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卒業研究要旨 
 
 
 

 近年、世界でスマートフォンの普及とアプリケーションの利用の広まりに伴い、アプリ

市場は急成長を見せている。中でも、日本におけるアプリ利用の拡大は著しく、2013 年 10
月にアプリ売上高はアメリカを抜いて世界 1 位になった。この日本のアプリ市場は今後も

更なる発展をしていくと予測され、非常に注目を浴びている。企業の大きさや法人、個人

に関係なく誰でも参入することができるアプリ市場は、非常に競争率が高く、アイディア

とスピードが重要になってくる。 
その一方で、IT サービス企画開発の失敗の原因として代表的なのが“顧客ニーズの把握

不足”である。そこで、素早い提案とコミュニケーションを重視した顧客主導型の企画方

法として話題のリーン・スタートアップに注目した。 
リーン・スタートアップとは、アメリカの起業家であるエリック・リース氏が 2008 年に

提唱したものである。リーン・キャンバスというビジネス企画書を用いて仮説を立て、最

低限のコストと短いサイクルで仮説の構築と検証、学習を行うのが特徴である。 
本研究では、従来の企画方法や開発方法とリーン・スタートアップを比較し、スマート

フォンアプリの開発に適していると考えられるリーン・スタートアップをプロトタイプ開

発と組み合わせて IT サービス企画開発を実践した。 
IT サービス企画開発の対象は、大人数に対するイベントの発信を目的とした“共有カレ

ンダー”である。開発には、“Application Craft”と“Parse”という 2 つのツールを使用

した。このツールによって、インタビューの準備期間を短縮することができ、リーン・ス

タートアップの一連の手順を学生 4 人組で実践することができた。また、リーン・スター

トアップとプロトタイプ開発による IT サービス企画開発や使用したツールの効果について

分析した。分析の結果、IT サービス企画開発が成功するための要素をいくつか得ることが

できた。一方で、さらに検討していかなければならない課題についても考察した。 
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第1章 序論 
 
 

1.1 研究の背景 
 
 近年、世界でスマートフォンの普及とアプリケーション利用の広まりに伴い、スマホア

プリ市場は急成長を見せている。日本では 2013 年 10 月にスマホやタブレット端末向けの

アプリの売上高がアメリカを抜いて世界 1 位になった。世界のアプリ開発者は 2014 年を日

本市場に注力する年にすべきだと呼びかけている。 
オープンソースソフトウェアや無料の統合開発環境などにより、ソフトウェアの構築に

かかるコストは格段に低下し、企業の大きさや法人、個人に関係なく誰でも勝負すること

ができるのがこの市場の特徴であると言える。この競争率の中、やはり重要になってくる

のはアイディアとスピードであるだろう。しかし、日本では工数増大などのリスク管理を

十分行ってから開発に着手する、従来のシステム企画が強く根付いている。また、開発も

ウォーターフォール型が主流で、段階ごとに十分計画してから工程を進めるため利用者の

評価を得るのに時間がかかる。 
2012 年に“RUNNING LEAN”の日本語翻訳版が出版され、日本でリーン・スタートア

ップというスタートアップ法が話題になった。これは、企画を早く行う方法である。一方、

開発については段階ごとの計画を省略して利用者の試用評価を急ぐプロトタイピング用の

ツールが存在する。しかし、企画段階の手順との接続については方法が確立されていない。 
 
 

1.2 研究の目的 
 

本研究では、リーン・スタートアップと開発を短期化する最新の開発ツールやネット

サービスを用いたプロトタイプ開発による、IT サービス企画開発の手順を定義し、学生の

グループによって IT サービス企画開発を実践する。さらに、従来の企画方法、開発方法や

マネジメントとの比較を行う。 
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第2章  

IT サービス企画開発に関する企画・開発方法 
 
 

2.1 企画方法 
 

近年、“IoT（Internet of Things）”という言葉が注目を集めている。直訳すると“モノ

のインターネット”である。今までの人と人をつなげるインターネットの形態が、インタ

ーネットにつなぐことのできるデバイスの増加と、IT 技術の進歩により、人とモノをつな

ぐ形態に変化してきているのだ。実現しつつある IoT だが、IT サービスという幅広く、か

つ市場の変化が著しい分野で、なかなか成功するビジネスが浮かばないのが現状である。 
IT サービスの企画方法は市場の変化に伴って柔軟に対応するべきであり、IT サービスの

種類によって最適な方法を選択していく必要がある。 
 

2.1.1 官庁や自治体における情報システム開発の調達方法 

 
 情報システム開発は多くの場合、システムを利用する企業が、情報サービスベンダに開

発の仕事を発注(調達)して実施される。そこで、利用企業がベンダに提示する調達仕様書に

はシステム企画の内容が網羅的に記載されている必要がある。 
情報システムの調達仕様書の書き方については、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が

TRM(Technical Reference Model)と呼ばれる技術参照モデルを提供している。官庁や自治

体においては、より公平な調達を目的としているため、これに沿った企画方法を標準的な

方法として普及させようとしている。IPA が発表した平成 24 年度版の「情報システム調達

のための技術参照モデル(TRM)」[1]によると、開発に取り組むまでに 10 の項目について検

討する必要がある。以下がその詳細である(表 2-1)。各項目において成果物が大量にあり、

時間をかけて企画を行っていることがわかる。 
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表 0-1 調達仕様書において記すべき事項 
出典：参考文献[1]  「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM) 平成 24 年度版」 

 
 役務内容 成果物 

1. 全体計画策定

支援 
2. システム化構想の立案 システム化構想書 

3. システム化計画の立案 システム化計画書 
最適化計画(最適化対象システムの場

合) 

2. 調達支援 
(要件定義フェー

ズ) 
 

1. 最適化計画の確認・評価・

改善・効果算定 
最適化計画の確認・評価・改善・効果

算定に関する報告書 

2. 要件定義の支援 要件定義書 
3. システムコストの試算 システム構築経費積算書(案) 

運用経費積算書 

4. 調達業務の支援 調達計画書(案) 
調達仕様書(案) 
応礼資料作成要領(案) 
評価手順書(案) 
評価項目一覧(案) 
評価基準書(案) 
評価採点表(案) 
意見招請回答管理表 
入札公示に係わる説明資料(案) 
入札公示後に必要となる予算根拠とな

る説明資料(案) 
(開発フェーズ) 1. プロジェクト管理 プロジェクト計画書 

2. 調達支援 調達計画書(案) 
調達仕様書(案) 
応礼資料作成要領(案) 
評価手順書(案) 
評価項目一覧(案) 
評価基準書(案) 
評価採点表(案) 
意見招請回答管理表 
入札公示に係わる説明資料(案) 
入札公示後に必要となる予算根拠とな
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る説明資料(案) 
3. システム構築

(設計・開発) 
1. 開発実施計画の作成 プロジェクト計画書 

設計・開発実施計画書 
プロジェクト標準(統合業務を実施する

共通基盤事業所である場合) 
4. ヘルプデスク 1. 運用計画の策定 実施計画書 

ヘルプデスク環境構築図 
導入計画書 

5. ハードウェア

保守 
1. ハードウェア保守計画の策

定 
ハードウェア保守計画書 
保守要領・保守手順書 

2. サービスレベル管理 サービスレベル合意書 
サービスレベル管理計画書 

6. ソフトウェア

保守 
1. ソフトウェア保守計画の

策定 
保守計画書 

2.修正(パッチ)ファイル、バー

ジョンアッププログラムの提

供 

修正(パッチ)ファイルアップグレード

プログラム同ファイル利用権(ライセン

ス) 
7. アプリケーシ

ョン保守 
1. 保守計画策定 実施計画書 
2. サービスレベル管理 サービスレベル合意書 

サービスレベル管理計画書 
8. システム基盤

保守 
1. 保守計画策定 保守実施計画書 
2. サービスレベル管理 サービスレベル合意書 

サービスレベル管理計画書 

9. iDC 設備調達

付帯作業 
1. 作業計画 実施計画書 

10. ネットワーク

調達 
1. 設計・開発計画 設計・開発計画策定支援に係る資料な

ど 
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2.1.2 ビジネス分析技法(BABOK) 

 
ここでは IT サービスシステムの調達の前に必要となる企画をより体系的に実施する手法

の一つを紹介する。 
BABOK とは、ビジネスアナリシスのために必要な知識を体系化したものである。

BABOK の最新版は 2009 年に出版された「BABOK Guide vwersion2.0」[2]である。 
 ビジネスアナリシスとは、「BABOK Guide version2.0」によると、組織の構造とポリシ

ーおよび業務運用についての理解を深め、組織の目的達成に役立つソリューションを推進

するために、ステークホルダー間の橋渡しとなるタスクとテクニックをまとめたものと定

義されている。 BABOK には 7 つの知識領域がある(図 2-1)。この図の矢印は、7 つの知

識領域の作業の手順を示すものではなく、関連性を示すものである。ビジネスアナリシス

は、プロジェクトの目的や、周辺環境が非常に複雑で曖昧なところからスタートするため、

BABOK では手順を定めず、柔軟に対応することを推奨している。システムの構想から要求

定義に至るまでの過程において必要となる顧客との対話やその分析を網羅的に行うための

タスクが定義されており、これらを完全に実施すると相当の期間がかかることが予想され

る。各領域のタスクの概要を以下に示す。 
 
・ビジネスアナリシスの計画とモニタリング 
全体計画や意思決定方法、情報の共有方法や実行状況の監視方法などを事前に決めてお

くタスクがある。あとで誤解や問題が生じないようにステークホルダーをもれなく把握す

ることが重要である。 
 

・引き出し 
目の前の課題ではなく、真の課題を引き出すためのタスクがある。 

 
・要求マネジメントとコミュニケーション 
プロジェクトの途中で意図しない要求が盛り込まれたり、要求が変更されたりしないよ

うに、ステークホルダー間の合意形成を行うタスクがある。 
 

・エンタープライズアナリシス 
実現可能範囲で最大の解決策を見つけるためのタスクがある。解決策の理想と現実との

ギャップを埋めることが重要である。 
 
・要求アナリシス 
本当に必要な要求なのかの判断や要求の優先順位を定めるためのタスクがある。要求の

解決策をシステム以外の方法で考えられないかどうかなど広い視野をもつことが重要であ
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る。 
 

・ソリューションのアセスメントと妥当性を確認 
どのソリューションが最適であるか、ステークホルダーの価値を最大化できるかを確認

するためのタスクがある。 
 

・基礎コンピテンシ 
ビジネスアナリストに求められる知識以外のコミュニケーション能力や柔軟性などの能

力のことである。 
 
 

 
図 2-1 BABOK の 7 つの知識エリア 

出典：参考文献[2]  「BABOK Guide version2.0」 
 
 

2.1.3 リーン・スタートアップ 

 
リーン・スタートアップとは、トヨタ生産方式(lean 方式)をヒントにした期間短縮型のビ

ジネス企画方法であり、2008 年にアメリカの起業家エリック・リース氏が提唱した。この

方法を最適に活用するためにはビジネスモデルの仮説を立てることが重要になる。最初に

立てる仮説は役に立たないという考え方から、柔軟に変化できる形式の企画書が必要とな

る。そこで、アッシュ・マウリャ氏がビジネスモデル・キャンバスを改良したリーン・キ

ャンバスが企画書となる(図 2-2)。リーン・キャンバスは、9 つの項目からなるビジネスモ

デルの検証ツールで、図 2-2 の各要素に付した番号の順書に沿って書きあげていく。このキ

ャンバスはビジネスモデルの仮説を書き出し、検証するために使われる。リーン・キャン
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バスには以下のような 3 つの特徴がある。 
 
・高速性 

1 枚を書き上げるのに時間がかからず、複数のビジネスモデルを考えることができる。 
 
・簡潔性 

1 枚の中にビジネスモデルの 9 つの要素が書かれているため全体像が把握しやすい。 
 
・携帯性 

1 枚しかないため持ち運びやすく、仲間や顧客と共有しやすい。 
 
顧客を重視しているリーン・スタートアップでは、顧客セグメントを細かく分類し、そ

れぞれの顧客ごとにリーン・キャンバスを書くのが効果的である。 
“Lean”とは、ムダを省き、リソースを効率的に活用するという意味がある。ここでい

うリソースとは時間のことである。特に、顧客に関する単位時間当たりの学習量の最大化

を目的としている。そこで、構築‐計測‐学習を迅速に繰り返す顧客主導型開発モデルが

完成した(図 2-3)。仮説やアイディアの準備ができたら、構築フェーズを行う。明確なビジ

ネス仮説を検証するためだけに必要な製品を素早く構築するという MVP(minimum viable 
product)の考え方に従って、実用最小限の製品を構築する。次に、計測フェーズで顧客へイ

ンタビューしその反応を調べる。次の学習フェーズで計測によって得られたデータから学

び、ピボットの検討などを行う。これを繰り返し素早く行うことによって顧客のニーズか

ら遠ざかることなく製品を拡大できるようになる。 
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図 2-2 リーン・キャンバス 

出典：参考文献[5] 「RUNNING LEAN」 
 

 
 

図 2-3 リーン・キャンバスを用いた顧客主導型開発モデル 
出典：参考文献[5] 「RUNNING LEAN」 
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2.2 開発方法 
 
 システム開発方法には多くの種類が存在する。開発方法にはそれぞれメリット・デメリ

ットが存在し、それぞれのプロジェクトの特性にあった開発方法を選択するべきである。 
 

2.2.1 ウォーターフォール開発 

 
最もよく使われる開発手法である。上流から下流にかけて戻ることなくプロジェクトを

進めていく。プロジェクトの全体像が最初から明確にしているため、マネジメントがしや

すいというメリットがある。要件定義の検証は運用テスト、システム要件定義の検証はシ

ステムテスト、ソフトウェア要件定義の検証はソフトウェアテストというふうに、対象の

規模を小さくしながら開発を進め、逆に対象の規模を大きくしながらテストを実施するこ

とから、V 字モデルと呼ばれることもある(図 2-4)。前行程のアウトプットを次工程のイン

プットにするため、プロジェクトの流れがわかりやすい。ただし、顧客の要件を聞くのは

最初の要件定義のみのため、途中で顧客と開発者の間にビジネスニーズの食い違いが起き

てもなかなか発見できないというデメリットがある。 
 

 
 

図 2-4 V 字モデル 
出典：参考文献[6] 「共通フレーム 2013」 
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このプロセスを管理する知識の枠組みとして、PMBOK が広く用いられている。PMBOK

は、1969 年に設立された世界最大のプロジェクトマネジメント団体である PMI(Project 
Management Institute)がプロジェクトマネジメントの知識を体系化したものと定義され

ている。PMBOK は米国標準協会に米国標準規格として承認されている。 [7][8] 
 PMBOK には、プロジェクトの目的を達成すために実行する一連のアクティビティであ

るプロジェクトマネジメント・プロセスが 42 個あり、その 42 個のプロセスを作業の位置

づけによって分類したプロジェクトマネジメント・プロセス群がある(図 2-5)。立ち上げプ

ロセス群では、プロジェクトの定義を行うためのプロセスがあり、計画プロセス群にはプ

ロジェクトの目的を達成するための計画を作成するためのプロセスがあり、実行プロセス

群には、計画に従い、作業を完了するためのプロセスがあり、監視・コントロールプロセ

スには計画通りでないところを発見し、それを解消するためのプロセスがあり、終結プロ

セス群には、プロジェクトの成果物を受け入れ、正式にプロジェクトが完了するためのプ

ロセスがある。さらに、各プロセスをマネジメントの対象により、下記の 9 つのプロジェ

クトマネジメント知識エリアとして分類することができる。 
 
・スコープ・マネジメント 
プロジェクトに必要な作業を過不足なく洗い出すために行う。 

 
・タイム・マネジメント 
予定された時間内に完了させるために行う。 
 

・コスト・マネジメント 
予定されたコスト内で完了させるために行う。 

 
・品質マネジメント 

確保すべき品質を保証・管理するために行う。 
 
・人的資源マネジメント 
チームを組織化、メンバーの育成のために行う。 

 
・コミュニケーション・マネジメント 
ステークホルダー間のコミュニケーションを円滑にするために行う。 
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・リスク・マネジメント 
リスクを識別、分析し、対応策を作成し監視するために行う。 
 

・調達マネジメント 
製品やサービスを外部から購入、取得するために行う。 

 
・統合マネジメント 

ほかの 8 つの知識エリアを統合するために行う。 
 

 

図 2-5 PMBOK プロセス関連図 
出典：参考文献[8] プロジェクトマネジメント標準 PMBOK 入門 

 
 
 

2.2.2 プロトタイプ開発 

 
システム開発において、ソフトウェアに対する要件が複雑かつ不可視であることから、仕

様の決定が非常に難しいという問題があった。そこでその問題を解決するためにプロトタ

イプ開発が登場した。システムの画面など顧客にとって理解しやすい部分を先行的に試作

し、顧客が評価することによってシステムの仕様や機能を確定しながら進めていく開発手
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法である。顧客の評価を開発途中で入れることによって、顧客側と開発側の誤解を早期に

発見できるのがメリットである。 
プロトタイプ開発が用いられた当初は、試作したバージョンはあくまで“見栄え”や“技

術的なポイント”の確認のためであり、アーキテクチャを構築していないため危険という

理由から、ほとんどの場合、本番には使用しない「使い捨て」にしていた。しかし、1999
年にアジャイルソフトウェア開発宣言があり、アジャイル開発方法論が注目され、プロト

タイプから始まったものを徐々に大きくしていこうという考え方に変化した。 
現在ではソフトウェア開発を行う上でプロトタイプ開発の中のアジャイル開発方法は重

要な存在になっている。世の中の市場の変動が早くなったことや、“オブジェクト指向技術”

や、“動的言語”の登場が関係する。しかし、アジャイル開発の中にもさまざまな特徴を持

つ開発方法があり、企業によって独自の開発方法もあるため、プロジェクトに合う方法を

考える必要がある。また、小さくシンプルな構造を徐々に変更しながらアーキテクチャを

構築するために、機能を追加するときに、全体に影響が出ないように常に設計を見直して

手直しをすることや、前に作った機能が同じように動くように注意する必要がある。 
代表的なアジャイル開発方法として、XP(Extreme Programming)がある。顧客と開発者、

また開発者同士のコミュニケーション、設計戦略のシンプルさ、顧客からのフィードバッ

ク、大胆な設計変更を行う勇気の 4 つに最大の価値をおいている。 
XP にはプロジェクトが従うべき 14 個のプラクティスがあるが、その中でも XP の特徴

的なプラクティスが以下の 5 個である。 
 

・オンサイト顧客(図 2-6) 
 顧客を含めたチームでプロジェクトを進める。顧客がチームに入り、常に開発者のすぐ

そばで一緒に仕事をする。 
 
・計画ゲーム 
 XP の開発は顧客と開発者が共同でシンプルな計画を立てることから始める。開発計画を

“リリース”と呼び、2～3 か月の期間で構成する。それぞれのリリースはさらに“イテレ

ーション”と呼ぶ 2～3 週間の期間で構成する。開発計画は顧客が要求をストーリーとして

提示し、そのストーリーをもとにリリース計画、イテレーション計画を立てる。この計画

は開発の間、継続的に行われる。 
 
・小さなリリース 
 2～3 か月のリリースごと、2～3 週間のイテレーションごとに実際に動くプログラムを提

供する。そこでの顧客からのフィードバックを最大限に利用し、次のリリースに活かす。 
 
・シンプルな設計 
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 システムを可能な限りシンプルに設計する。求められている必要最低限の機能を素早く

実装するためである。 
 
・リファクタリング 
 XP のコードはリファクタリングによって洗練されていく。リファクタリングとは、ソフ

トウェアの外部的振る舞いを変更せずに内部構造を変更することである。リファクタリン

グの目的は、ソフトウェア設計の品質向上や、劣化防止などである。 
 
これらのプラクティスは決して強制的なものではなく、それぞれのプロジェクトに沿っ

て加減していく必要がある。XP は、ターゲットとなる顧客が明確になっていて、さらに開

発に積極的に参加してもらえる場合に、その効果を最大に発揮することができる。 
 

 

図 2-6 XP におけるオンサイト顧客 
 
 

 
2.3 組み合わせ 
  
プロジェクトには様々な種類があり、環境やステークホルダー、また市場によって適切な
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企画方法と開発方法の選択が重要となる。 
 
 

2.3.1 情報システム開発の調達方法とウォーターフォール開発 

 
 最も代表的な組み合わせは、情報システム開発の調達方法とウォーターフォール開発で

ある。大規模な開発を行う際は、全体を管理しやすいように PMBOK を用いたウォーター

フォール開発が好まれる。静岡大学情報学部でも、この方法での講義が代表的である。品

質が高く、スケジュールが明確であるが、顧客とのビジネスニーズの食い違いが起きる可

能性がある。 
 
 

2.3.2 リーン・スタートアップとプロトタイプ開発 

 
 IT 業界の著しい変化に対応するためにはスピードとアイディアが大切である。これから

は、予測できない市場の変化の中で、企画・開発を行っていく力をつけるために、リーン・

スタートアップの考え方を積極的に取り入れていくべきだろう。しかし、顧客が定まって

いない場合には、顧客開発をしなくてはならない。そこで、顧客開発を行いながらプロジ

ェクトを進めるためにはプロトタイプ開発が最適であると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第3章 サービス企画開発方法の手順 
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3.1 要件 
  
ここでいうサービス企画開発とは、スマートフォンアプリの開発のことである。開発メ

ンバーや規模は小人数・小規模・短期間である必要がある。人数や規模、期間が最小限だ

とお互いが情報共有を行いやすいというメリットもある。また、実務経験のない学生をは

じめとして、誰でも企画開発に参加できるということが要件となる。スマホアプリの内容

に制限はなく、自由な提案が可能である。 
 
3.2 考え方 

 
前章で述べた企画方法、開発方法の中から比較を行い、リーン・スタートアップとプロ

トタイプ開発を採用した。比較の論点となるのは、製品の市場と顧客である。スマートフ

ォンアプリ市場は不確実性が高く、変化も速い。さらに競争率も高いため、スピードと顧

客との適合性が求められる。顧客はスマートフォンを使用している人だが、それでは幅が

広すぎてなかなか定まらない。そこで、顧客開発を行う必要がある。丁寧な分析が必要な

BABOK や、資料の多い情報システム開発の調達方法では、スマートフォンアプリの市場の

変化の速さに対応するのは難しい。 
また、スマートフォンアプリは特定の利用者よりも、不特定多数の利用者に向けて開発

されることが多い。企画開発の開始時点では顧客を特定することができず、顧客を探しな

がら企画を進める必要がある。そこで、顧客をチームの一員として開発を共に行う XP の開

発方法は適用しにくい。素早い企画と顧客開発を行えるリーン・スタートアップと顧客に

インタビューしながら製品を拡大していけるプロトタイプ開発が最適であると考える。 
 
3.3 手順 
 リーン・スタートアップ、プロトタイプ開発を用いた IT サービス企画開発の理想的な手

順を以下に示す(図 3-1)。 
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図 3-1  

リーン・スタートアップとプロトタイプ開発を用いた IT サービス企画開発手順 
 

3.3.1 リーン・キャンバス作成 

  
サービス企画開発はアイディアをだすところから始める。チームで話し合いを行い、サ

ービスの概要を決める。概要を決めたらキャンバスを書き始めるが、リーン・キャンバス

は顧客主導型であるため、ビジネスモデルの要素は顧客セグメントによって大きく異なる。

顧客セグメントが細かく分類できる場合は、その顧客セグメントごとにリーン・キャンバ

スを書く必要がある。リーン・キャンバスは、最初に「正しい」答えを求める必要はなく、

時間をかけて進化するため、わからないところは空欄のままにしておくことも可能である。 
 
 
3.3.2 ビジネスモデルの優先順位(リスク検討) 

 
可能性のあるビジネスプランが揃ったら優先順位をつける。優先順位をつけるために、

リーン・キャンバスに書いた 9 項目を 3 つのリスクの分類に分けて考える(表 3-1)。 
 
 
 

表 3-1 リスク検討 
リスク リーン・キャンバスの項目 
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製品リスク 
…正しい製品を作れる 

課題 
ソリューション 
独自の価値提案 
主要指標 

顧客リスク 
…顧客への経路を作る 

顧客セグメント 
チャネル 

市場リスク 
…実現可能なビジネスを作る 

圧倒的な優位性 
コスト構造 
収益の流れ 

 
 
 
 ここでの目的はリスクを排除することではなく、排除できそうなリスクかどうかを検討

することである。そのために、十分に大きな市場を持ち、製品の周りにビジネスを構築で

き、その製品を必要とする顧客に近づけるようなビジネスモデルにする必要がある。 
 
 

3.3.3 顧客インタビュー準備 

 
 リーン・スタートアップでは、構築・計測(顧客インタビュー)・学習というフィードバッ

クを繰り返しながら検討したリスクを排除していく。リスクは一度ですべて解消しないこ

とがほとんどである。ここで注意するのは、中途半端な学習や否定的な学習で、早々にピ

ボットや中止の決断をしてしまうことや、肯定的な学習から必要以上に楽観的になり、あ

とで行き詰まってしまうことである。そのためインタビュー相手も重要な要素となる。イ

ンタビュー相手は、将来的に使うチャネルで探すのが理想的だが、チャネルが確定してい

ない場合は、身近な人物やその紹介などから始めてもよい。また、アンケートによる調査

は、「正しい質問」があることを前提にしていることや、顧客のしぐさが見えないため、最

初のインタビューでは直接顧客と話すことを推奨している。 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 課題インタビュー 
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 課題インタビューでは、課題と顧客の仮説を検証する。また、以下のリスクについて取

り組むことになる。 
 
製品リスク：何を解決するのか？(課題) 
市場リスク：競合は誰なのか？(既存の代替品) 
顧客リスク：誰が困っているのか？(顧客セグメント) 
 
 このインタビューでは、顧客が直面している課題を本当の意味で理解する必要がある。

最終的な目標は「絶対に必要な課題」を 1 つに絞ることであり、これが独自の価値提案に

なる。 
課題インタビューの終了条件は以下の 3 つである。 
 

1. アーリーアダプターとなる顧客が特定できた。 
2. 「絶対に必要」な課題が見つかった。 
3. 現在の解決方法がわかった。 

 
3.3.5 ソリューションインタビュー 

 
ソリューションインタビューではソリューションと顧客の仮説を検証する。ここでは、

プロトタイプ開発によって試作した製品を、実際に顧客に見せながらインタビューを行う

のが効果的である。また。以下のリスクについて取り組むことになる。 
 

製品リスク：課題をどのように解決するのか？(ソリューション) 
市場リスク：どのような価格モデルになるのか？(収益の流れ) 
顧客リスク：誰が困っているのか？(アーリーアダプター) 
 
 ソリューションインタビューの終了条件は以下の 5 つである。 
 
1. アーリーアダプターの顧客情報が特定できた。 
2. 「絶対に必要」な課題が分かった。 
3. 課題を解決するのに必要最小限の機能が定義できた。 
4. 顧客が支払ってくれる価格が分かった。 
5. (概算で)うまくいきそうなビジネスが構築できた。 
 
 



23 
 

3.3.6 リリース(継続的デプロイ)・拡大 

 
 インタビューをもとにプロトタイプ開発を行って、徐々に機能を追加していった製品の

リリースを行う。しかし、ここで終了ではなく継続的デプロイを実施することが重要であ

る。継続的デプロイとは、ソフトウェアを継続的にリリースするプラクティスのことであ

る。リリース後の計測は、今までの学習と比べて、より効果的な学習が期待できるとされ

ている。 
 計測の方法は今まで通りの顧客へのインタビューに加えて、マーケティングサイトを構

築するなど、徐々に拡大していく必要がある。ここまでくるとビジネスモデルは安定する

が、継続的な学習を怠らないように注意しなければならない。 
 
 
3.4 開発ツール 
 

3.4.1. 開発対象となるアプリケーションの種類 

 
スマートフォン向けのアプリケーションは、主に 3 つの種類に分類される。それぞれに

メリット、デメリットがあり、開発者はどの種類のアプリケーションを開発するのか検討

する必要がある。以下にその 3 つの種類を示す。 
 

1. ネイティブアプリケーション 
 デバイス固有の環境に特化したアプリケーションであり、iOS アプリや Android アプリ

がその例である。デバイス固有機能を活用できることが利点である。 
 

2. ハイブリッドアプリケーション 
Web アプリケーションの技術を用いるが、ネイティブアプリケーションと同様に実行で

きる Web アプリケーションとネイティブアプリケーションの中間的なアプリケーションで

ある。ハイブリッドアプリケーションの開発ツールとしては、PhoneGap が挙げられる。1
つのプログラムで複数のデバイス環境に対応できるという利点がある。 

 
3. Web アプリケーション 

HTML5 等を技術に用いることによって、スマートデバイスに特化した Web アプリ

ケーションを開発することができる。Gmail がその例である。Web アプリケーション

の開発ツールとしては、JQueryMobile が挙げられる。アプリ配布が不要で生産性が高

いことが利点である。 
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3.4.2. 開発ツールの選択 

 
 前節で述べた手順の中のプロトタイプ開発の要件を満たすために、“Application Craft”
と“Parse”の 2 つのツールを用いた。その採用理由を以下に述べる。 
“Application Craft”は、Web ブラウザ上でアプリケーションの開発をすることができ

る統合開発環境である。現在、アプリケーション開発の環境として“Eclipse”や“Xcode”
が普及している。これらはローカル環境で動作するため、インストールが必要である。さ

らに、自動生成の機能があまりないため、開発者が記述すべき記述コードが多い。また、

ほとんどの場合はネイティブアプリケーションの開発に用いられる。 
それに比べ、“Application Craft”は、すべての種類のアプリケーションを開発すること

ができる。また、プログラミング経験がなくてもプロトタイプ開発が行えるようなユーザ

インタフェースを備えている。コードエディタも備えており、JavaScript の知識があると

より本格的なアプリケーションの開発が行える。jQuery Mobile を内部に採用しているが、

それ以外にも独自の部品を用意している。 
一般的に見て iOS アプリと Android アプリの収益差は、iOS アプリが約 2 倍であるのに

対し、日本ではその収益に差がない稀な市場といわれている。そのため、ハイブリッドア

プリケーションを開発することができる“Application Craft”を使うのは効果的であると

考える。 
“Parse”は、2014 年 1 月現在 Baas(Backend as a service)の最有力候補の一つである。

Baas とは、モバイルアプリのバックエンドサーバーに必要な主な処理をあらかじめ用意し、

API で提供するサービスのことである(図 3－2)。主な処理には、ユーザー登録・管理、プ

ッシュ通知、GPS を活用した位置情報サービスとの連携、Twitter や Facebook など SNS
との連携、データやコンテンツの保存・管理機能などがある。Baas の登場により、バック

エンドサーバーのコードを書く必要がなくなり、開発者の負担が大幅に減少する。バック

エンドサーバーの構築をしたことがない場合や、サービス立ち上げまでのスピードが重要

な時に利用するケースが多い。 
“Parse”には JavaScript および REST API も用意されている。データベースは NoSQL

であり、RDBMS しか扱ったことのない学生には少し難しい。しかし、非常に自由度が高

く、データベースの設計の幅はかなり広がる。また、ユーザー管理が非常に便利で、ACL
設定も行えるため、セキュリティの面もしっかり考えられている。この“Parse”と

“Application Craft”を連携させることで、サーバーサイドのコードを書かなくても、API
経由でクラウドと連動するアプリケーションを効率よく開発できる環境になる。 
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図 3-2 作成した IT サービスの構造  
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第4章 IT サービス企画開発の実施 
  

 
4.1 IT サービス企画開発の対象 
 

IT サービス企画開発の対象としたのは“共有カレンダーアプリ”である。共有カレンダ

ーアプリの概要は“複数の友人に予定を発信することを円滑にするアプリ”である。利用

者がこのアプリに登録し、予定を追加するとマイページにある個人のカレンダーで予定を

把握することができる。また、友人追加機能により友人を追加すると、複数人とグループ

を作ることができ、お互いの予定を一つにまとめたカレンダーを表示することができる。

そのグループのカレンダー内でイベントを発信すると、グループ内のメンバーにも表示さ

れ、参加・不参加の意思表明ができるようになる。 
 
4.2 IT サービス企画開発の実施 
 

4.2.1 IT サービス企画開発の体制 

 
 IT サービス企画開発を行うチームのメンバーは、静岡大学情報学部の情報システムプロ

グラムに所属する 4 人である。情報システムプログラムとは、情報システムを支える理論

的な知識を学び、現実社会で役立つ情報システムの計画・設計・開発・運用・評価やそれ

らの管理を行うための技術を学ぶプログラムである。企画チームと開発チームに分かれた

が、必要に応じて全員で考えるなど、きっちりと役割分担を決めず、チーム内のコミュニ

ケーションを大切にした。 
 

4.2.2 IT サービス企画開発のスケジュール 

 
スケジュールは、前章の手順を理想とし、なるべく近い形で進めていく。まずは、リー

ン・スタートアップの目的や開発に使うツールの使い方の勉強から始める。その後、ビジ

ネス企画に移っていく。チーム結成から約 1 か月後を第 1 回計測に設定し、友人協力によ

るインタビューを行う。その後、約 2 か月後にリリースすることを目標とした(図 4-2)。 
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図 4-1 本研究での IT サービス企画開発スケジュール 

 
 

4.2.3 リーン・キャンバス作成 

 
 チームで集まりアイディアを出し合いながら、実体験をもとに、複数の友人同士で予定

を合わせるのが困難であるという問題に着目した。この問題を解決するためのアプリケー

ションのビジネスモデルを 4 人で相談しながら書き上げた。以下にリーン・キャンバス作

成時において注目した 3 つの項目を挙げる。 
 
＜注目点＞ 
 

1. 課題 
・既存のツールは使いづらい 
現在、友人と連絡を取るツールとして“LINE”を利用している人がほとんどである。複

数人で話し合いができる非常に便利なツールだが、大人数になると誰が何を発言したのか

わからないことや、見ていない間に会話が進んでしまうなどといった問題がある。 
 
・多くの人の予定を把握するのは困難 
人数が増えれば増えるほど予定の把握は困難になる。 

 
・イベント発信がしづらい 
 多くの人へのイベントの伝達が困難である。 

 
2. ソリューション 
・個人の予定をグループ内で公開・共有 
 友人同士のグループカレンダーを利用して、個人の予定を公開し、共有できるようにす

る。 
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・予定調整のみに特化したインターフェイス 
 カレンダー表示をメインにし、シンプルなインターフェイスで使いやすさを心がける。 
 
・イベント発信が可能 
 多くの人にイベントが伝わるように、共有カレンダーに対してイベントの発信を行える

ようにする。 
 
 上記以外にも共有カレンダー内で話し合いができるような掲示板や Twitter、Facebook

との連携、また、お気に入り店舗などのイベント情報などいれるという機能の案もあった

が、MVP の考え方に従い、上記の 3 つをソリューションとした。 
 
3. 顧客セグメント 
 スマートフォンを所有している人 
 

 上記の注目点をリーン・キャンバス上に記載した(図 4-3)。 

 
図 4-2 最初のリーン・キャンバス 
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図 4-3 最初の利用シナリオ 
 

 

 

4.2.4 課題インタビュー 

 

 課題と顧客の仮説検証のため、友人協力 8 人に課題インタビューを行った。質問は全部

で 5 つである。 
 
Q1.所持しているスマートフォンの種類(図 4-4) 

 

図 4-4 所有しているスマートフォン 
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Q2.予定把握手段(図 4-5) 

 
図 4-5 予定把握手段 

 
これは予想外であったが、手帳派が多く、アプリで自分の予定を把握している人はかな

り少なかった。そのため、顧客セグメントの幅を狭めることにした。 
 
Q3.よく使う友人とのコミュニケーションツール 
 
最も多いのが LINE であり、インタビューを行った全員が LINE を上位に回答した。

Twitter、メッセージ機能、Facebook などのツールも挙げられた。 
 
 

Q4.Q3 で挙げたツールの最大グループ人数(図 4-6) 

 
図 4-6 最大グループ人数 

 
20 人前後が最も多く、最少が 15 人、最大は 100 人であった。 
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Q5.Q3 で挙げたツールの不便な点 
 

LINE では、グループの人数が多ければ多いほど誰が何を言ったのかわからなくなること

が多く、イベントを発信しても誰が参加するのか把握するのが困難だという意見が最も多

かった。逆に、あまり自分が発言しないという人もいた。 
 
以上のようなインタビュー結果から、リーン・キャンバス(図 4-3)の課題の部分はほぼ仮

説通りであることが分かった。しかし、顧客セグメントはスマートフォンを使用している

人ではなく、スマートフォンを所有し、かつ予定把握をアプリでしている人に的を絞り、

そこから顧客を拡大していくことにした。 
 

 

4.2.5 構築(MVP) 

  
 顧客インタビュー後、デザインと開発の 2 チームに分かれて MVP の製作を行った。デザ

インチームは画面遷移図やクラス図、ユースケース図などモデリングを行い、開発チーム

はデータベースの構築や、データベースアクセスのプログラミングを行った。可能な限り

チーム全体で作業し、メンバー同士の情報は逐次報告してお互いの進捗を把握するように

した。 
 
 

4.2.6 ソリューションインタビュー 

 
構築した MVP を使用してデモを行いながら、ソリューションと顧客の仮説検証を行った。

ここでは、デモの機能に対する意見や追加してほしい機能を自由にしてもらった。 
 
・友人と共有したくない予定もある 
・カレンダーの表示を月別ではなく日別にできるページを作る 
・イベントの発信へのレスポンスが欲しい 
 
以上のような意見があり、ここから追加機能を検討した。友人と共有したくない予定に

関しては、予定ごとに公開するかしないかを選択できるようにし、また、イベント発信へ

のレスポンスについては、参加・不参加のボタン一つでグループ全員がレスポンスできる

ようにするという対策を考えた。日別の詳細については急ぎの機能ではないと判断し、機

能として取り入れないことにした。そして、友人と予定を共有できることをメインにして
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いたが、顧客はイベントへの発信を円滑にする機能を必要としていることが分かったため、

イベントの発信がしやすいということをソリューションのメインにすることにした。ここ

で、当初の“友人と予定を合わせるための”共有カレンダーという概要が大きく変更し、“イ

ベント発信をしやすくするための”共有カレンダーとなったので、その変更内容をリーン・

キャンバスの各要素に反映して修正した(図 4-7)。 
収益の流れについては、本来リーン・キャンバスの必要項目であるが、学生による学内

での企画開発であったため、今回は行わなかった。参考までに、有料のスマートフォンア

プリケーションの利用状況を聞いたところ、有料アプリを利用している人はほとんどいな

かったため、共有カレンダーも課金制度を取り入れた無料アプリにするのがベストな方法

であると考えた。 
 

 
 

図 4-7  
ソリューションインタビューの結果を反映したリーン・キャンバス 
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図 4-8 ソリューションインタビューの結果を反映した利用シナリオ 
 

4.2.7 構築 

 
 修正したリーン・キャンバスに沿って、今までの成果物の機能を保ったまま新機能を追

加するため、再びデータベースやプログラミング構造の確認を行い、デザインの追加も行

った。 
  
 

4.2.8 リリース・計測 

 

 本研究は、“Application Craft”の AC Mobile Build という機能を利用して、iOS 向けの

アプリケーションのリリースを行った。リリースには、“TestFlight”というツールを使用

した。 
“TestFlight”は開発者向けの Web サービスで、テスターを自分のチームに招待すると、

テスターが所有しているデバイスの UDID を知ることができ、それを provisioning profile
に追加し、その provisioning profile と ipa ファイルを Web 上にアップロードすると、チー

ム内のテスターがアプリケーションをインストールできるという仕組みになっている。共

有カレンダーの配布と同時に利用マニュアルの配布も行った。 
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 配布後のアプリの管理は“Parse”の Data Browser や Analytics を使用した。アクセス

数や、アプリ内のデータがすべて把握でき、データの追加や修正、削除もできるため、突

然のエラーにも対応できるようになっている。 
共有カレンダー配布後、友人に再びインタビューを行った。利用した感想や追加してほ

しい機能など自由にしてもらったところ、 
・デザインの改善 
・動作が遅い 
・プッシュ通知が欲しい 
・LINE との連携(友達追加に手間がかかる) 

などが挙げられた。 
 

4.2.9 学習 

 
 リリース後のインタビューを行った結果、プッシュ通知の検討や、友達追加機能の円滑

化、デザインの改善などを追加していく必要があることが分かった。本来ならば、ここで

学習したことを次のバージョンに反映していくことになるが、本研究の IT サービス企画開

発手順の適用評価は一段落したので、今回の IT サービス企画開発はここで終了となる。 
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第5章  評価 
 
 
5.1. IT サービス企画開発の評価 
 
 今回、IT サービス企画開発を行ったのは静岡大学情報学部情報システムプログラムに属

する 4 人である。この 4 人は、静岡大学内のプログラミングやデータベース構築の講義を

受講している。また、小規模なシステムの開発を講義内で経験している。それぞれにプロ

グラミングやデータベース構築、デザインの設計など得意とする分野があり、非常にバラ

ンスのよい 4 人であった。 
以下は、1 年前の開発経験との比較による今回の開発の評価である。 

 
5.1.1. 開発のスピード 

 
チームのメンバーの 4 人中 3 人は、1 年前の“情報サービス事例”というアジャイル開発

を経験できる講義を受講していた。その講義は今回と同様、4 人でチームを作り、3 か月で

スマートフォンアプリケーションをリリースするというスケジュールであった。しかし、

前回は企画フェーズを行わず、すでに課題と取り入れる機能が決定している状態からのス

タートであったのにもかかわらず、今回のスケジュールと変化がなかった。この 1 番の要

因は、使用したツールと開発方法のスピード感が合っていたことだと考える。前回の経験

と今回を比較した表を以下に示す。 
 

表 5-1 前回と今回の開発ツールの比較 

 前回 今回 

アプリケーショ

ンの種類 
Android iOS 

開発ツール Eclipse(IBM Worklight)  Application Craft 
IBM SmarterCloud 
Enterprise(IaaS) 

Parse(BaaS) 

演習の目的 チーム開発の経験 リーン・スタートアップの経

験 
反省点 チュートリアルをしっかりと読む ハイブリッドアプリケーシ

ョンの検討 
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 前回はチーム開発の経験を目的としていたため、開発ツールに“Eclipse”を使用し、プ

ロジェクトを共有していた。しかし、“Eclipse”では自動生成の機能が少ないため、開発者

が記述しなければならないコードが多くなり、学生が使いこなすまでに時間がかかると考

えられる。また、IBM の特殊なプラットホームを使用していたため、しっかりとチュート

リアルを読まなければ理解できないことばかりであった。アジャイル開発方法論を勘違い

して、とにかくやってみようと無理に進め、あとから無駄な時間を費やしていたことに気

づくことも多々あった。さらに、前回は IaaS を利用していたため、サーバーサイドにアダ

プターで接続を行っていた。今回の IT サービス企画開発を“Eclipse”を使用して実施して

いたとすると、ソリューションインタビュー用の試作は間に合わなかったと考えられる。 
一方で、“Application Craft”はドラッグ＆ドロップで画面デザインができる自動生成の

機能が豊富であるため、MVP の構築までにコードの勉強をする時間ができる。また、BaaS
を利用したため、サーバーサイド側接続は API 経由で容易に行うことができた。 
 このように、利用するツールや開発方法によって同じチームがほぼ同じものを開発して

もスピードに差が出ることが分かった。スピードが重視される開発にとってツールの選択

は重要な要素である。 
 

5.1.2. 顧客ニーズの吸収 

 
前回は、最初から課題設定や機能要件がすでに決まっている状態であった。そこから追

加機能をチームで話しあったが、開発者主体の考えで決めたため、「本当に必要な」機能で

あったか不確実である。しかし、今回はインタビューを実施し、顧客と直接コミュニケー

ションをとることで、「本当に必要」な機能をアプリケーションに反映することができた。

前回との比較を以下の表に示す。 
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表 5-2 前回と今回の企画方法の比較 

 前回 今回 
企画方法 なし(すでに課題、機

能要件あり) 
リーン・キャンバス作成 

企画書 なし リーン・キャンバス 
追加機能の決定方法 チームの話し合いに

よる決定 
顧客とのインタビューを踏

まえたチームの話し合いに

よる決定 
反省点 アプリケーションの

特徴が不明確 
収益の流れの検討 

 
  
前回は企画書もなく、ビジネスモデルが不明確なまま開発を進めていった。開発者自身

がアプリケーションの独自の価値を理解していなかったため、ビジネスとして評価できな

い結果となった。しかし、今回はリーン・キャンバスを利用することで、チームで何度も

ビジネスモデルを修正し、チームのメンバー全員が顧客に対して独自の価値を提案するこ

とができた。 
 
 
5.2 IT サービス企画開発を行うメンバーに求められること 
 
 前節で述べたように、今回の IT サービス企画開発はスピードのある開発と顧客ニーズの

吸収により、前回の経験とは異なる成果が得られた。この成果を得るためにはチームのメ

ンバーに以下のような条件が求められると考えられる。 
 

5.2.1 リーン・スタートアップの目的の理解 

 
リーン・スタートアップが日本で注目されたのは 2012 年に“RUNNING LEAN”が出

版されてからと言われている。そのため、学生にはまだまだ馴染みのない方法である。ま

た、ビジネス企画というのは実務経験のない学生には難しい。実際にリーン・キャンバス

を書く際に、収益の流れやコスト構造は苦戦した。今回の IT サービス企画開発は、開発の

面ではうまくいったが、これをビジネスにするにはまだまだ検討しないといけない点がい

くつかある。リーン・スタートアップはビジネスの成功を目的としているため、ビジネス

面がうまくいかなければ意味がない。リーン・キャンバスは時間をかけないことがメリッ

トではあるが、ちゃんと考えないという意味ではない。顧客ごとのリーン・キャンバスで

は、2.1.1 で紹介した調達仕様書で記述する内容を「課題」、「ソリューション」、「独自の価
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値提案」の 3 つの要素に圧縮して記述することになる。調達仕様書が、特定の企業や組織

を顧客とするのに対し、リーン・キャンバスでは不特定の顧客向けのサービスを検証する

ので、「顧客セグメント」、「チャネル」が記述される。また、リーン・キャンバスではシス

テムの構造や意義だけでなく、ビジネスの構造を検証するために「収入の流れ」、「コスト

構造」が記述される。さらに、ビジネスの継続性を検証するために、「主要指標」、「圧倒的

な優位性」を記述する。このようにリーン・キャンバスでは一枚の用紙にサービス企画に

必要となる多くの要素が記載されることになる。これを顧客との会話の中でビジネスモデ

ルを作り上げていかなくてはならないため、学習のフェーズに重点を置いて常にビジネス

を意識する必要がある。 
IT サービス企画開発を始める前に、リーン・スタートアップの目的を勉強したため、リ

ーン・スタートアップの有用性についてはメンバー全体が理解していたが、実際に行うに

はビジネスモデルを意識する訓練を行う必要がある。 
 

5.2.2 プロトタイプ開発 (顧客志向)への慣れ 

 
 静岡大学情報学部の情報システムプログラムでは、情報システムの計画・設計・開発・

運用・評価やそれらの管理を行うための技術を学んでいるが、そのほとんどが情報システ

ム開発調達における企画方法と PMBOK を適用したウォーターフォール開発である。その

ため、アジャイル開発という繰り返しの開発に慣れていない。徐々に拡大していくからと

いって、最初に最少機能だけを考えて設計してしまうと、追加機能の際に全体の手直しを

しなくてはならないため、より時間がかかることになる。ある程度、追加すると考えられ

る機能を念頭に置いて設計することが望まれる。また、開発期間もかなり短いため、技術

力が追い付かない部分もある。無理な設計を行わないようにチームの技術力を把握してお

く必要がある。 
今回は、昨年のアジャイル開発経験により、その知識を少し持っていたこともあり、メ

ンバーの技術力の把握ができていたため、役割分担や、最少機能の選択をスムーズに行う

ことができた。 
 

5.2.3 ソフトウェアツールの使い方 

 
 今回、サービス企画開発で用いたツールは“Application Craft”と“Parse”である。ど

ちらも使ったことのない学生がほとんどであったため、最初に使い方を勉強する時間を設

けた。特に、“Parse”は、データベースが NoSQL という自由度が高いデータベースだっ

たため、設計や実装が非常に大変であった。また、そのような最新のツールのほとんどは

チュートリアルが英語である。馴染みのないツールを英語で理解するのは非常に難易度が

高いが、今回は細川努氏の講義のおかげでスムーズに着手することができたと考えられる。
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また、昨年のアジャイル開発経験の際の反省点として挙げられた“チュートリアルをしっ

かり読む”ことがしっかりと活かされていた。 
 ソフトウェアツールも日々進化し、便利な機能も種類も豊富にあるため何を使うのが最

適かを考える必要がある。 
 
 

5.2.4 自立した開発メンバーとコミュニケーション 

 
 今回のメンバー4 人はもともと友人関係であったため、非常に円滑なコミュニケーション

がとれた。学外でも情報を共有することが可能であり、何度も話し合いをする機会があっ

た。また、メンバーのバランスも非常によく、ビジネス企画やプログラミングを得意とす

る人が集まったため、“共有カレンダーver1.0”のリリースが可能だったと考える。少人数

で進める開発であるため、個人の能力は非常に重要である。 
 IT サービス企画開発は顧客とのコミュニケーションを重要視していたが、それだけでは

なくメンバー間のコミュニケーションが非常に重要である。少人数での作業であるため、

お互いの進捗状況や、顧客に関する情報のやり取りを必ず行うことで、無駄な時間が削減

すると考えられる。また、メンバー間の信頼も非常に重要であり、個人の責任は重大であ

ることを自覚しなくてはならない。 
 

第6章 結論 
 

6.1 結論 
 
 本研究では、著しく変化する IT サービス企画開発の市場において、従来の企画方法や開

発方法とリーン・スタートアップを比較し、最適な方法を選択して実践することによって、

IT サービス企画開発に必要な知識や技術を考察した。 
従来の企画・開発方法との比較の結果、リーン・スタートアップとプロトタイプ開発が

最適であると考え、実際にその手順に沿って開発を行い、効果的だと考えられる点や改善

しなくてはならない点を開発メンバーで評価した。そこで、IT サービス企画開発にはチー

ムのメンバーに求められる重要な条件がいくつかあることが分かった。 
IT サービス企画開発をより効果的に実践するために、チームのメンバーに求められるこ

とは、リーン・スタートアップの目的を理解し、ビジネスにつなげることやアジャイル開

発方法論への慣れなどが挙げられる。その中でも、IT サービス企画開発において重要なこ

とは、最適な企画・開発方法の選択をすることと、顧客とチーム、チーム間のコミュニケ

ーションをしっかりと行うことである。顧客とチームのコミュニケーションがうまくいく
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ことによって、ビジネス面がうまくいき、チーム間のコミュニケーションがうまくいくこ

とによって開発面がうまくいくと考えられる。 
 
 
 

6.2 今後の課題 
 
 IT サービス企画の市場は日々進化し、求められる技術も高くなっている。それに伴い、

有用な企画方法や開発方法の提案は数多くあるが、その方法を効果的に用いられていない

場合も多くある。IT サービス企画開発を効果的に用いるにはまだいくつか課題がある。以

下に今後の課題を示す。 
 

6.2.1 マニュアル作成 

 
IT サービス企画開発には、チームのメンバーに求められる条件があるため、取り組む前

にその条件を身に着けておく必要がある。そのためにも、マニュアルを作成する必要があ

る。 
 

 
6.2.2 リリース実験 

 
本研究では、友人協力へのリリースでとどめているが、実際に市場にだすと新たな課題

が出てくる可能性が高い。その課題として、以下の点が挙げられる。 
 
・ビジネスとしての見通しが立たない 
・効果的な計測方法が分からない 
・継続的デプロイが困難 
 
以上のような点を確かめるためにも、実際にリリースし、実験する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 



41 
 

謝辞 
 
 
 本研究は、静岡大学情報学部情報社会学科湯浦克彦教授のご指導のもとで行うことがで

きました。湯浦教授からは、研究面のご指導のみならず、本論文を執筆するにあたり論文

の構成や文法など懇切丁寧なご指導を賜りました。また、研究を進めるにあたり、多方面

でご活躍されている専門家の方々との意見交流の場を設けて頂きました。ここに深く感謝

の意を表します。 
 また、研究内容についてのご助言を賜りました静岡大学情報学部情報科学科白井靖人准

教授に深く感謝の意を表します。 
開発にあたってツールの紹介やリーン・スタートアップの方法のご指導、また、評価者

としてもご意見を頂いた株式会社アーキテクト代表取締役、総務省 CIO 補佐官細川努氏、

株式会社豆蔵取締役 CTO 羽生田栄一氏に深く感謝の意を表します。 
 アプリケーション開発の際、iOS ユニバーシティプログラムの登録にご協力頂いた静岡大

学情報学部情報社会学科杉山岳弘准教授、技術部喜多野哲也氏に深く感謝の意を表します。 
 アプリケーションの開発へのご助言、資料提供にご協力頂いた静岡大学情報学研究科湯

浦研究室斎田芽久美さんに深く感謝いたします。 
 アプリケーション開発をチームの仲間として共に支えあってきた静岡大学情報学部山田

研究室恒吉祐子さん、佐藤研究室日比健太郎さん、蓑島広大さんに深く感謝いたします。 
インタビューやアプリケーションの利用・評価にご協力いただいた湯浦研究室 3 年生、

静岡大学情報学部 4 年生に深く感謝いたします。 
 そして、本研究を進めていくに当たり、共に悩み、共に励ましあい、共に研究を進めて

きた湯浦研究室 4 年生のみなさんに深く感謝いたします。 
 最後に、これまで金銭面、精神面共に支えてくださった両親をはじめとする家族に深く

感謝の意を表します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

参考文献 
 
 
[1] 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) 
「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM) 平成 24 年度版」 
(2013 年 1 月) 
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/TRM24_1_honpen.pdf 
 
[2] IIBA(International Institute of Business Analysis)  
「BABOK Guide vwersion2.0」(2009) 
IIBA 日本支部 
 
[3] 広川智理 
「BABOK 超入門」(2011) 
日経 BP 社 
 
[4]  伊藤衡 
「BABOK 入門」(2011) 
日本能率協会マネジメントセンター 
 
[5] アッシュ・マウリャ 
「RUNNING LEAN  実践リーンスタートアップ」(2012) 
株式会社オライリー・ジャパン 
 
[6] 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)  技術本部ソフトウェア・エンジニアリング・

センター(SEC) 
「共通フレーム 2013」(2013) 
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) 
 
[7] 佐藤義男 
「PMBOK 第 4 版による IT プロジェクトマネジメント実践法」(2009) 
株式会社ソフト・リサーチ・センター 
 
 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/TRM24_1_honpen.pdf


43 
 

[8] 広兼修 
「プロジェクトマネジメント標準 PMBOK 入門」(2010) 
株式会社オーム社 
 
[9] ランダル・ストロス 
「Y コンビネーター」(2013) 
日経 BP 社 
 
[10] スティーブン・G・ブランク、ボブ・ドーフ 
「THE  STARTUP  MANUAL」(2012) 
株式会社 翔泳社 
 
[11] 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)  技術本部ソフトウェア・エンジニアリング・

センター(SEC) 
「共通フレーム 2007」(2007) 
株式会社オーム社 
 
[12] 前川直也、西河誠、細谷泰夫 
「アジャイル開発の教科書」(2013) 
ソフトバンク クリエイティブ株式会社 
 
[13] クリントン・キース 
「アジャイルなゲーム開発」(2012) 
ソフトバンク クリエイティブ株式会社 
 
[14] 株式会社テクノロジックアート 
「アジャイル開発マネジメントクイックガイド」(2013) 
株式会社技術評論社 
 
[15]「プロジェクトマネジメントケーススタディ O 書店の例」(2012) 
 
[16] 平鍋健児(2002) 
「XP(Extreme Programming)ソフトウェア開発プロセスの新潮流～前編：XP 概要とその

周辺～」 
情報処理 43、(3)、1-15 
 



44 
 

[17] 平鍋健児(2002) 
「XP(Extreme Programming)ソフトウェア開発プロセスの新潮流～前編：XP 概要とその

周辺～」 
情報処理 43、(4)、1-17 
 
[18] 日経 BP 社 
「ＩＴ部門を強くするリーンスタートアップ」 
(http://bizboard.nikkeibp.co.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000324193.pdf?NEWS
_ID=0000324193&CONTENTS=1&bt=NC&SYSTEM_ID=HO) 
 
[19] エクストリームプログラミング(XP) 
(http://www.src-j.com/books/pdf/208_pt.pdf) 
 
[20] 静岡大学情報学部 (http://www.inf.shizuoka.ac.jp/) 
 
[21] IBM 
「Android アプリケーション向けのクラウド・ベースのサービス Parse 
クラウドで Android アプリケーションのユーザー、データ・オブジェクト、ファイルを保

存および照会する 
」(2012) 
(http://www.ibm.com/developerworks/jp/java/library/j-parse/j-parse-pdf.pdf)  
 
 
 
 

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000324193.pdf?NEWS_ID=0000324193&CONTENTS=1&bt=NC&SYSTEM_ID=HO
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000324193.pdf?NEWS_ID=0000324193&CONTENTS=1&bt=NC&SYSTEM_ID=HO
http://www.src-j.com/books/pdf/208_pt.pdf
http://www.inf.shizuoka.ac.jp/
http://www.ibm.com/developerworks/jp/java/library/j-parse/j-parse-pdf.pdf

	第1章 序論
	1.1 研究の背景
	1
	1.1
	1
	1.1
	1.2 研究の目的

	第2章
	ITサービス企画開発に関する企画・開発方法
	1
	2
	1
	2
	2.1 企画方法
	1
	2
	2.1
	2.1.1 官庁や自治体における情報システム開発の調達方法
	1
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.2 ビジネス分析技法(BABOK)
	1
	2
	2.1
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3 リーン・スタートアップ

	1
	2
	2.1
	2.2 開発方法
	1
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1 ウォーターフォール開発

	1
	2
	2.1
	2.2
	1
	2
	2.1
	2.2
	2.2.1
	2.2.2 プロトタイプ開発

	1
	2
	2.1
	2.2
	2.3 組み合わせ
	1
	2
	2.1
	2.2
	2.3
	2.3.1 情報システム開発の調達方法とウォーターフォール開発
	1
	2
	2.1
	2.2
	2.3
	2.3.1
	2.3.2 リーン・スタートアップとプロトタイプ開発


	第3章 サービス企画開発方法の手順
	1
	2
	3
	3.1 要件
	1
	2
	3
	3.1
	3.2 考え方
	1
	2
	3
	3.1
	3.2
	3.3 手順
	3.3.1 リーン・キャンバス作成
	3.3.2 ビジネスモデルの優先順位(リスク検討)
	3.3.3 顧客インタビュー準備
	3.3.4 課題インタビュー
	3.3.5 ソリューションインタビュー
	3.3.6 リリース(継続的デプロイ)・拡大

	3.4 開発ツール
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	3.4.1. 開発対象となるアプリケーションの種類
	3.4.2. 開発ツールの選択


	第4章 ITサービス企画開発の実施
	1
	2
	3
	4
	4.1 ITサービス企画開発の対象
	1
	2
	3
	4
	4.1
	4.2 ITサービス企画開発の実施
	4.2.1 ITサービス企画開発の体制
	4.2.2 ITサービス企画開発のスケジュール
	4.2.3 リーン・キャンバス作成
	4.2.4 課題インタビュー
	4.2.5 構築(MVP)
	1
	2
	3
	4
	4.1
	4.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5
	4.2.6 ソリューションインタビュー
	4.2.7 構築
	4.2.8 リリース・計測
	1
	2
	3
	4
	4.1
	4.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5
	4.2.6
	4.2.7
	4.2.8
	4.2.9 学習


	第5章 　評価
	4.
	5.
	5.1. ITサービス企画開発の評価
	5.1.1. 開発のスピード
	5.1.2. 顧客ニーズの吸収

	5
	5.1
	5.2 ITサービス企画開発を行うメンバーに求められること
	5.2.1 リーン・スタートアップの目的の理解
	5.2.2 プロトタイプ開発 (顧客志向)への慣れ
	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	5.2
	5.2.1
	5.2.2
	5.2.3 ソフトウェアツールの使い方
	5.2.4 自立した開発メンバーとコミュニケーション


	第6章 結論
	6
	6.1 結論
	6.2 今後の課題
	6.2.1 マニュアル作成
	6.2.2 リリース実験


	謝辞
	参考文献

