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概要

アイデアソンは，特定のテーマについて多様なメンバーが対話を通じてアイデアを出し合い，それをまとめていく

形式のイベントで，新しいアイデアやイノベーションを創出する手法として注目されている．香川大学では，2017

年 9月に新しい大学サービス創出を目指したアイデアソン（ハッピーキャンパスアイデアソン）を実施した．ハッ

ピーキャンパスアイデアソンは，大学構成員である学生と教職員に加えて，企業からも参加者を募って実施された．

本稿では，香川大学で実施したハッピーキャンパスアイデアソンについて述べる．

1 はじめに

香川大学では，学生の教育研究活動を支援するため

様々なサービスを提供している [1]．図 1 は，香川大

学で提供している教育用計算機利用サービスの学生

の利用件数の推移を示している．2008 年 6 月のピー

ク時には，1 ヶ月あたり 17800 件の利用があったが，

2013年 6月には，1ヶ月あたり 9372件とピーク時の

約 6割に減少しており，学生の教育用計算機の利用が

年々減っていることが明らかになった．図 2は，香川

大学総合情報センターが調査した 2016 年 3 月の総合

情報センターホームページへのアクセス端末種別調査

の結果を示している．アクセス端末の約 3割がスマー

トフォンやタブレット端末など携帯情報端末からのア

クセスであることが明らかになった．図 3 は，香川大

学総合情報センターに設置されたプリンタの 2010 年



図 1 香川大学教育用計算機利用サービスの学生の

利用件数推移

図 2 香川大学総合情報センターウェブページへの

アクセス端末種別調査

図 3 プリント枚数の推移

から 2014年までのプリント枚数の推移を示している．

香川大学では，2012年 4月からそれまで無料であった

プリントサービスを有料に切り替えたため，2012年の

プリント枚数は前年の約 6 割まで減少した．その後プ

リント枚数は増加に転じており，2014年はピーク時の

約 8割までプリント枚数が増加した．図 4は，香川大

学総合情報センター内に設置された有料コピーサービ

図 4 コピー枚数の推移

スの 2012年から 2014年までのコピー枚数の推移を示

している．コピー枚数は，2012年は年間約 300000枚

／年だったものが，2014年は年間約 400000枚／年と

3 割ほど増加している．教育用計算機サービスの利用

が減り，自身の携帯用情報端末の利用や印刷サービス

などについては利用が増えていることが明らかになっ

た．情報通信技術の発展や生活環境の変化により，学

生が大学に求めるサービスも変化している．

文部科学省は平成 25年 11月に「国立大学改革プラ

ン」を策定した [2]．「国立大学改革プラン」では，日

本が抱える少子高齢化，地域コミュニティの衰退，グ

ローバル化によるボーダレス化，新興国の台頭による

競争激化など急激な社会環境の変化に対応した人材育

成，知的基盤の形成やイノベーションの創出など，「地

域の拠点」としての役割を国立大学に求めている．す

なわち，国立大学が提供する様々なサービスも，社会

環境の変化にも対応する必要がある．

アイデアソン（Ideathon）は，アイデア（Idea）と

マラソン（Marathon）をかけ合わせた造語で，特定の

テーマについて多様なメンバーが対話を通じてアイデ

アを出し合いそれをまとめていく形式のイベントであ

り，新しいアイデアやイノベーションを創出する手法

として注目されている [3]．アイデアソンは，2000 年

前後あたりからアメリカの ICT 企業で盛んに行われ

るようになり，2010年前後から日本でも開催され始め

たと言われている．現在では，企業だけでなく自治体

や教育機関などで幅広く実施されており，実際に創出

されたアイデアからサービスやシステム，アプリケー

ションを開発するハッカソンも開催されている．これ

まで，アイデアソンやハッカソンは，主にシステムエ

ンジニアを対象にしたもので，ソフトウェアの集中的

開発や自身のスキル向上を目的としていた．しかし，

近年では，新規事業，技術の新用途開発、社会的課題

の解決，地域の活性化，人材育成，ブランディングな



図 5 ハッピーキャンパスアイデアソン告知用チラシ

ど，多様な目的で開催されることが増えている．これ

らの背景の 1つには，企業や組織が抱える様々な課題

を 1社あるいは 1組織だけで解決するのは困難である

という理由が存在すると考えられる．

香川大学では，2017年 9月に新しい大学サービス創

出を目指したアイデアソン（ハッピーキャンパスアイ

デアソン）を実施した．香川大学が抱える課題を香川

大学の果たす役割である「地域の拠点」という視点か

らみたとき、香川大学単独での解決ではなく、地域に

おける多様な主体と共に解決を志向することが中長期

的では重要であると考えた．そのため、ハッピーキャ

ンパスアイデアソンは，大学構成員である学生と教職

員に加えて，企業からも参加者を募って実施された.

香川大学は，「うどん県で働こうプロジェクト～能動

学修による地域の魅力発見」事業で，2015 年に「地

（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事

業）[4]」の採択を受けた．ハッピーキャンパスアイデ

アソンは，地域における大学の魅力発見や魅力発信を

促す仕組みであり，また学生が教職員や企業の方とグ

ループワークをすることで，働くイメージを養ったり，

自身を客観的に評価するなど，自身の能力向上の効果

も期待されると考えられることから，COC+ 事業の

図 6 会場の様子

一環として実施された．ハッピーキャンパスアイデア

ソンは，大学サービスのアイデアを創出するだけでな

く．実際に大学サービスとして実装することを目指し

ている．

本論文では，香川大学で実施したハッピーキャンパ

スアイデアソンについて述べる．

2 ハッピーキャンパスアイデアソン

ハッピーキャンパスアイデアソンは，2017 年 9 月

22日に香川大学内オリーブスクエアにて開催された．

図 5 は，ハッピーキャンパスアイデアソンの告知用

チラシ，図 6は，会場の様子を示している．参加者は

学生 10 名，教職員 11 名，企業の方 11 名，計 32 名

であった．アイデアソンにおいて，テーマの設定は創

出されるアイデアに影響を与えるため，非常に重要で

ある．そのため，ハッピーキャンパスアイデアソン開

催の前に，学生の大学生活に関する課題や悩み，大学

サービスに関する要望を問うアンケート調査を学生を

対象に実施した．

アンケート調査の結果，仮眠スペースや空調のコン

トロールなど，設備面に関する要望が多数寄せられた．

一見，目先の表層的な問題のように見えるが，その背

後には学びや学生生活の充実に関する潜在的な欲求が



図 7 アイデアソンのスケジュール

図 8 インタビューの様子

あるのではないかと仮説した．

ハッピーキャンパスアイデアソンのテーマは，「じ

ぶん 2.0～私をアップデートする香大の新サービスを

考えよう～」とした．このテーマには，学生が自分ご

ととして自分自身をさらに成長させるような，自分を

アップデートする大学サービスを学生自らが主体的に

創出してほしいという主催者側の意図が反映されてい

る．また，ハッピーキャンパスアイデアソンでは，「利

用者の課題が明確になっている」アイデアかつ，「課題

の解決法が適切である」アイデアを，良いアイデアで

あると定義した．そのためハッピーキャンパスアイデ

アソンには，話題を発見するワークと，解決策を考え

図 9 学内探検の様子

るワークを取り入れ，その中でアイデアの発散と収束

を繰り返すプロセスを意図して組み込んでいる．

図 7 は，ハッピーキャンパスアイデアソンのスケ

ジュールを示している．オリエンテーションとアイス

ブレイクの後，課題発見フィールドワークを実施した．

これは，「インタビュー」と「現場観察」から構成され，

人々が作り出した空間，環境，そこでの人々の行動，

その背後にある暗黙の前提を捉える質的なリサーチ方

法である．サービスデザインにおいては，仮説にとら

われず実際の現場を「そのまま見る」ことで，気づき

を得て言葉になりにくい要望を推し量ることであると

言われている．課題発見フィールドワークでは，数名

の学生に対するインタビューと，学内探検から現場観

察がおこなわれた．図 8はインタビューの様子，図 9

は学内探検の様子を示している．昼休憩をはさんで，

香川大学理事・副学長筧善行教授による「これからの

香川大学が求める学生像について」というタイトルで

の講演の後，アイデアワークを開始した．図 10 は講

演の様子を示している．

アイデアワークでは，はじめに，課題を解決したい

相手を一人決めて，インタビューと観察から考えられ



図 10 講演の様子

図 11 課題やニーズの推測 ワークシート

図 12 評価が付与されたアイデアスケッチ ワークシート

る課題やニーズの推測をおこなった．図 11 は，課題

やニーズの推測で用いたワークシートを示している．

作成するワークシートの数には制限を設けず，できる

だけたくさん書いてもらうように参加者に促した．次

に，スピードストーミングという手法でアイデア出し

をおこなった．出されたアイデアは，アイデアスケッ

チとして絵で表現し，参加者相互で☆マークを付け

ることで評価した．図 12 は評価が付与されたアイデ

アスケッチのワークシートを示している．そして，評

価が高かったアイデアと自薦のアイデアから，チーム

図 13 プロトタイプ作成のために用意したアイテム

ビルディングをおこなった．ハッピーキャンパスアイ

デアソンでは，一緒にプロトタイプを作成したいメン

バーを募って自発的なチーム形成を促した．結果的に

7チームが形成された．

ここでのプロトタイプは，問題を解決するためにど

んな方法がありうるかを検討するための試作で，生み

出したい価値を体現するものを会場にあるものを活用

して，簡易的に体験可能なものを作り，ユーザやプロ

ジェクトメンバーとの対話を通し有効性の検証をおこ

なうために作成される．図 13 は，プロトタイプ作成

のために用意したアイテムを示している．プロトタイ

プ作成では，途中にフィードバックタイムを設け，参

加者だけでなく，見学者など様々な意見を取り入れる

ための場を提供した．図 14 は，作成されたプロトタ

イプを示している． プロトタイプ作成後，発表・審

査をおこなった．発表は，プレスリリース形式でアイ

デアの概要をワークシートに記載したものと，プロト

タイプを使ってどんな体験をもたらすかを表現した寸

劇 (発表 2分 +質疑 1分)とした．審査の観点は，「誰

のどんな課題・ニーズを解決するものかが明確である

か」，「他に例のない独自の着眼点や体験 (感動や驚き)



図 14 ユーザがどのようなサービスを受けるかを

UIスケッチした簡易プロトタイプ

図 15 「あおば 0001」が作成したプレスリリース形

式のアイデアの概要

があるか」，「解決策によってもたらされる価値の発展

や他への波及が見込めるか」とした．審査の結果，香

川大学より選出されるハッピー賞と参加者投票によっ

て選出されるじぶん 2.0賞をチーム「あおば 0001」が，

参加企業より選出されるキャンパス賞をチーム「どさ

んこ」がそれぞれ受賞した．図 15は，「あおば 0001」

が作成したプレスリリース，図 16は，「あおば 0001」

の寸劇の様子を示している．「あおば 0001」のアイデ

図 16 「あおば 0001」の発表（サービスの利用イ

メージを寸劇形式で表現）

アは，地域の人と香大生をつなぐアプリを開発するア

イデアである．寸劇では，忙しい母親がこのアプリを

使い幼い息子と遊んでくれる香大生を見つけ，親子と

香大生が共にハッピーになる様子を表現したもので

あった．

今回のハッピーキャンパスアイデアソンの議論は，

絵や図などのグラフィックを用いて記録するグラフィ

ックレコーディングによって可視化された．図 17は，

グラフィックレコーディングによって可視化されたア

イデアソンの議論の様子を示している．ハッピーキャ

ンパスアイデアソンは，その後実装することを企図し

ているため，グラフィックレコーディングは内容を記

録するだけでなく，今後，内容を発展的に検討するた

めに実施された．

3 アンケート結果

ハッピーキャンパスアイデアソン参加者 32 名にア

ンケートを実施し， 24名 (学生 8名，教職員 6名，企

業 10名)から回答が得られた．下記は，アンケート内

容の一部を記す．

設問１：ハッピーキャンパスサービスアイデアソ

ン全体を通して、新たな気づきはありましたか？

・新たな気づきがあった ・気づきはなかった

（2択）

設問２：(新たな気づきがあった方のみ)どのよう

な気づき・得るものがあったかお教えください。

(複数選択可)

a.新しいアイデアを得ることができた

b.多様な人材との交流によって意識改革がおきた



図 17 グラフィックレコーディングによって可視化

されたハッピーキャンパスアイデアソンの議論

c.日常（学業・業務）とは異なる体験によってモ

チベーション向上につながった

d.自身の客観評価をすることができた（他者との

技術力、プレゼン力等の客観的な評価等）

e.その他（　　　　　　　　　　　）

（5択）

設問３：このようなイベントがあった場合、お知

り合いに参加を推奨しますか？その推奨度は 10

点満点でどのレベルですか?推奨するレベル（10

～0の数字）とその理由をお聞かせください．

設問４：アイデアソンを通して．ご意見やコメン

トがあればお寄せください．

図 18 は，設問１への回答結果を示している．参加

者全員がハッピーキャンパスアイデアソン参加を通じ

図 18 設問１への回答結果

図 19 設問２への回答結果

てなんらかの気づきがあったと回答している．

図 19は，設問２への回答結果を示している．24名

の参加者のうち 16名 (67%)が「多様な人材との交流

によって意識改革がおきた．」，9 名（38%）が「日常

（学業・業務）とは異なる体験によってモチベーショ

ンの向上につながった」，8名（33%）が「自身を客観

評価することができた（他者との技術力，プレゼン力

等）」と回答した．この結果から，ハッピーキャンパス

アイデアソンが，新しい大学サービスのアイデア創出

の場としての役割を果たしているだけでなく，学生，

教職員，企業の方問わず多様な人材と交流することに

よる意識改革や自身の客観評価など，自身の能力開発

にも一定の効果があることが明らかになった．

知り合いにアイデアソン参加を推奨するかどうかを

問う設問３は，NPS（Net Promoter Score）を用いて

いる．これは本取り組みに対するロイヤリティを表す

指標で，0～10 の 11 段階で評価をしてもらい、結果

は-100から 100で表される．今回は 8であり，一定の

評価を得ていることが見てとれる．注目したいのは，

推奨したいと考える理由や設問 4の任意記述してとし



て記入されたコメントである．一部を抜粋して以下に

記す．

• 様々な方と考える機会はすごく貴重
• イノベーションを考える貴重な機会
• 自発的に企画，アイデアを起したい者にとっては
有意義

この結果は，「自分をアップデート」する機会として有

効にはたらいたことや，現状の大学サービスを今の延

長線ではなく，産学共同で様々な視点から考えること

の有効性を示唆している．

4 まとめ

本論文では，香川大学で実施したハッピーキャンパ

スアイデアソンや，アイデアソンを起点とした大学

サービス創出の実践について述べた．アンケート調査

の結果，ハッピーキャンパスアイデアソンは，新しい

大学サービスのアイデア創出の場としての役割だけで

なく，学生，教職員，企業の方問わず多様な人材と交

流することによる意識改革や自身の客観評価など，自

身の能力開発にも一定の効果があることがアンケート

調査の結果明らかになった．現在，出されたアイデア

の中から，実際にサービス化を検討する取り組みをす

すめている．
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ご協力いただいた香川大学地域連携戦略室，香川大学

総合情報センターの皆様に感謝する．ハッピーキャン

パスアイデアソンは，香川大学地（知）の拠点大学に

よる地域創生推進事業（COC+）の支援を受けた．
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