状どうい

うアプリを利用しているのかを確認し、

LINE などが利用されていることが分かっ
た。 
	 さらにアンケートしてみると、意外にも、

勉強を楽しいと思ったことが何回かあると

いう人たちが多かったという。とすれば、

単にゲームで追加的に楽しくするというこ

とではなく、改めて、目的をはっきりさせ

ることができるアプリを検討しようという

ことになった。その具体的な方法がこれか

ら求められるということであろう。 
③ゲーム 
	 すでに自身は 9つ学習アプリを持ってい
るが、実際問題として、利用していないと

いう。その理由をアンケートを通じて考え

ることにした。40名強に聞き、そもそも他
のアプリを開いてしまうため、結局学習ア

プリを開く機会がないことを確認した。 
	 そこで、よく使うアプリである写真やゲ

ームと組み合わせたらどうだろうというこ

とになった。特にやはりゲームを採択し、

ゲーミフィケーションから考えることにし

た。ゲームの仕組みとして国取りゲームの

形を取り、テキストを一つ読むと、一国与

えられるというような形を取る。また、実

際の旅行とも連動し、行きたい国の知識が

高まるという。 
	 国取りゲームの形は今日ではよく見られ

るものであるが、ゲーミフィケーションと

いうこちらも流行の議論を取り入れるなど、

よく調べられているという印象を受けた。

発表についても非常に準備されており、注

目を集める工夫がなされていた。 
④問題集 
	 学習アプリの特徴を確認し、ヒアリング

を行った。その上で、そもそも起動させる

ことや、友人との連携などが必要であろう

と考えられたという。 
	 時々強制的に問題が送られてきて、これ

に答えないとペナルティが与えられるとい

うアイデアを考えた。ただ、こうした方法

はうっとおしさもあるため、うまく iphone
上にバルーンで表示させるといった方法を

追加するという。コンセプトとして、報告

後の自習を考え、緩く仲間ともつながれる

という形を追求することにした。友人のつ

ぶやきなどが聞けたり、得点がわかるとい

う。 
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	 なるほど興味深いが、正直、別にアプリ

である必要性は感じない。勉強の進捗を友

人と共有するというのはいったいどういう

状況なのだろうか。自分たち学生をターゲ

ットにしながら、自分たちの勉強方法と一

致しているかを考えた方がいいだろうと思

われた。ただ、報告には劇も組み込まれ興

味深い。 
⑤情報管理 
	 学習にスマフォをどのように利用してい

るのかを確認することから始めた。約 100
人に対してアンケートを行った結果、78%
が学習にうまく利用したいと考えたという。

その際には、さらに、講義の情報をうまく

集約したい、将来的にも利用したいという

コメントがあった。 
	 授業を録音することや、英語の単語を調

べられるアプリなどを考えたが、それより

もデータの管理を行うアプリが重要であろ

うということになった。共有機能なども追

加することで、多くのユーザーで利用でき

るようにした。レジメをカメラで撮影し、

文字部分を読み取り、自分なりのノートと

してつくりあげることができる。 
	 アンケート調査を男女で比較し、女性の

方が学習アプリを利用するという。マクロ

ミルでも同様の分析結果が見られた。こう

した分析結果から、おしゃれさを追求し、

具体的な UI についても検討したという。
この点は非常に興味深い。おそらくアプリ

の成否は UIであろうと思われた。 
⑥電話 
	 ３人にデプスインタビューと観察法を行

った。LINE と Facebook を利用している
ユーザーが多いという。その上で、授業風

景を観察すると、授業開始直前になり、来

ていない学生に対して電話したりメールす

る風景が見られた。この理由は、多分授業

が面白くないからであろうと考えた。 
	 また、学生生活とうまく連動し、２年生、

３年生となるごとにアプリ自体が成長して

いくというコンセプトを考えたらどうだろ

うかということになった。ユーザーの生活

が変わり、それにあわせられるというわけ

である。 
	 他のチームにはない現実世界にユーザー

を引っ張りだすというアイデアで興味深い

が、アプリである必要性が分からないとい

う課題は残ったように思われる。 
⑦ゲーム 
	 インタビュー法を用い、デプスインタビ

ューを通じて学習方法やアプリの使用状況

を確認した。やはり、SNSやゲームが利用
されていることが分かった。具体的にはベ

イカリーストーリーなどが利用されている

という。メッセージが来ることや、リアル

タイムでゲームが進行するためにちょくち

ょく見てしまう。その他、カメラや新聞も

利用されているようだ。一方で、学習アプ

リを利用している学生は少ない。現状では、

マルバツや選択アプリが多い。 
	 そこで、SNS上に学んだ内容をアップロ
ードし、共有できるサービスを考えた。ま

た、目覚まし時計などと連動し、難問かと

かないと時計が止まらないという。さらに、

経営のシミュレーションゲームについても
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考えた。 
	 これらのなかから、経営シミュレーショ

ンゲームを元に、１からの店舗経営を考え

たという。仕入れ、売上、商品企画などを

するアプリだと言う。これに１からシリー

ズの他のデータを連動させられるようにす

る。規模感のある一個のゲームであり、開

発は難しそうだ。 
⑧Sカレ 
	 インタビューを行い、いくつかの発見が

あった。第一に、学習アプリは継続しない

ことがわかり、むしろ、継続されなくても

よいのではというアイデアを持ったという。

また、S カレそのものについて興味を持つ
学生が多かった。その他、観察してみると、

教科書を準備していても読まずに於いたま

まと言うことが多いこともみえてきた。 
	 これらを元にして、たくさんのアプリ案

が生まれたが、その中から、やはりビジネ

スコンセプト応援アプリ(スケジュール管
理)を考えたという。活動記録そのものが残
せるというアプリになる。S カレそのもの
のためのアプリのようにもみえた。 
⑨情報提供 
	 『１からの戦略論』が実際に利用されて

いる授業に参加し、どのように学生が授業

を受けているのかを観察した。すると、ノ

ートを持っている学生が多いのみならず、

教科書を講義内容にあわせながら開き、直

接書き込んでいるという学生もいた。逆に、

全く教科書を見なかったり、ペラペラと比

較しながら使っている学生がいた。また興

味深いことに、事例は聞いている学生が多

いが、理論の説明になると飽きてしまい、

ケータイで遊び始めるユーザーが多いこと

が分かった。 
	 これらから楽しくということで、ゲーム

がいいのではということになった。またポ

イントがたまると生協のクーポンがもらえ

ると良いという。また、ゲームでの成長が

見られた方が良い。さらに、章に関連した

新聞記事などが講義後に送信されてくると

いう仕組みが面白いと考えた。 
	 後の記事の送信が興味深かったが、具

体的な送信データを準備しなければならな

い。こうした仕組みをどのように構築する

のかを考える必要があるだろう。日経新聞

などのステイクホルダーを取り込んだら良

いのかもしれない。いずれにせよ、本を売

った後に同サービスを提供するのかという

点で重要な視点を提供しているようにみえ

る。 
⑩情報管理 
	 デプスインタビュー、観察法を用い 2つ
のアイデアを考えた。先ずは、レジメ管理

編集アプリである。レジメが多くなりすぎ

ると処理できず、また写真を撮る学生もお

り、彼らに問題を聞いた。柔軟な編集をし

たい学生が多いようだ。パレット機能など

を実装することで、いろいろと書き込みが

しやすい。さらに、教諭機能や印刷機能も

付けるという。 
	 もう一つは、学習をサポートするという

アイデアを考えたという。ただ使ってもら

わねば仕方が無いということで、シャボン

玉の形で待ち受け画面に表示される機能を
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考えた。 
⑪情報管理 
	 観察法とインタビュー法を用いた。観察

して分かったことは、ひたすら教科書を見

たり、書き込んだり、メモをしている学生

が多かった。これらを取り込み、時間をう

まく使えるような機能を搭載したアプリを

考えたという。電子書籍にマーカーをひき、

ノートに転記できる。ただこれ自体はすで

に類似品があるため、さらに、音声発音な

どの機能もつけたという。声で答えること

もできたり、読み上げてもらったりできる。 
⑫評価 
	 報告後、担当メーカーから総評が行われ

た。大きく 3つの点を検討してほしいとい
うことであった。第一に、多くのチームで

つながりが重視されていたが、具体的にど

ういうものなのかはよくわからなかった。

特に SNS 的なつながりなるものがどうい
うものであり、学習にとってどういう意味

があるのかという点についてよくわからな

かった。誰とつながるのか、どうやってつ

ながるのか、改めて考えてみるとどうだろ

うというわけである。 
	 第二に、一つのチームが提案した案とし

て、今だけではなく、将来的に学習できる

という視点は大事だと思ったという。学生

時点で利用することはもちろんだが、その

後も何かの形できるアイデアが必要である。 
	 後に、学習の成果がどのように測定可

能なのかという点についてはっきりしてい

なかったという。それは単なるテストの点

数づけというだけではなく、すべての学習

を含み込みうるような成果をうまく測定で

きるようになり、取り込めるようになれば

良いということであった。探索、およびア

イデアとして可能性が もあると思われた

のは、3番目の報告であったという。 
 
3.2.ポスターセッションでの成果  
	 首都大学のチームはどうだったのだろう

か。報告後に確認した限りでは、なかなか

厳しい指摘を受けたチームが多かったよう

である。これは、まだ各チームに商品企画

のノウハウがなく、また、何を作ればよい

のかについても問題が共有されていないと

いう点において当たり前のことであるとも

いえるだろう。 
	 通常の商品企画であれば、複数のステイ

クホルダーは密接に連絡を取り、お互いの

問題点や課題方法をすりあわせていくだろ

う。本活動では、メーカー側の負担を減ら

すためにも、これまではメーカーと学生の

接触が極力抑えられてきた。この仕組みの

対応として、開会式などでの積極的な積極

が可能になったのだった。だが、テーマや

所属大学に応じて、その効果は異なったも

のとなったかもしれない。 
	  
第 4節	 開会式から夏期休暇  
4.1.開会式後の再出発	 2012.07.09 
	 ネスレチームは、コーヒーをベースにカ

レンダーとの組み合わせを提案したわけで

あるが、カレンダーについて付加価値があ

るのかどうか、さらにはオンラインで販売

することの理由との関係性が問われたとい
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う。また全体として、論理の飛躍のあるチ

ームが多く、その精緻化が求められた。具

体性や実現性のめどが立つものが求められ

ていると同時に、夢のある企画も期待され

ていた。両立は決して容易ではない。 
	 就活アプリチームは、スケジュール管理

のアプリを考えたが、すでにこうした企画

はたくさんあるため、新規性がないだろう

ということであった。今回は Facebook 上
でのアプリということで、その特性を生か

すとともに、同時に、できるだけ拡散やシ

ェアを期待できるようなアプリが期待され

ているという。こちらも、両立は決して容

易ではない。 
	 木工小物チームは、ケーブル収納ケース

を考えたが、想定しているよりも小さな物

が期待されていたという。同時に、機能美

のようなものがもとめられており、ケーブ

ル収納ケースという実利性とは別の形が求

められていると感じられた。具体的にどう

いうものにしていけばいいかは、これから

考え直すということである。機能性と美し

さをかねあわすことは、当然難しい作業で

ある。 
	 コンパクト木工家具チームでは、コンパ

クトマガジンラックが企画された。机の側

面に取り付け、必要に応じて机の下側に収

納できるスカートのような商品である。こ

れに対しては、具体的な取り付け方がみえ

にくく、具体性が欠ける点が指摘された。

できるだけ実現的なものがいいようだ。 
	 塩ビチームは、着せ替えのケースを考え

たが、まずもって、塩ビは想定とは異なり

柔らかいこともあり、アイデアの変更が必

要になった。他チームを見ても、香りをつ

けるなどさまざまな案が提示されており、

これらを参考にしたいということであった。 
	 企業ごとの期待が異なるため、コメント

に共通性を見出すことは難しいが、総じて、

基本的には両立しずらい問題を解くことが

求められているように感じる。実現性と夢

のある企画は当然難しいし、Facebookのよ
うなソーシャルメディアが拡散性を持って

いるのかどうかもよくわからない。さらに、

機能と美しさもそう簡単には両立しないだ

ろう。これらの問題にいかにして答えるの

かは、まさに現実のビジネスの問題そのま

まであり、実際的な課題に各チームは取り

組んでいることが分かる。よくも悪くも、

この問題は問い直さない限り解けないだろ

う。 
	 以上の振り返りのもとで、改めて各チー

ムは規格の練り直しを始めることになった。

まずネスレチームは、コーヒーという選択

肢そのものがなくなったため(お菓子とい
う選択しかなかったことが別途判明したの

だった)、パーティグッズとしてお菓子をま
とめて売るというアイデアを考え始めてい

た。このやりかたは、いわゆる詰め合わせ

お菓子の延長線上にあり、既に他社も含め

様々に行われているという。しかし、ネス

レならではの特徴を加味することができれ

ば、在庫品をうまく取りまとめて新しい価

値を提示できるという点で面白い視点だと

いえた。個人的にみて、先のインスタント

コーヒーとカレンダーを組み合わせるアイ
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デアにしても、このチームのアイデアその

ものは興味深く感じられる。後はどこまで

先に進めるかという点にあるようにみえる。 
	 アプリチームは、スケジュール帳をやめ

るということで、一からの練り直しが求め

られていた。就活で利用していた手帳の写

真についても破棄してしまうようである。

正直もったいないと感じたが、それはそれ

で改めて別の方向性を考えるという手もあ

る。企業側の希望として、アプリそのもの

というよりも、アプリを通じてマイナビを

知ってもらうことや、共有されてシェアさ

れることが求められているという。インパ

クトが求められていると感じたようである。

あわせて、実際の画面が重要であると認識

したという。いうまでもなく、アプリは UI
の重要性が非常に大きい。実際にプロトタ

イプをつくることが出来ない以上限界は見

えているが、意識としては重要であろうと

思われた。 
	 木工小物は、既存製品を見に francfranc
にいったようだ。こちらもケーブルケース

については断念し、改めてアイデアから考

えるということであった。また、開会式で

の発見として、そもそも企業側が求める木

工小物がどういうものであるのかを知った

という。基本的に一つの木をくりぬくとい

う技術が基礎にあるようだ。例えば、本棚

のように複数の板を組み合わせるという技

術とは異なっている。この点から考えると、

木工小物の位置づけは大きく変わることに

なるだろう。開会式で各チームが早い段階

で発表し合ったからこそ発見できた事実で

あった。少なくとも過去数年にわたり、こ

の技術は理解されていなかったように思わ

れる。 
	 コンパクト木工家具チームは、机の下に

引っ掛けられるスカートタイプの板を想定

していた。これについては、先に見たよう

に具体的にどのように引っ掛けるのか、必

要に応じて収容するのかという技術的な問

題が指摘されていた。解決方法がみえてい

ないのだが、少なくともそれはユーザーへ

の観察というよりは、既存製品で類似した

機能を確認し、その技術を学ぶことが早道

であろうということを確認した。その上で、

特に技術的に複雑になると思われるスカー

トの収納については、そもそも不要なので

はないかと指摘しておいた。この場合、机

の側面に張り付ける技術だけを考えればよ

い。また、稼働がなくなることで、板の形

も変えることが出来るはずである。 
	 塩ビチームは、ゼロから企画を練り直し

ていた。興味深いことに、マインドマップ

やロジックツリーを用いた分析を始めてい

た。この手法がどこまで生かされるのかは

わからないが、何かの示唆を提示するのか

もしれない。塩ビの機能として、開会式で

説明されたという安価、防水性、それから

カラーという三つをもとにして、特に防水

性に注目してその利用シーンを模索してい

るようであった。一つには、お風呂などで

の防水、もう一つは料理中の防水が考えら

れていた。特に料理中については、近年で

はクックパッドなどを見ながら調理すると

いうユーザーも増えているということで、
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何かアイデアがあるのではないかという点

が議論されていた。観察が有効かもしれな

い。 
 
4.2.前期最終日	 2012.07.23 
	 前期 終日となり、これまでの進行状況

と今後の予定を計画してもらうことになっ

た。総じて、開会式での報告後の仕切り直

しが一息つく時期ではあったが、アイデア

が煮詰まる頃でもあるように感じる。そも

そも何を作ればよいのかという点について、

アイデアが出尽くし、疲労感が感じられる

チームもみられた。 
	 こうした煮詰まり感は例年のものであり、

製品開発の難しさを示しているように見え

る。特に、本年度はアプリやキットカット

での企画について、アイデア重視というこ

ともあり難しさを感じる。実際にプロトタ

イプを作り始めることができれば、新しい

方向性が見えてくることも多いからである。

逆に、木工など実物を作成するチームでも、

アイデア段階ではどうしても止まってしま

うように感じる。 
	 こうした問題は、繰り返して言えば、自

分たちの頭の中でアイデアを考えるという

ことの限界である。外から仕入れなければ

個人の知識などは限られているのであり、

議論しても何も生まれはしないのだろう。

もちろん、どういうデータを仕入れるのか、

という点について、まずは知識が必要とさ

れるであろうことは言うまでもない。 
	 キットカットチームは、パーティ系とい

う方向性からさらに進め、サプライズを演

出するものを考えることにしたという。コ

ンセプト/ターゲットを検討していたもの
の、確認すると、具体的な商品のイメージ

はまだできていないという。 
	 一歩後退したようにもみえるが、基本的

なアイデアは継続されており、福袋で利用

されている商材を、パッケージングを変え

ることで生ませ変わらせるという点にある。

この観点は興味深く、重要であるようにみ

える。問題は、その具体的な方向性である。 
	 確認すると、くす玉の中にキットカット

を入れるといったものや、クラッカーでキ

ットカットが飛び出すと言ったものを考え

ていたという。それから、ケーキを割ると

中からキットカットが出てくるというプラ

ンもあった。いずれも面白さはあるが、そ

れ以上の完成度は感じない。改めて方向性

を考えていくことになると思われる。 
	 就活アプリチームは、特に行き詰まって

いるということであった。Facebookの使い
方についてさまざまな調査を行ったものの、

予想の範囲を超えることはなかったという。

具体的には、サークル仲間などに使い方を

聞いてみたり、iphoneの画面を写真に撮っ
て送ってもらうなどしてもらったという。 
	 そもそも就活と Facebook を連動させて
いるユーザーもまだ少ないようであり、何

をすればよいのか、先が見えなくなってい

るようであった。便利系のアプリを考えて

いたが、このさいということで、もう少し

シンプルなおもしろ系に変更しようという

話もあった。 
	 調査の結果として改めて気づいたのは、



ユーザー起動型製品開発の可能性 
スチューデント・イノベーション・カレッジ 2012 
 
水越康介 

 17 

Facebook は写真がよく使われるというこ
とであった。どういう写真が必要になるの

か、就活とどう結びつくのかを考える必要

があるのかもしれない。それからもう一点

として、自分用の面白い名刺を作るという

アイデアも話し合われていた。行きたい会

社の名前を付けて、名刺を作って遊べるの

だという。 
	 単純な話だが、アイデアは膨らませるこ

とができる。例えば、企業側から本物の名

刺のデザインをもらうことができれば、学

生がそれを就活でみようとする価値は高ま

るだろう。全体としてのプランを考える必

要があるように思われた。 
	 塩ビチームは、シンプルな製品というこ

ともあり、塩ビの袋、それから吸盤などを

購入してきていた。プロトタイプとまでは

いえないが、実際の製品を簡単に作り始め

ていたようだ。 
	 防水用の塩ビケースということで、お風

呂場で使ったり、あるいは台所でぬれた手

でも使うことができるようになる。アイデ

アそのものはシンプルだが、後はデザイン

であるとも言える。 
	 プロトタイプを作り始めれば、デザイン

のアイデアは増えていく。吸盤をカエルの

足に見立てることもできるし、目に見立て

ることもできる。ちょっとしたハートのデ

ザインを切り込みで入れるなども話がされ

ていた。 
	 木工小物は、旅行の思い出をうまく保管

する入れ物を考えたという。くりぬくとい

う行程が比較的求められているように感じ

られたということで、円柱の入れ物になっ

ている。 
	 また、シンプルなものが求められている

ということであり、木の良さを提示したい

と考えたという。一方で、こうしたシンプ

ルな製品としては、写真を入れるような類

似品がすでに考えられていたため、これに

差別化する必要を感じたという。 
	 後にコンパクト家具については、引っ

掛ける机のカバーを発展させ、机になるた

めの脚までついているという製品が考えら

れていた。これについては、ずいぶんと難

易度が上がっており、また脚がある場合に

は備え付けるための机の大きさに制限がで

るため、もう少し考えた方がいいのではと

いう話になった。 
 
4.3.中間企画書提出とゼミ報告	 夏期休
暇  
	 夏期休暇に入り、ゼミとしての活動は休

止することになったが、各チームはそれぞ

れに作業を進めていた。目下の課題は、8
月 16 日に設定された企画書再提出に向け
て、コンセプトを練り直し、そのための調

査を行うことであった。 
	 首都大学東京の 5チームのうち、8月 16
日期日の提出野必要があったチームは 4チ
ームであり、残り 1チームのアプリ開発に
ついては、8 月末に直接マイナビ社にて発
表報告が行われた。いずれのチームについ

ても、追って企業よりフィードバックがあ

り、それをもとに再修正が進められること

になる。 
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	 この試みは、今年度になってはじめて導

入されたやり方であり、その成果はこの後

問われることになる。現状を見る限り、こ

れによって画期的なアイデアが生まれるよ

うになったというわけではないが、全体的

な質の底上げにはなっているように思われ

る。あるいは別の仮説として、企業の期待

との擦り合わせが早い段階で行なわれるよ

うになったということにより、画期的なア

イデアについては減少し、かわりに平均的

な質の向上がもたらされているとみること

もできる。 
	 いずれにせよ、夏期休暇に入り、実際に

各チームが何をしており、またどういうコ

ンセプトを開発するに至ったのかは把握で

きなくなった。この点について、9 月には
いり、ゼミ合宿のタイミングに合わせて、

各チームに進捗状況の報告を行わせる機会

を用意した。なお、ゼミ合宿での報告は例

年どおりである。 
	 初に報告したのは、コンパクト家具チ

ームである。コンパクト家具は、学期末よ

り、机に引っ掛けて用いるラックを考案し

ていたが、その具体的なアイデアをコンセ

プトとしてまとめ直すとともに、プロトタ

イプを通じた製品改良が進められているこ

とが報告された。 
	 具体的な形がみえてきたということもあ

り、来客時にはラックを反転させてきれい

な面を見せるようにするというギミックの

強度の問題や、あるいは実際に木工を利用

することにより、そのデザイン性の課題が

みえてきたという。プロトタイプを作るこ

との重要性が確認できる。 
	 報告に対する質疑では、その差別性や通

常の棚ではどうしていけないのかという問

題、実際の使い勝手に関わる問題、さらに

は想定されるターゲットの不明確さが指摘

された。特にターゲットに関しては、出来

るだけマスを狙う方が良いのか、それとも

絞り込んで製品の差別化を高められた方が

良いのかという点で活発な議論が得られた。

確かに、一般にマスを狙おうとすれば、総

花的な仕様になりやすいであろうが、絞り

込めば、それだけ仕様も特化できる。当た

り前の関係だが、重要な点であることに気

づかされる。 
	 第二報告は、木工小物チームである。木

工小物チームは、学期末には、切り株を模

した入れ物の中に旅行の思い出として写真

やチケットを飾って残すアイデアを考えて

いた。そのアイデアを実際に発泡スチロー

ルを用いてプロトタイプ化することが行な

われ、その具体的な形がみえるようになっ

ていた。 
	 質疑は比較的好評であったが、同時に、

どうしてその入れ物を利用する必要がある

のかという指摘もあった。この入れ物は、

開いて飾ることもでき、中心的な用途は閉

じてしまっておくというよりは、開いて飾

っておくことを想定している。であれば、

閉じる必要も収納として用いる必要もない

し、その機能自体は、ずいぶんと類似製品

があるのではないかというわけである。そ

のとおりであろう。 
	 せっかく切り株を模しているということ
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で、その切り株を重ねて使えるという見せ

方や、そこで閉じたり開いたりすること意

味を見せる方法があるかもしれない。いず

れにせよ、シンプルな製品である分、その

うまい用途を考える必要があると思われる。 
	 3 番目の報告は、キットカットチームで
ある。キットカットチームは、サプライズ

用のお菓子を詰めたびっくり箱を提案した。

このアイデアは、当初の第一企画が駄目に

なった後、議論されていたものである。 
	 キットカットをはじめとするお菓子を詰

め込んだ箱と、その中にメッセージボード

のようなものを用意する。メッセージボー

ドには、メッセージを貼付けることが出来

るようになっており、このメッセージは事

前にネット上で受けつけて入力してもらう

ことができる。 
	 このアイデアは、大きく 2つの点に焦点
を当てている。一つは、ネスレにとって、

売れ残ってしまった商材をパーティ用等に

パッケージを変えて販売できるということ。

もう一つは、ネット販売である意味をいか

にしてみいだすのかということである。前

者が詰め合わせに対応し、後者がメッセー

ジボードに対応する。 
	 質疑では、具体的なメッセージボードの

仕様と、その際に生じるコストについての

確認が中心であった。お菓子を販売するの

みならず、何かそこに付加的なサービスを

追加する場合には、当然追加的なコスト負

担が必要になる。この点をどれだけ詰める

ことが出来るかを考える必要がある。 
	 なお、ネスレチームでは、すでに

Facebookの利用を始めており、開発の打ち
合わせシーン等を公開しているということ

であった。早い段階からプロモーションの

仕組みを整えていく重要性、さらにそのこ

と自体がコンテンツを生み出すきっかけに

なることがみえているのだろう。 
	 第 4報告は、塩ビチームである。当初よ
り塩ビチームの進展は早いと感じていたが、

すでに製品コンセプトは出来上がっており、

プロトタイプも完成している状態であった。

iphone を中心としたスマホケースとして、
キッチンでクックパッドを見ながら料理す

るというシーンを想定し、防水を軸にカエ

ルのデザインがされたケースが紹介された。 
	 質疑でも製品そのものについての課題は

ほとんど指摘されなかったが、応用的利用

として風呂で利用するという場合には、本

当に防水でいけるだろうかという指摘があ

った。またこうしたもしものリスクとして、

落下に対しての対応がいるのではないかと

いう指摘もあった。 
	 むしろ多くの指摘がなされたのは、類似

品との差別化である。音がどれだけきける

のか、写真がどのぐらいきれいにとれるの

かなど、実際に塩ビの性能によるところも

多く、この場での判断はしにくいといえた。 
	 興味深いことに、こうした議論の中で、

キッチンで実際にスマホでクックパッドを

見ながら調理するゼミ生や、そこでの汚れ

対策としてジップロックに入れて利用して

いるゼミ生がいることがわかるなど、議論

の広がりがあった。 
	 後に第 5報告は、就活アプリチームで
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ある。就活アプリは、先に述べたように、8
月末の段階でメーカーを相手に報告を行っ

ている。その際のフィードバックをふまえ

て議論が行なわれた。 
	 アイデアそのものは前回すでに考えられ

ていたものであり、Facebook上で名刺を架
空で創作するアプリである。職業適正診断

に答えることで自分にあった職業が選択さ

れ、その職業の名刺が作成される。その際、

自身の顔写真等がコラージュされことによ

り、人目を引く面白い名刺写真になるとい

うわけである。同時に、そこにそうした職

業の平均年収や仕事情報を表示することで、

マイナビの告知や就活の支援が出来ると考

えたという。 
	 彼ら自身が認識していたことであるが、

このアプリは継続的な利用というよりも、

ひとときの面白さ、話題づくりに重点を置

いている。事前の報告会でも、同様の指摘

がされたという。質疑でもこの点について

の議論が多く、より継続的な利用として、

名刺の共有や仲間づくりといった視点も組

み込めないだろうかという指摘があった。 
	 確かに、一方で継続的な利用ができるの

ならばあった方がよい。だが、そうしたア

プリは極めて類似性が高いことも確かであ

り、差別化のポイントを見出すことは難し

いように感じる。むしろ、ひとときの流行

を狙うアプリの下で、そこからうまく次へ

とつなぐ仕組みを考えることに力点を置い

た方が良いかもしれない。 
 
4.4.ホームページのアップロードと後期

開始	 20121001 
	 夏休み末の 9 月 27 日までに、各チーム
はデータのアップロードをすることになっ

た。期日までに 低限のデータをアップロ

ードできなかった場合には、10月 2日の公
式オープン時にサイトが掲載されないこと

になる。 
	 例年、ホームページのアップロードは難

しい作業であり、実際にやってみるという

作業の中で試行錯誤がある。本年度は、特

に新しいシステム上でのアップロードが必

要になったこともあり、期日前に不具合が

生じるなどした。こうした作業の中で、首

都大学チームでは残念ながら１チームが期

日に間に合わなかった。この点については、

後述する夏休み合宿後の製品仕様の変更等、

サイトの不具合以上に開発の進行に課題が

あったように思われる。 
	 後期開始時には各チームのこれまでの進

行について確認するともに、今後の方針を

確認した。これまでの進展状況がそのまま

反映されている。ここからさらにもう一段

階先に進めるかどうかは今後問われること

になる。 
	 夏休みの時点で も進んでいた塩ビチー

ムは、プロトタイプを大量生産してゼミ生

に配って試用を依頼するとともに、レパー

トリーを増やすということについて話し合

っているという。単にカエルのみならず、

アイコンとなる吸盤を縦につなぐことで洋

服のボタンに見立てる等、多様な形が考え

られていた。同時に、企業からのフィード

バックでは、シンプルにしても良いのでは
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というアイデアがあったという。そこでカ

エルのデザインを止め、むしろシンプルに

林檎のマークや星のマークをつけるような

デザインも検討されていた。確かにこうし

たデザインは男性に受けると思われたが、

一方で当初のインパクトは失われているよ

うに思われた。今後どういう方向性を考え

るのかについて検討の余地がある。それか

らもう一つ、フィードバックでは類似した

商品が企画されていることが明らかになっ

た。これとの差別化についても検討の余地

があるという。 
	 塩ビチームはすでにブログの継続的な更

新も進められており、サイトとのリンクも

行なうという。やはり総じて作業は順調で

あろうと思われる。ここにきて、やはり作

業が進んでいるように見えるチームと苦し

んでいるチームに分かれつつある。その原

因を確認すること、さらには、そうした作

業の進み具合が 終的な成果にどのような

影響をもたらすのかについては調べる必要

があるだろう。 
	 木工小物チームは、企業からのフィード

バックを合宿以降に受け取り、その対応に

苦慮しているという。すなわち、実際の製

造に関わるコストなども考えた上で、製品

コンセプトを考えてほしいというわけであ

る。この要望は消費者参加型製品開発にお

いて重要な問いであろうと思われる。過去

に多くの消費者製品開発がとん挫してきた

大きな理由の一つは、消費者側の知識とメ

ーカー側の知識の大きなギャップにあった

からである。このギャップをイノベーショ

ンの源泉とするか、それとも無謀なアイデ

アが量産される原因として捉えるのかは本

プロジェクトにとって分かれ道かもしれな

い。 
	 ひとまず、木工小物チームは実際に切り

株模様が作られている素材を探すとし、現

段階ではカブト虫などの昆虫用に販売され

ている切り株を利用することで、コストの

問題も含め抑えられるのではないかと考え

たという。サイト構築についてもこうした

実際の製品概要と方向性が見えてから、改

めて作業を進めるとしている。 
	 コンパクト家具チームは、残念ながらホ

ームページのアップロードが間に合わなか

った。その理由の一つは、合宿時のコメン

トを受け、製品企画を全面的に改めたから

である。当初の机に掛けるカバータイプの

収納グッズではなく、より端的に就寝時に

近くに携帯電話やメガネなどを収納してお

けるという収納箱に変わった。 
	 収納箱自体は家具としては定番であり、

どこで使うのか、どうやって使うのかとい

った点で高い独創性を得ることは難しいと

思われる。とはいえ、単純な商品になった

ということもあり、新しい方向性が見えて

くるのかもしれないと思われた。特に、す

でに 初のプロトタイプが作成されており、

そのプロトタイプを他チームにも使っても

らうことによって、より独創的な開発が検

討されていた。プロトタイプがあるという

ことの重要性を改めて感じさせられる。 
	 アプリチームは、これまでの話題性重視

の開発を進めていたが、ホームページ作成
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に当たっていよいよ行き詰まることになっ

たという。というのは、ホームページ上で

は、「解決される困ったこと」といったユー

ザーがそのサービスを利用することでいっ

たいどういうメリットがあるのかを記述す

る必要があるのだが、これまでの面白さや

話題性という点では、この記述を行うこと

ができなかったからである。ここにいたり、

アプリチームは、自らの企画をよりユーザ

ーに向けたものとして定式化しなければな

らないことに気づいたという。企業に目を

向けているだけでは駄目だというわけであ

る。 
	 具体的なアイデアとして、まずは写真を

念頭に置いてゼロベースで考えるとしてい

たが、これは時間的に見ても困難である。

旧来の名刺というアイデアをうまく生かし

つつ、ユーザーの問題が何であり、どのよ

うに解決されるのかを考えるように提案し

た。結果として、職業適性の診断テストと

名刺、あるいは履歴書を連動させ、さらに

は希望職種についての情報を適宜リンクか

ら拾えるようにすることにより、就活生が

もとめる情報が手に入り、かつ名刺や履歴

書を通じてコミュニケーションが活性化す

ることを考えるようになった。 
	 アプリチームに限らず、他のチームでも、

この段階でコンセプトがはっきりしておら

ず、ホームページ公開後に変更となる危険

性もあった。この点については、公開後は

投票が始まってしまうことを説明し、大き

な変更はできないことを確認した。過去に

はそれほど時間がないという問題は生じな

かったことを鑑みるに、今年度のスケジュ

ールはタイトだったと言えるかもしれない。 
	 後に、キットカットチームについても、

製品仕様の変更が検討されていた。パーテ

ィグッズであることは変わらないものの、

合宿時に説明されていたメッセージの収納

ではなく、写真の収納が検討されるように

なっていた。さらに、その写真の収納方法

についてはいくつか選択肢があり、例えば

蛇腹折りの写真を中に入れるという。いさ

さかアイデアとしては平凡であり、よりと

がったコンセプトが必要であろうと思われ

た。 
	 サイト構築については、夏休み時に全員

で集まることが難しかったため、個別に作

ってマージするという方法をとったという。

これ以降本格的に作業を進めるということ

であった。 
	  
第 5節	 サイトオープン以降  
5.1.サイトオープン	 2012.10.02 
	 10月2日に予定通りサイトオープンとな
り、いよいよ一般公開のもとでの投票活動

が始まった。サイトデザインも一新され、

今風といえる形になった。 
	 これまでは、サイトに対して「コメント」

するか「投票(今年からはサポート)」する
かしか選択肢がなかったのだが、ソーシャ

ルメディアの普及もふまえて、いいねボタ

ンとツイッターボタンが追加された。さら

に、これまでは非表示だったサイト閲覧者

数も表示されるようになった。 
	 10月2日の段階で首都大学チームを確認
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した限りでは、サポートを獲得していたの

は塩ビチームであり、しかしそれでも 1サ
ポートの状態だった。閲覧数もそんなに多

くはなく、10-40 程度の自分たちで確認し
たという程度だった。以降、これらのリア

クションの数値を記録することにしたい。 
	 過去の活動から推測するに、これらの数

値を上げるためには直接的営業が 有力の

方法である。ネット上でアクセスを集める

という方法もないわけではないが、実質的

には効率性から言っても難しいと思われる。

理想的には、周囲の友人に働きかけながら

彼らからの二次的な口コミ連鎖を狙うべき

であろうが、そのためにはかなり練りこん

だコミュニケーション・プランが必要にな

るだろう。これまでその方法に成功したチ

ームはないように思われる。 
	 各チームの情報の公開レベルもまだまだ

であり、写真が不備なものや、説明が不備

なものも多く残されている。さらに、サイ

ト上での見やすさや読みやすさという観点

からのアプローチはほとんどない。昨年度

は事前にチェックしてある程度修正するこ

とができたが、今回はそうした修正をとっ

ていない。ここから他のサイトを見ながら、

あるいはゼミ活動において修正していくと

いうことになるだろう。 
	 翌週 10 月 8 日は祝日のため休講となっ
たが、サイトを確認したところ、大きな変

化は生まれていないようにみえた。写真の

更新などを進めるとしていたチームについ

ても、それほど大きな変更があったように

は見えない。少し様子を見ながら、次週以

降に作業を進めるということになると思わ

れる。ちなみに、この時点ですでに 40 票
を超えるサポートを得ている他大学チーム

もあった。 
 
5.2.ゼミの活動	 2012.10.15 
	 サイト公開から約 2週間が経ち、各サイ
トの形もはっきりとしてきた。公開が遅れ

てしまった木工コンパクト家具チームのサ

イトも無事に公開され、ゼミ全体としてサ

イトをベースにした活動に移行しつつある。 
	 首都大チームは総じて今のところ投票数

は大きくなく、今後いかにして投票数を増

やしていくのかという課題に直面している。

同時に、サイトの仕様についても一定の理

解が進んできたようで、投票数が多い順に

ページ紹介が並んでいることが分かったよ

うである。この仕組みは、ようするに投票

数が多ければ多いほどページ紹介がトップ

ページに近い場所に表示されることになり

閲覧数が増えることが期待されるため、投

票数を増やせば増やすほどさらに投票数を

増やすことができるようになると期待され

ることになる。もちろん、現実にそのよう

にうまい展開が可能かどうかは問題として

残るが、一つの方針となることは間違いな

い。 
	 キットカットチームは、10 月 15 日時点
において、首都大チームの中では唯一

Facebook のいいねボタンが 7 回押されて
おり、他のチームが 0であるのに対して特
質すべき点であった。確認すると、自分た

ちで押したものが 4 つだという(自身のい
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いねボタン、それからチームのいいねボタ

ンだという）。とすれば、さらに 3つは外部
からのいいねボタンだということになる。

この結果から、彼らによれば、Facebook
に定期的にいいねボタンを押してアップさ

せることによって閲覧数や投稿数の増加に

つなげることができるのではないかという。

実際、今回のいいねボタンを押したのち、

閲覧数が 20から 30ほど増加したとしてい
る。 
	 さらに投票サポート協力については、

Facebook だけではなく個人メールあてに
も行うという。これは、過去にアンケート

をした際、Facebookからの呼びかけは反応
が薄く、個別メールでのお願いの反応が良

かったからだという。同じネット上のやり

取りについても成果に違いが出ることが意

識されていることがわかる。 
	 提案されている製品案については変更さ

れていない。コンセプトを大きく変えない

ためにもそのままにしているという。依然

としてインパクトについては弱いこと、類

似したサービスがすでにキットカットでは

実現されている状況にあって、いったい何

ができるのかをもう少し考える必要がある

のではと思われた。もちろんいうまでもな

く、それが見つかれば苦労はない。 
	 キットカットチームに引き続き、唯一コ

メントがつけられていたのが塩ビチームで

あった。こちらは知っている人ではなく、

どちらも知らない人からのコメントだった

という。サイトの出来が連携も含めていい

こと、および商品の特徴がはっきりとわか

りやすいことが影響しているのかもしれな

い。 
	 塩ビチームでは、前回の時点でプロトタ

イプを他学生に配布し、使用状況をレポー

トしてもらう作業をしていた。その結果と

して、総じて入れ物の蓋を開けにくいとい

うコメントが得られたという。直ちに修正

するものと思われたが、ここで別の問題に

直面していた。類似した企画がほかのチー

ムから提案されており、そちらのチームで

はまさに、開けやすさのためにマグネット

を使用するとされていたというのである。 
	 用途がほとんど同じになるこの商品につ

いては、サイトの出来もよく、その利用方

法がよく練りこまれている。競争相手とし

てベンチマークする必要があるとともに、

彼らとは別の形で問題を解決する必要があ

るかもしれないと思われた。 
	 コンパクト木工家具チームは、ようやく

10月 9日にサイト公開がされたという。現
在点ではそれほどサイトデザインが整えら

れておらず、今後写真を中心にでサイトを

構築するということであった。 
	 前回よりもプロトタイプの変更を行って

おり、細かい点だが、台の上に乗せた小物

がこぼれたり落ちたりしないようにと、縁

を付けたという。細かい作業であり、そう

した活動に時間をとられているとすると問

題があるかもしれない。 
	 以降の 2チームを含め興味深いのは、彼
らはサイトがある程度しっかりしてからで

なければ大きな告知活動はしたくないと考

えていた。もちろん、見栄えを良くするこ
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とは重要であるが、この考え方にどの程度

意味があるのかは検討に値するように思わ

れる。ある程度がどの程度を意味している

のか、大きな告知活動についてはいったい

どういう告知を考えているのか、さらに万

が一その状態での告知に対して問題が生じ

るとすれば、いったいそれは何であるのか。

こうした問題は、考えるに値する問題であ

り、現実においてしっかりと処理していく

必要があると思われる。 
	 就活アプリチームはほとんど進展はなく、

やはりサイト作りに力を注いでいくという。

また、サポート登録についても、まずは連

絡の取れる友人を中心にして活動を始めて

いくということであった。 
	 後に木工小物については、企業からの

フィードバックコメントの影響もあると思

われるが、プロトタイプを作りこむという

作業に力が入っているように見えた。プロ

トタイプでは木をくりぬく必要があるのだ

が、それが非常に困難だという。どうして

その作業が必要なのか、さらににいえば、

そこからいったい何のマーケティングが可

能になるのかはもう少し検討されてもいい

ように思う。 
	 ゼミ終了後、一チームは twitter で告知
活動を行った。このコメントが非常に興味

深い。 
 
	 「ゼミで商品開発やっています！応援お願いし

ます(^O^)以下 URL から「応援する」を押すと

Twitter,Facebook をやっていれば簡単に投票で

きるのでぜひお願いします！」 

 
毎年見られるタイプのコメントだが、この

コメントでは、いわゆるプロモーション上

でどういう表現が有効であるかという問題

が如実に提示されているように感じる。少

し分析しておこう。 
	 おそらく対象になっているのは友人の学

生たちである。彼らに対して、意図として

は、サイトを見てもらい、応援ボタンを押

してもらいたいと考えている。この際、受

け手を動かすために有効だと考えられてい

るキーワードがいくつか確認できる。「ゼミ

で商品開発」「応援するを押す」そして、

「Twitter,Facebook をやっていれば簡単
に投票できる」である。一つ目は、自分た

ちの活動が自発的なものではなく、ゼミ＝

大学のものであるという正当性を担保する

ことによって、おそらく友人のスレッド内

に表示することを承認してもらおうとして

いる。「応援するを押す」は、単に見てもら

って興味を持ってもらうのではなく、ある

特殊な行為を要求していることを示す。こ

のことは、通常のウェブコミュニケーショ

ンでは、「押してもらう」ということは想定

されておらず、サイトを閲覧するにとどま

るということがわかる。 後の「簡単に投

票できる」は、追加的な情報として、実は

単に簡単であることを提示しているのみな

らず、この作業が実際には少し込み入った

ものになる可能性を示唆している。 
	 なるほど、よく考えられているようにも

見えるが、同時に、次のような課題を考え

ることも可能だろう。例えば、日常的な多
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くの広告コミュニケーションにおいて、「買

ってください」「安いです」といった表現は

どの程度妥当だろうか。Twitter 上の言葉
と重ね合わせられるかどうかは議論の余地

があるが、広告表現としては素朴であるこ

とがみてとれる。あるいは、例えば広告活

動という点でいえば、古典的な AIDMAよ
ろしく、消費者の認知には段階があること

が知られている。「応援ボタン」を押すとい

う行為は、一足飛びに可能なのだろうか。

知り合いを念頭においているからというこ

となのかもしれないが、そうであれば、今

度は Twitter よりもメールや直接会うとい
う別のコミュニケーション手段が考えられ

るべきであるように思われる。 
	 いずれにせよ、こうした活動が次の一手

を考えるための反省的材料になるとすれば、

S カレの教育的効果が認められるというこ
とになるだろう。『１からの商品企画』では

まさにこうしたことが書かれているのだが、

その実践的理解が求められるわけである。 
 
5.3.ゼミの活動	 2011.10.22 
	 3 週目についてはいり、違いが現れつつ
あるようにみえる。順調にみえるのはやは

り塩ビチームであり、PV 作成も終わり、
興味深い動画が Youtube 上にアップロー
ドされた。動画についてはアフターエフェ

クトというソフトを利用し、一人の担当者

が 10時間以上をかけて作成したという。 
	 ただし、Youtube上の動画がどのような
形でサイト閲覧やサポート数の増加につな

がるのかについては検討の余地がある。現

状の場合、Youtube上の動画が出口になっ
ており、動画を起点にしてサイトに閲覧者

を呼び込む仕組みがないからである。 
	 その他、この点については、ツイッター

等でのつぶやきの方が呼び込みの力はある

が、一方でこちらについても、一次的なも

のであると認識されている。プロトタイプ

についても先週からのフィードバックをも

とにして、口から水が入り込まないように

カバーをつけたという。 
	 キットカットチームでは、残り日程を逆

算し、プレゼンまで合わせたスケジュール

が計画されていた。 終プレゼンを念頭に

おき、そろそろ残り時間のカウントが必要

になる時期でもある。毎年確認できるとお

り、ここから企画に力を入れるか、プロモ

ーションを進めるか、それとも 終プレゼ

ンに力の入れるのかが分かれていくように

も思われる。 
	 具体的な活動としては、個別にメールを

用いて知人友人への連絡を試みたという。

さらに、トップページの写真を取り換え、

より現在のプロトタイプに合った形に直し

ている。 
	 就活アプリチームは、自分たちの商品が

知人友人に対しても薦めにくいものになっ

ていることを問題視ししていた。この問題

は、アプリ特有であるともいえる点があり、

プロトタイプがあるわけでもないため、う

まくコンセプトを伝えられないということ

があるようだ。同時に、かといって方法が

ないはずもなく、サイトのデザインや表現

方法をもっと考える必要があると思われる。
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直接プロトタイプを作ることができなくと

も、類似した体験プログラムをサイト上に

構築することもできるはずだからである。 
	 販促の方法として、S カレに参加してい
る学生を中心に連絡活動を行ってはどうだ

ろうかという議論もなされていた。興味深

い方法であるが、具体的にどのようなアプ

ローチが見られるのか、この後の展開を待

つことにしたい。 
	 コンパクト家具チームは、今週でずいぶ

んとサポート数が増えた。先にアンケート

調査に協力してくれたサークルメンバーに

対して、実際に企画ができた旨を伝え、サ

イトを閲覧してもらったのだという。単に

知人友人にアプローチするというよりは、

先に一度協力してもらっており、その上で

さらにという協力の取り方は有用であると

思われる。そのほか、ツイッターも利用し

たが、こちらに反応したのも、やはり知り

合いが多かったという。 
	 サイト上では写真を増やし、見やすいデ

ザインを目指した。今後は、特に 終プレ

ゼン用ではあるが動画も考えていくとして

いる。前回からの課題とも合わせて、この

製品であることの意味や、このデザインで

あることをもっと生かすことができればと

思われる。 
	 後に、木工小物チームは、 終的に小

さな丸太をくりぬく作業が終わったという。

3 時間以上もかかったということであり、
確かにきれいにくりぬかれてはおり、他チ

ームからの評価も高かったが、それが本当

に必要な作業だったかについては議論の余

地がある。プロトタイプに力がかかってい

る。 
	 今後はこのプロトタイプをもとに、写真

撮影を行いホームページを更新していくと

いう。そのほか、ソーシャルメディアの活

用などがまだであり、こちらも随時開始さ

せていくということであった。 
 
5.4.ゼミの活動	 2011.10.29 
	 サイト公開からほぼ 1か月が経ったこと
になる。残り期間もほぼ 1か月であり、ち
ょうど中間地点となる。この時期になると、

例年、打ち手がなくなるチームが見受けら

れる。本来であればやることは山ほどある

し、その選択肢も比較的明確に見えている

のだが、おそらく自分たちでできるという

感覚の範囲を超えてしまうのだろう。この

一歩が踏み出せるかどうかは一つ重要な点

であるとともに、あるいは教育として重要

な点なのかもしれない。もちろん、 初か

らそこを踏み出せているチームは、比較的

好調に作業が進み、成果もいいように感じ

る。 
	 塩ビチームは、ここまで順調に来たよう

に見えるが、サイト上でできることはほぼ

終わったという感覚を持っているようであ

った。確かに、youtube、ブログなどの運
用も行っており、以降はこの作業を継続し

ていくことが重要になりそうである。ただ

同時に閲覧数、投票数が踊り場にさしかか

っており、 初のアプローチから、継続的

な作業への移行の重要性を確認することが

できる。なお、競合としては、同分野では
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1位と 25票以上の差がついており、その逆
転は難しそうだという。 
	 サイトの運営に合わせて、徐々に力点が

終プレゼン報告へと移っている。先週に

引き続き、動画を活かした報告が企画され

るとともに、過去の Sカレの 終プレゼン

報告の動画について確認を行っていた。 
	 就活アプリチームは、ひきつづき行き詰

っているように感じる。特に作業に進展は

なく、作業を実行する必要がある。同時に、

徐々に具体的な仕様が見えてくるにつれ、

実はチームメンバーそれぞれが思い描いて

いたアプリの形や機能が異なっていること

が見えてきたという。この点については、

単に作業が遅かったというだけではなく、

プロトタイプという形をつくりにくいアプ

リの特性が表れているようにも思われた。 
	 現状では画像の作成が進められており、

この作成が済み次第、Facebookを中心にし
て告知作業を始めるという。後半どこまで

作業が進められるのかを検討する必要があ

る。 
	 キットカットチームは、この週では唯一

サポート数を伸ばしている。メールでの告

知が功を奏した形だという。ただ一方で、

改めて核となる商品特性については見えて

おらず、プレゼントという大まかな形での

商品紹介が続いている。合わせて、改めて

プロトタイプの制作を予定しているという

ことであった。 
	 キットカットチームについても、 終プ

レゼンに向けた検討が始められており、企

業向けにアピールするべきか、それとも

終顧客にアピールする形で作業をするべき

かが議論されていた。双方が一致し、高い

評価が得られることが重要であろう。 
	 木工小物は、先週完成したプロトタイプ

のトップページ写真のみが更新されており、

以降シーン別の写真をアップロードする予

定だという。ずいぶんとプロトタイプ制作

に時間をかけたわけだが、その成果が見え

るかどうかは今後のサイトの構築によるの

だろう。 
	 また、ツイッターなどでの告知活動も合

わせて今から始めるという。その成果もま

た重要になると思われる。 
	 後に、コンパクト家具チームは、動画

を作ったものの、 終完成にはいたらず改

めて作業を進めることになったという。ま

た、先週確認した商品企画の新らしい意味

づけについても、特段進展はなく、どうや

らこのまま進めることになりそうである。 
	 コメントとして興味深いのは、今から変

えることは難しいという判断であった。な

るほど、コンセプトそのものを変えること

は企画上難しいが、商品の意味については、

むしろネット上での活動や、実際にプロト

タイプを作る中で変わっていいように感じ

る。先週の打ち合わせの中でデザインの意

味付け等が検討された際、偶然から犬(にみ
えるデザインだった)というアイデアが見
えたにもかかわらず、結局採用されなかっ

たようだ。個人的には、もったいないとい

う印象を受ける。 
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5.5.ゼミの活動	 2012.11.5 
	 11月に入り、今回を入れて残り 3回を経
て、 終プレゼン報告となる。全体の状況

として、徐々に投票活動に熱が入りはじめ

るころであり、他大学チームで 100サポー
トがあらわれ始めている。同時に、前回に

引き続き、この時期から 終報告に向けた

プレゼン作成と発表練習も必要になってく

る。首都大チームについては、全体的にホ

ームページでの活動が停滞し、プレゼン作

成に焦点が移りつつあるように見える。 
	 塩ビチームは、写真を入れ替えた程度で

特段新しい進展はなく、 終プレゼンに向

けた準備を進めているという。特質する点

としては、パワーポイントではなく、Prezis
というアプリを利用することでより印象的

な報告ができるのではないかということで

あった。このアプリについては、メンバー

の一人が見つけてきたものであるという。

終的にどうなるのかはわからないが、こ

うして新しい方法を見出すことは重要であ

るように思われる。 
	 そのほか、随時更新されていたブログに

ついて、どのくらいアクセスがあるのかを

確認した。更新時には 100近いアクセス数
があり、以降は減少する。ツイッターなど

の短縮 URL からもアクセスがついている
ことがわかる。 
	 コンパクト木工家具は、ゼミ時点でサポ

ート数が 30 を超えた。 終基準を首都大

チームの中では 初に満たしたことになる。

とはいえ、作業については特段進展はなく、

以降プレゼンの準備を進めたいという。 

	 興味深い点として、ツイートをこれまで

1 回したものの、効果はなかったため、今
はしていないという。マーケティングを考

えるにあたって、広告回数の問題は重要で

ある。少なくとも一回だけで効果がなかっ

たと考えてしまうのは、前提条件として、

ネットに対する効果を期待していないのか

もしれない。 
	 キットカットチームは、プロトタイプの

再制作をほぼ終えたという。特に中身とし

て利用するキットカット自体を準備した。

合わせて、プレゼン報告も進めており、大

枠のパワーポイントは出来上がったという。 
	 パワーポイントについて確認し、写真を

ネット上でネスレに送り、その写真をプリ

ントした形で商品に入れ込むという作業の

明確化が必要であることを指摘した。この

点は、ビジネスモデルとして重要であるよ

うに思われる。チームとしては、この点に

ついても若干の検討はあり、ネット上の写

真印刷企業とうまくタイアップすることが

できるのではないかということであった。

たしかに、その仕組みを詰めることができ

れば興味深い商品企画になるように思われ

た。 
	 木工小物は、投票数で木工小物グループ

の中でまだ 下位であるという。劣勢を挽

回すべく作業を進めるということであった。

サイトの写真を更新するとともに、いいね

ボタンの数が増えている点は特徴的かもし

れない。Facebook上でアプローチしたから
だろうという。 
	 後に、就活アプリについては、自分た
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ちの商品企画の価値を、自分たちで確信で

きていないようにみえる。特に進展はない

ことから、まずは何であれやってみる必要

があるのではないかと指摘した。その通り

だということではあったが、それによって

実際に何が進むのかはまだ明らかではない。 
 
5.6.ゼミの活動	 2012.11.12 
	 来週のプレ報告会に備え、各チームが本

格的にプレゼン報告の準備をはじめるよう

になった。投票数は総じて頭打ちとなって

おり、ネット上での活動は終わったと考え

ているチームが多いようである。 
	 就活チームは、依然として作業が進んで

いないことが自分たちでも感じられるとい

う。その理由として、わかりやすく良い形

にサイトも作りたいのだが、その方法がわ

からないということと、アプリという特性

上、実際に作ることができないという。本

来であれば、ここから一歩踏み出して、実

際にどうすれば作れるのかを考える、アプ

リ制作の本を買って読んでみるといった行

動が期待されるのだが、そういうわけには

いかないようである。教育上の課題ともい

えるのかもしれない。 
	 昨年度のアプリ開発においては、複数の

他大学では、アプリ開発の実習が行なわれ

たという。こうした実際の行動を後押しす

る方法がどの程度有効であったのか、改め

て確認しても良いだろう。 
	 コンパクト木工チームは、プレゼン報告

の準備を進めているという。サイト自体は

ひとまず 30 を超え、それ以降の作業は止

まっているということであった。実際のプ

レゼンについては、パワーポイントを中心

とした標準的なものになるようである。 
	 キットカットチームでは、ほぼプレゼン

報告の準備が出来上がったという。動画の

利用は技術的な課題から取りやめ、かわり

に写真とアニメーションを利用することで

動画風のプレゼンを前半に組み込むという。

そのための写真はすでに準備され、夜に大

学構内で撮影したということであった。 
	 前回確認した詳細なビジネスモデルにつ

いては、図が準備されたもののあくまで簡

単なものにとどまっている。必要なのはこ

の図の精緻化であるようにも思われた。 
	 木工小物チームは、前回から止まってい

るように思われる。プレゼンについても準

備はこれからということであった。サイト

については写真の入れ替えを進め、投票数

の向上につとめるという。 
	 後に塩ビチームでは、こちらもほぼプ

レゼン報告の準備が終わっていた。特殊な

パワポプレゼンファイルを利用し、視覚的

にインパクトのある報告が準備されている

ようにみえる。 
	 一方で、投票数については伸び悩んでい

る。もう少し努力をした方がいいかもしれ

ないと伝えたが、投票活動の意味について

は、今後改めて議論できるのかもしれない。 
 
5.7.ゼミの活動	 2011.11.17 
 いよいよ 終プレゼン直前となり、ゼミで

はプレゼン報告に向けたプレ報告会が行わ

れた。当日同様 1チーム 5分間、4年生に
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も参加してもらい、内容はもとより報告方

法についての確認を行なった。 
	 第 1報告としてキットカットチームは、
冒頭で写真を多く用いた劇風の問題提起を

行ない、以降商品説明を行なった。質疑に

おいて、商品説明が後ろにあるため、どう

いう商品の話なのかかがわかりにくいとい

う問題点が指摘されるとともに、商品説明

をもっと増やしても良いのではという指摘

がなされた。また、前回、ビジネスモデル

に関連して、送付した写真はネスレ側で箱

に入れるのではなく、お菓子とは別に、購

入者に送られてくることが議論されていた。

これは、ネスレ側の手間を考慮した結果で

あったが、それが購入者の負担にならない

かどうかを考えていたのだった。結果、そ

の 後の一手間をどう考えるかという点に

ついては、むしろその手間が購入者のプレ

ゼントという気持ちとして大事だろうとい

うことで説明が組み込まれており、それな

りに整合性はとれていたように思われる。 

 
キットカットチーム「たからばこ」 
 
	 第 2報告は木工小物チームが行ない、旅

行を念頭に置いたアンケート結果と、そこ

から商品説明が行なわれた。後半にターゲ

ットの確認、および価格設定と販促方法が

提示されたものの、逆にそのことが全体の

整合性を危うくしている可能性が指摘され

た。特に、ターゲットが 20 代の女性とさ
れている点に対して、例えば旅、というシ

チュエーションを考えれば、シニアを含め

もっと選択肢があるのではということであ

った。 

 
木工小物チーム「MemoriesLog－思い出の
丸太－」 
	 Facebookチームでは、中盤に寸劇を含む
報告が行われた。サイト構築では他のチー

ムに比べて進んでいないようにみえていた

が、報告に関しては、総じて魅力的になっ

たように思われる。ただ一方で、具体的な

中身についてはこれから詰めねばならない

点も多く、後一週間でどこまでプレゼンの

質が高められるかが課題になりそうである。 
	 第 4報告はコンパクト家具チームが行い、
プレゼンターがハキハキしていて聞きやす

いというコメントがあった。逆に言えば、

他のこれまでの報告はどことなく頼りない
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雰囲気があり、確信をどれだけ持てるかは

重要な点なのだろうと感じた。その他、プ

ロトタイプを実際にもっていくということ

もあり、そのプロトタイプをどのように見

せるのか、アピールするのかが大事である

ように思われる。 
 

 
facebooアプリチーム「MY就活 NAVI」 

 
コンパクト家具チーム「Good Sleep」 
 
	 後に第 5報告は塩ビチームであった。
なお、塩ビチームはこの段階でサポート数

が同テーマグループ内でトップに立ってお

り、他のチームに比べてその数は大きく上

昇している。 

	 報告については、動画を用いていたもの

の、当初パワーポイントに埋め込まれた形

では作動しなかった。改めて動画プレイヤ

ーで作動させたが、当日の報告での不安が

残る。具体的な報告内容については、動画

でわかりやすく、インパクトもあると考え

られる。補足として、今回は無音になって

いたため、うまく音楽をつけたらいいので

はないかという指摘があった。その通りだ

ろうと思う。 
 

 
塩ビチーム「カエルのぴったん」 
 
第 6節	 最終報告会  
6.1.最終プレゼン概要  
	 2012年 11月 23日 23時 59分にネット
上での投票活動は締め切りとなった。首都

大チームの 終サポート数は後段の図に示

す通りである。これをふまえ、翌日 24日、
終報告会が立命館大学で開催された。学

生は事前に京都・滋賀入りしており、朝か

ら報告に供えていたという。 
	 終報告会は、学生委員による準備が必

要になる。例年、この作業は非常に負担が
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大きく、4 年生を中心とした委員あってこ
その Sカレとなっている。事前に送られる
パワーポイント資料の動作確認をはじめ、

細かい作業が行われることによって、当日

の会が可能になっているというわけである。 
	 終報告会は、以下の段取りで行なわれ

る。先ず 初に、各テーマ毎に報告会が行

われる。テーマ毎に参加チーム数が異なる

ため、数が多い場合には 10 時すぎから、
数が通常の場合には 11 時頃から報告が開
始された。各チーム報告 5 分、3 分で質疑
を行う。タイトな時間設定であり、スムー

ズな準備が求められる。 
	 各テーマでの報告後、テーマ毎に一位が

決定される。一位のための基準は各テーマ

を担当する協力企業に任されているが、一

番重要になるのは実現可能性である。その

上で、アイデアの良さはもちろん、サイト

での活動を示すサポート数や閲覧者数、さ

らに当日の報告プレゼンテーションなど総

合的な判断が行なわれる。 
	 各テーマで一位となったチームは、 終

報告会へと駒を進める。同じプレゼンを行

なうことになるが、今度は全体が一堂に会

することになるため、400 人近い人々の前
で報告する。報告後、 終一位を決定する

が、この際には、この 400名近い参加者に
よる投票によって順位が決定されることに

なる。 
	 終報告による順位付けがもっとも栄誉

ある賞ということになる。これにあわせて、

個別企業による企業賞も選定され、懇親会

を経て Sカレはひとまず終了となる。 

	 以下では、開会式の報告に引き続き、直

接すべての報告を聞くことができた

iphone の学習支援アプリの報告を取り上
げながら、その特徴と可能性を記述してい

くことにしたい。 
 
6.2.学習アプリ報告  
	 報告チームは全 11 チームであり、ネッ
ト上でのサポー数の少なかったチームから

の報告になる。先ず 初に報告を 初に行

なったのは、27サポーターとなったチーム
からである。	 	  
①27 サポーター、442 閲覧、初回⑤	 

	 プレゼンの報告に際して、具体的な商品

概要の説明がどれだけ深くできるかは重要

な問題である。ただ、多くのチームでは、

商品概要までに至る説明が長く、冗長にな

る。本チームを例に挙げれば、「後ほど説

明するように」といってしまうのは、要す

るに報告に冗長性があると見た方が良いと

感じられた。サービスそのものは、「アプ

リ上で自分のノートを作る」ものであると

いう。当然、このノートは次に友人と共有

される。そして、 後に、このノートを知

らない人にも公開できるという。どうやっ

て、誰が、ノートを作るのか？さらには共

有するのか？場合によっては、ノートにコ

メントを返すのかということがはっきりし

ないように思われる。	 

	 ただ、本当に需要があるのかという点に

ついて、スマホで勉強したいという人がア

ンケート上はいることが確認されたという。

その上で、このアプリが普及した世界をイ
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メージで示してくれたが、普及するきっか

けが必要であると思われた。企業側のコメ

ントとしても、すでに類似したサービスは

既存にあるのではということと、類似した

ことは、Facebook でもやろうと思うとでき

るのはというコメントが寄せられた。	 

②30	 サポーター、797 閲覧、初回⑨	 

	 企画としては、勉強に飽きてしまうとい

う状況を打破すべく、一定時間内スマホを

利用できないようにするものであるという。

逆転の発想ではあるが、そもそもそうであ

れば、スマホをしまえばいいだけのように

もみえる。	 

	 ただ、そこからさらに利用しない期間が

計測されてグラフ化されるとともに、その

利用に応じて職種が与えられるようなゲー

ム感覚を提供するという。グラフ等が表記

されるに際しては、同じその画面に広告を

載せることができるため、ビジネスとして

の仕組みも備えているようにみえる。	 

	 ただ、面白さという利用の動機があるが、

先のチームと同様、果たしてそれだけで利

用するかどうかという課題はある。例えば、

時間の記録はどの程度の人が利用している、

あるいは使用するのだろうか。コメントと

しては、他のサービスを技術的に遮断でき

るのだろうかということが指摘された。	 

③31	 サポーター、466 閲覧、初回②	 

	 プレゼンは、先ずはリサーチ結果から入

る。学習については継続が難しいことと、

友人とのつながりがみえるとアプリとして

人気が出たりするようだという。ここから、

継続性とつながりを組み合わせたサービス

を考えるという。画面のイメージも作られ

ており、比較的わかりやすいといえる。た

だ、この企画自体で SNS を組み込み、共有

を可能にするというが、これは実現が難し

いだろう。	 

	 大枠のサービスとしては、問題を自分で

作り、答える、答えてもらう形でなりたっ

ている。これ自体は、指摘されるように企

業側にとっても価値があり、問題を自動的

に集められるということになる。学生の誘

因としては、キャラクターが設定されてお

り、利用状況に応じて成長していく。また、

集められた問題は、いずれ問題集としてテ

キスト化されることを考えるという。そう

した掲載の栄誉も与えられる。	 

	 ステイクホルダーの利害調整としては興

味深いが、やはり、ユーザーはどこまで参

加してくれるのだろうか。教員間で問題を

共有すること自体はすでにありうるが、そ

こから学生を組み込むということについて

はより踏み込んだやり方が必要であるよう

に思われた。	 

	 しかしいずれにせよ、問題を答えさせる

のではなく、問題を作らせるという手は面

白いと個人的には感じた。総じて、問題は

答えることよりも作ることの方が難しいか

らである。	 

④31 サポーター、392 閲覧、初回⑪	 

	 報告では 初にアンケート結果が示され、

旅行が充実につながるということや、飽き

ない学習ということを前提にして議論がな

された。いずれにせよ具体的な商品説明ま

での時間が長いように思われた。	 
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	 具体的な企画については、教員が教える

のではなく、教員を教えるというアプリで

もあるという。先のサービス同様に、学生

が問題を作り、こちらは先生に答えてもら

う形をとる。問題を作り、答えると、旅行

情報が提供される。誰が作り、誰が答え、

誰が情報を提供を受け取るのかはよくわか

らないが、基本的なゲームとして完結して

いるようだ。	 

	 なぜ先生なのか、旅行なのかということ

がよくわからないという指摘があり、その

補足があった。友人でもいいのではないか

というわけである。	 

⑤32	 サポーター、524 閲覧、初回⑦	 

	 実際にお店を作り、運営することで経営

を学ぶというアプリだという。勉強は継続

できないというアンケート結果をもとに、

その克服が求められている。財務諸表等も

組み込まれており、授業にも組み合わせら

れるというわけだが、問題はゲームの質で

あろう。実際に開発費用が調べられており、

数百万から数千万円だという。本が売れれ

ば回収できるというが、そう簡単ではない

だろう。	 

	 後に音楽つきの動画が組み込まれてお

り、報告としてはうまくできていると感じ

られる。ただ、欲を言えば、動画に際して

は、音楽だけではなく、声での説明が必要

であろう。沈黙に近い状態が生まれてしま

うからである。	 

	 ゲームそのものは 1 人で行なうことを想

定しているという。これは、当然オンライ

ン対戦となると容量も増えるとともに仕組

みも複雑になってしまうからである。学習

という点では、一つの方向性であるといえ

る。	 

⑥33 サポーター、439 閲覧、初回⑥	 

	 学習とは社会人になっても続くものだと

いう認識のもと、生活を管理できるサービ

スを考えたという。プレゼンがすべて動画

として組み込まれており、動画に合わせて

報告を行うというスタルをとっている。音

楽があればという感もあるが、それだけ準

備されているということであろう。	 

	 朝アラーム設定をしているユーザーが多

いということを前提にして、朝の段階で自

動的に学習アプリが立ち上がり、その日の

活動を示してくれるというわけである。	 

	 これに合わせて、アプリ内のキャラクタ

ーも成長していくという。この点で利用を

動機づけられると考えているようである。

興味深いが、そもそも学習するためのアプ

リはどこにあるのだろうかと感じた。どう

やら、事前にインストールされているアプ

リを呼び出すアプリだという。したがって、

今回提示されるアプリ自体は、スケジュー

ルをアラームとあわせて設定提示できるも

のだということになる。強制的にアプリが

起動できるというのは一つの方向性かもし

れないが、すでに実装されていることも多

いと思われる。	 

⑦34	 サポーター、485 閲覧、初回①	 

	 パワポのアニメーションがうまく作られ

ており、効果音もうまく使っており興味深

い。これまでの報告とは一転して異なるレ

ベルにあると感じる。内容そのものという
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も、プレゼンのやり方、特に背景音がいか

に重要かということを示しているだろう。	 

	 サービスそのものは、答案を送る、添削

する、問題を作るといったものであるとい

う。以前のチームに引き続き、似たサービ

スだが、やはり課題として当初の利用動機

に欠けている。対戦という仕組みが搭載さ

れており、時間制限によるクイズ回答や、

SNS との連動も可能だというが、これもま

た、直接的には利用動機がないと思われる。	 

	 答えるのは誰かという点については、ユ

ーザー同士で行なうことになるという質問

と確認がなされた。	 

⑧34	 サポーター、251 閲覧、初回④	 

	 他のチームが選択していた学生向けの

iphone アプリというアイデアを避け、ipad

で親が子どものために利用するサービスを

考えたという。ipad 用の電子絵本を通じて、

本を読む習慣を与えるというわけである。

まず、読み聞かせのこつを学べるレクチャ

ーモードをつけるという。さらに、両親の

写真を組み込むことによって、絵本の中に

よく見知った人物を登場させられるように

する。食事の構成についての質問や、動画

として動くこともできる。	 

	 発表では、寸劇も組み込まれ、よく準備

されているとともに、商品概要が練り込ま

れていることがわかる。売上見込みも行な

われており、１冊 200 円で売れるという。

この根拠はよくわからないが、いずれにせ

よ絵本として一つのアイデアであろうとは

思われる。	 

⑨62	 サポーター、1360 閲覧、初回⑧	 

	 全員スーツを着ており、この時点でプレ

ゼンテーションの準備がされていることが

わかる。冒頭では、単にシチュエーション

を説明するのではなく、「本当にあった怖

い話」という iPhone で遊んでいたために授

業をまじめに受けられず試験に落ちてしま

ったというエピソードから入ることが興味

深かった。	 

	 実際の利用シーンをすべて動画で用意し

ており、内容が非常にわかりやすい。サー

ビスそのものは、先にもあった通り携帯電

話の使用を禁止するサービスだという。そ

の利用(スマホ禁止)時間に応じて、れんこ

んが伸びるというキャラクターの遊びが組

み込まれている。アンケート調査も面白く

練り込まれていて、実際に iPhone を使った

人と使わなかった人で実際に問題に答えさ

せ、回答数で統計的な有意差を確認したと

いうことであった。	 

	 あえてスマホを使ってスマホを禁止する

理由としては、学習のときにはどうしても

置いておきたいからであるという。それゆ

えに、置いておくことは前提にして、禁止

するという仕組みを考えた。	 

	 これまでの報告同様、こうしたアプリの

使用は 初の利用動機が欠けているように

思われる。教員の側で強制するという方法

が実質的であるとはいえるが、そうである

のならば、翻ってもっと別の方法があるよ

うにも思われた。	 

⑩77	 サポーター、513 閲覧、初回③	 

	 中間でテーマ別１位とされたチームであ

り、基本的には英語に強くなるためのサー
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ビスであるという。探索的調査の結果とし

ては、ゲームと学習を組み合わせることが

重要であるとし、ゲーミフィケーションを

念頭に置いたという。旅行を題材にするこ

とで、学ぶことで多様な旅行をゲームとし

て行なうことができるというわけである。

その他、行動分析学等の知見を応用してい

るということで根拠づけがしっかりしてい

る。その他、価値共創と言った言葉もあり、

おそらく大学で学んだ知識が利用されてい

る。	 	 

	 これもまた、問題をつくり、答えてくれ

るということを基本の仕組みにしている。

しかし、そうであるがゆえに、旅行である

ということの意味が薄れてしまっているよ

うにみえる。問題をつくる方法についても、

書籍でアピールする等販売戦略も考えられ

ているように思われる。また、彼らも全員

スーツを着ており、準備していることがわ

かる。	 	 

⑪82	 サポーター、1005 閲覧、初回⑩	 

	 後のチームであり、こちらもうまくプ

レゼンが作られている。写真をもとに劇風

にアレンジされている。使い方がうまく説

明されており、わかりやすい。	 

	 教員が授業中にパワポ資料等を配信し、

それを学生が自由に加工して利用するとい

うアプリだという。なるほど、他のチーム

と違い、教員が動機のきっかけを与えるこ

とが明示的に示されている点は興味深いが、

今度は果たして教員がレジメを配信するか

どうかが問題となるだろう。	 

	 質問を学生から教員に送ることもできる

という。これは教員の負担にもなるため、

利用するかどうかについては課題が残るだ

ろう。これは、現在進んでいるサービスと

連動させやすいという感覚はある。学生か

ら教員への質問という仕組みだけだったが、

相互コミュニケーションで学生が答えられ

るというプランはどうだろうかという質問

があった。	 

⑫評価	 

	 以上 11 チームの報告後、１位チームが
選定された。協力企業からのコメントとし

て、学習アプリについていくつかの類似し

た方向性が提示されていることが指摘され

た。楽しさという点でのゲーム性、いっし

ょにという点でのつながり、それから逆に

スマホを利用できないようにする機能の設

定などである。これらの方向性について、

どれだけ斬新な切り口を提供できるかが問

われているように感じた。 
	 総合的に１位となったのは、 も多くの

サポーター数を集め、 後に報告した立命

館大学チームであった。確かに、プレゼン

もよく準備されており、まとまった内容だ

ったように思われる。 
 
6.3.最終プレ全報告  
	 今回は学習支援アプリの報告だけを取り

上げたが、おそらく同様の内容と選定を経

て、各テーマで１位になったチームの 終

報告が 後に行われた。簡単にチームの大

学名を含め確認していこう。 
	 初の報告は、木工小物・明治大学であ
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る。レコーダーを組み込んだアクセサリー

だという。特に後半の動画にこっており、

ストーリー仕立てになっている。内容も印

象深いが、製品としての仕様も細かく考え

られていた。 
	 キットカットは、同志社大学が行なった。

お菓子をくす玉に入れて提案するパーティ

グッズだという。シンプルなアイデアだが、

首都大チームでは当初に却下されていたア

イデアでもあった。また、報告でも、 後

に実際にくす玉を割ってみせる等、淡々と

して報告ではあったがうまく考えられてい

ると思われた。 
	 塩ビは関西大学である。スマホをキッチ

ン以外に置きながら、一方で料理中も使い

たいという主婦をターゲットにした入れ物

である。主婦へのインタビューを行なう等

したという。このアイデアは塩ビでは広く

提出されており、首都大チームも同様のア

イデアであった。極めてシンプルであり、

作りやすいという印象を受ける。 
	 布小物は名古屋市立大学であった。簡単

に手芸ができるような商品だという。手芸

をする人の数が減少しているということを

問題意識として、ながら手芸の形で片手間

に作ることができる。傘型のアクセサリー

を入れる入れ物のようである。キットとし

て一式用意されており、針や糸もあるとい

う。こちらもシンプルな商品であり、すぐ

に実現できるだろう。 
	 ユニバーサル家具は、青山大学が報告を

した。バックに音楽が流れるようになって

おり、報告プレゼンもきれいに作られてい

る。特にフォントと絵がテレビを見るよう

だと感じた。商品は、長く使える子ども家

具であるという。シンプルなデザインであ

るとともに、いろいろな使い方ができるこ

とが強調されている。基本は机だが、ひっ

くり返せば椅子としても使えるという。 
	 就活アプリは、中京大学であった。自身

のモチベーションを記録し、Facebook上に
アップロードしていくというものである。

就活研究所の報告という設定をつくり、興

味深い報告が行われた。劇風な説明も取り

入れられており、わかりやすい内容だった。

さらに、大学のキャリアセンターとも連携

し、コメントを受けたという。 
	 学習応援アプリは、立命館大学が行なっ

た。これは先に見た通りであり、教員によ

る利用をトリガーとして、レジメを保存さ

せるとともに、質問を受け付ける仕組みで

あった。レジメ保存自体については類似し

たサービスも多いと思われることから、こ

こからのサービスの絞り込みが必要になる

ように感じられる。 
	 皮小物も立命館大学が行なった。先の報

告もそうだが、非常にきれいに作られてい

る。前半は劇風のストーリー仕立て、途中

に解説パートを挟み、さらに 後にストー

リーに話を戻すという形で、実に良く練り

込まれている。商品自体は、移動中の読書

を快適にするカバーだという。折り目がつ

かないようにする等考えられている。なお、

本チームは今回の Sカレにおいて 大得票

数を得ている。 
	 枡技術では青山学院大学が報告を行った。	 
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枡は非常に難しい技術だが、これを用いて

iPhone などを上に置けるスタンドを用意
するという。必然性を考えることは難しい

が、デザインとしてよくできているといえ

るだろう。プレゼンの作りにもデザイン性

が感じられる。 
	 後の報告となったのは、コンパクト木

工家具の関西大学である。トイレ掃除をき

れいに行うための家具だという。プレゼン

画面の作り込みは本当にテレビのようであ

り、よくできている。製品そのものは、便

利な棚であるが、それ自体に斬新さは感じ

られない。 
	 これらの 終プレゼンテーション後、参

加者による投票が行われた。結果、1 位の
評価を得たのはユニバーサル家具(青山学
院)、二位は革小物(立命館大学)、そして 3
位は枡技術(青山学院)であった。その他、
企業賞も全チームから 4つ選定され、首都
大学チームの中からも塩ビチームが選ばれ

た。 
 
第 7節	 帰結  
7.1.最終報告後  
	 11 月 25 日の 終報告後、各テーマで優

勝したチームについては、実際の製品開発

に向けていよいよ企業との調整が始まるこ

とになる。就活時期と重なるため多くの困

難が予想されるが、S カレとして重要な点
はここにある。その後の展開については、

追って確認していくことにしたい。 
	 また、昨年度同様、 終報告後には、す

べてのチームの活動概要をまとめた小冊子

が毎年作成される。自らの活動を振り返り、

その意味を取り直す契機になっている。 

 
1位：UD家具(青山学院大学) 

 
2位：革小物(立命館大学) 
 
7.2.雑感  
	 以上、本稿では、2012年 6月から 11月
末にわたる S カレ 2012 に関わる活動につ
いて、その時々で感じたことを直接取りま

とめて記述してきた。この記録がどのよう

な意味を持つのかは、第一に Sカレ自体が
この先どういう展開を見せるのかというこ

と、それから第二に、それにあわせてこの

記述がどのような形で引き継がれるのか、

あるいは逆に引き継がれないのかというこ
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とにかかっている。要するに、この記録の

価値は、今の段階では確定のさせようがな

い。 
	 また、本稿は著者の個人的な回顧録であ

り、内観的ともいいうる。語調の強い部分

もあるが、記録ということで残しておくこ

とにした。この点については、その意味す

る内容を別途考察したいと思う。外から情

報を仕入れる事が大事だと前半では書いて

みたが、その情報を情報として理解できる

かどうかは自分自身の問題である。その意

味では、多くの研究において、研究すべき

対象は外側にあるのではなく、だいたい内

側にある。今のところ、そう思っているか

らである。 
 
 
 
 

 
 

 

 
3位：枡技術(青山学院大学) 
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チーム名 わくわく NIC MOKKOM Tricolore Shakerato 

担当 木工小物 塩ビスマホ コンパクト家具 就活アプリ キットカット 

コンセプト以前に議論

されたアイデアの数 
3、4つ程度 10つ程度 10つ程度 3つ程度 20-30 

オブザベーシ

ョンの効果 
説得の材料として あまりなし あり うまくいかず きっかけになった 

ソーシャルメディ

アの活用 
ほぼなし ブログ、youtube ほぼなし ほぼなし Facebook 

開会式報告後の企

画変更 
あり あり あり あり あり 

 

首都大各チームの主要活動一覧 
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首都大サポーター数の推移 

首都大閲覧数の推移 
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