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－ 要 旨 － 
 

プロジェクトマネジメント教育が重要である今日，静岡大学では学生に演習型のプロジェクトマネジ

メント教育を行っている．しかし，学生のレポートから以下の 4 つの問題が分析された．  

①  詳細なプロジェクト計画を作成することが困難と感じていること  
②  プロジェクトの立案において背景と目的の分析を困難としていること  
③  リスク特定が困難であること  
④  工数・コスト見積もりの正確性が不明であること  

これらの問題は，プロジェクトマネジメントを教育する場合の課題として，共通性が高いと考えた．  

本研究では，学習者が顧客や他者の知見を得て多面的にプロジェクトを立案することと，詳細な

計画を作成することを大きな目的とした．そこで，現在スマートフォン向けアプリケーション開発のビジ

ネス企画に用いられているリーンスタートアップ手法を導入し，ヒアリングを重視したプロジェクトの立

案と計画を行う講義手順を設定した．  

計画フェーズでは，リスク・マネジメントと未開拓市場に参入するプロジェクトに対応した講義用リー

ンキャンバスを用いた．さらに，プロジェクトの特徴別に【チャネル型】，【主要指標型】，【コスト型】，

【収益型】，【顧客との関係型】，【リスク型】の 6 つに分類して，それぞれキャンバスに記載すべき項目

を設定したワークシートを準備した．それにより，特徴ごとに重要となる計画項目が充実したプロジェ

クト計画を作成できるようにした． 

立案フェーズでは前述のリーンキャンバスを用いてヒアリングを行い，学生が第三者の知見を得て

背景や目的の分析を深めることができる手順を導入した．これらの効果を学生の成果物の充実度か

ら評価した． 

その結果，チャネル型プロジェクト，収益型プロジェクトの充実度が向上し，リスク型プロジェクトで

は，【製品リスク】，【市場リスク】，【顧客リスク】の 3 タイプのリスクをすべて議論できていたことがわかっ

た．一方，主要指標型，コスト型，顧客との関係型のそれぞれのプロジェクトでは，充実度の効果は

薄かった．  

これらの結果を踏まえ，効果が薄かった 3 タイプの充実化を目指すためには，計画フェーズにおい

てレビューを重ねて実施することが必要であると考える．レビューを重ねることで，プロジェクト計画の

評価と学習ができるため，その修正を通して充実度が向上できる可能性があるからである．そして，

全分類型のプロジェクト計画の充実度を向上して，学習者がプロジェクトマネジメントをより深く理解

することを期待する．  
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 序論 1.
 

 研究の背景  1.1.
 情報サービスを開発する者にとって，プロジェクトマネジメントを学ぶ重要性は高い．情

報サービスとは，ハードウェア，ソフトウェア，ネットワークを必要に応じて構築し，顧客の

業務課題を解決するサービスである．情報サービスを構築する時には，プロジェクト単位

での業務活動を行うことが多いため，管理活動の性質が定常業務とは違う．定常業務

には，反復性と継続性の性質があり，常設された組織で活動する．一方のプロジェクト

業務では，独自性および有期性の性質があり，目的の達成後に組織を解散する．これ

らの性質を持っているために，プロジェクト業務は他のプロジェクトの管理方法では遂行

することはできない．つまり，プロジェクトごとに管理計画を策定する必要がある．そのた

めのプロジェクトマネジメント教育は，情報サービス開発者には大変重要な学習分野で

ある．  

 静岡大学情報学部では「プロジェクトマネジメント」という講義を開講し，情報学部生に

プロジェクトマネジメントを教育している．講義は演習型グループワークを行っており，学

生はグループごとにプロジェクト計画を作ってプロジェクトマネジメントを疑似体験してい

る．講義の前半にプロジェクトの課題および目的となる立案を行い，後半に各々が立案

したプロジェクトの計画書を作成する．学生が作ったプロジェクト立案および計画は，講

義内で発表し，教員や他の学生からの意見と質疑応答を通して成果物を洗練してい

る． 

この講義では，毎年学生に個人レポートを記述させている．2012~2013 年の学生 142

人の講義個人レポートから，以下の 4 つの問題が分析された．詳しくは本論文 2.2.2 項

で述べる． 

 

①  計画の詳細化が困難であること  
②  プロジェクトの背景および目的の分析が困難と感じていること．  
③  リスク特定が困難だと感じていること．  
④  工数・コストの見積もりの正確性が不明であること．  

 
 これら 4 つの問題は，学生にプロジェクトマネジメントを教育する場合の課題として，共

通性が高いのではないかと考えた．  
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 研究の目的  1.2.
 本研究では，演習型プロジェクトマネジメント教育において，学習者が顧客や他者の

知見を得て多面的にプロジェクトの立案を行うこと，および詳細な計画を作成することを

大きな目的とする．具体的に以下の 2 つの検証を実施する．  

 1 つ目は，プロジェクト立案において，顧客の知見からニーズや実現性を分析する方

法を導入して講義において実施する．そしてプロジェクトの問題の解決策やサービスの

背景，目的，方針を深く議論することに効果をもたらしているかを成果物から定量的に

分析する． 

2 つ目は，プロジェクト計画の方針を記述するためのフレームワークの導入である．そ

の効果を，最終成果物から定量的に分析し，各計画項目の要素数を計測する．  
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 論文構成  1.3.
本論文は全 8 章で構成されている． 

第 1 章では，本研究の背景，目的，論文構成を述べる．  

第 2 章では，プロジェクトマネジメントの概要および静岡大学情報学部の講義である，

「プロジェクトマネジメント」の現状と課題を述べる．  

第 3 章では，ヒアリング重視型でプロジェクト方針の記述に適用可能な手法としてのリ

ーンスタートアップ手法の概要について述べる． 

第 4 章では，リーンキャンバスをプロジェクト計画に導入する目的および関連，本研究

用に拡張したリーンキャンバスついて述べる．  

第 5 章では，大学講義へのリーンスタートアップの導入手順，リーンキャンバスの書き

方，プロジェクトの分類方法について述べる 

第 6 章では，プロジェクト立案および計画の充実度の計測方法を示す．  

第 7 章では，前章に基づいて，2014 年度の講義における学生成果物の充実度と 

過去 2 年間の成果物の充実度を計測・比較し，本研究の結果および考察を述べる． 

第 8 章では，結論及び今後の課題を述べる．  
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 プロジェクトマネジメントの概要と 2.
プロジェクトマネジメント教育の現状

および課題 
 

 プロジェクトマネジメントの概要 2.1.

2.1.1 プロジェクトマネジメントの目的  
 現 在 プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト に 関 し て は ， PMBOK ガ イ ド (Guide to Project 

Management Body of Knowledge)という知識体系が世界各国の企業や教育機関にお

いて参照されている．PMBOKガイドとは，1969 年に創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をガイドにしたものである １．例として以下のビジネスシーンで利

用されている ２． 

①  新規プロダクト・サービス開発  
②  組織構造，組織の要員配置，組織形態変革などの実行  
③  新規あるいは部分修正の情報システムの開発や取得  
④  ビルやインフラストラクチャーの建設  
⑤  新たなビジネス・プロセスや手順の導入  

PMBOKガイド以外にもプロジェクトマネジメントを体系化したものは存在する．P2M

（Project & Program Management） ３やICB（IPMA Competence baseline） ４である．

P2Mは，日本発のプロジェクトマネジメントの知識体系であり，組織の仕組みを作ることを

重要視している．一方，ICBは欧米諸国を中心に拡大している知識体系で，知識や経

験，個人的資質を体系化したものである．その他にも，企業独自の知識体系を持つ企

業もある． 
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2.1.2 プロジェクトマネジメント・プロセス  
プロジェクトマネジメントには「立ち上げ(立案 )プロセス」，「計画プロセス」，「実行プロ

セス」，「監視プロセス」および「終結プロセス」の 5 つのプロセスがある． 

立ち上げ(立案 )プロセスは，プロジェクトの背景や目的，顧客およびパートナーを明

確化するプロセスである．このプロセスには現状分析や要求仕様をまとめる作業が含ま

れている．計画プロセスでは，立ち上げ(立案 )プロセスで明確化した内容を「作業項目」，

「タイム」，「コスト」，「体制」，「品質」，「リスク」の 6 つの管理対象に分類して，プロジェク

ト計画書を作成するプロセスである．本研究では，上記の 2 プロセスについて述べる． 

各プロセスの作業と関連を図 2.1 に示す． 

 
 

図  2.1 プロジェクトマネジメントにおけるプロセス間の関連  
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プロジェクト作
業の監視

リスク監視コスト監視スケジュー
ル監視

作業監視

変更管理

プロジェクトチーム
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2.1.3 プロジェクトマネジメントの計画プロセスに 

おける管理対象  
本研究では，プロジェクトマネジメントにおける管理対象は「立案」，「作業項目」，「タ

イム」，「コスト」，「体制」，「品質」，「リスク」の 7 種類に定めた． 

「立案」では，プロジェクトの背景となる課題および解決する製品，サービスまたは価

値を明確にして管理する． 

「作業項目」は WBS を作成して作業の範囲，最小作業単位を明確にして管理する． 

「タイム」は，決められた期間内にプロジェクトを完了させるために必要となるスケジュー

ルの作成，管理，修正する． 

「コスト」は，プロジェクトにかかる費用を洗い出し，まとめて管理する．  

「体制」は，チームの組織化および育成を行い，課題への対処を実施するための人

材を管理する． 

 「品質」は，プロジェクトの成果が，顧客が求めていた品質の確保・管理を行う作業で

ある．  

「リスク」では，プロジェクトの進行を妨げるような原因を特定し，対応策を講じる計画を管

理する． 

表 2-1 に 7 つの管理対象および内容を示す．  

 

表  2-1 7 つの管理対象とその内容  

 
 

  

管理対象 対象となる内容

立案 プロジェクトの背景，課題，要求，目的およびプロダクト

作業項目 作業項目の定義，WBS，作業範囲，作業の最小単位

タイム 作業定義，作業順序設定，スケジュール作成・管理・更新

コスト プロジェクトを進めるために必要なコスト

体制 組織図の作成，人員管理，異動

品質 品質要求事項または品質基準の確保

リスク リスクの特定，対応策，分析方法
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 プロジェクトマネジメント教育の現状  2.2.

2.2.1 静岡大学の「プロジェクトマネジメント」  

 静岡大学情報学部では，2012 年より「プロジェクトマネジメント」という講義を開講して

いる ５．本講義では，座学によるプロジェクトマネジメントの知識の習得と学生独自の疑

似プロジェクト計画書を作成する演習を行っている． 

前半では，教員がプロジェクト立ち上げプロセスや立案方法の解説を行い，学生がグ

ループ毎にプロジェクトの立案を行う．それぞれ検討された立案内容は，発表会で他の

学生及び教員に披露し，質疑応答や意見をもらって修正を行って提出する． 

後半では，教員が計画プロセスと最終成果物の解説および説明を行い，学生は計

画書作成に取り掛かる．最後に作成した計画内容を教員と学生に披露して，一部修正

を加えてから提出するという講義の流れとなっている．この講義の流れから，プロジェクト

立案演習時には発表会までにレビューする機会がないことがわかる．  

従来の講義の流れを図 2.2 に示す．  

  

図  2.2 従来のプロジェクトマネジメント講義の流れ 

  

オリエンテーション 立案
中間
発表

計画
最終
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1．講義の目的
2．過去事例紹介
3．講義スケジュール
4．最終成果物の解説
5．グループ分け

1．立案方法の解説
2．ロジックツリーの

作成の説明
3．立案の比較表

の解説
4．ロジックツリー

作成
5．立案の比較表作成

1．立案内容発表
2．立案内容評価
3．修正
4．提出

1．最終成果物の解説
2．最終成果物紹介
3．最終成果物の作成

1．最終成果物発表
2．最終成果物評価
3．最終成果物提出
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  2012 年度および 2013 年度の成果物 38 件の傾向から，学生の立案するプロジェクト

は 3 つの系統に分類することができる． 

1 つ目は，大学の業務について，利便性の向上や，効率化を目的とした IT システム

や業務改善モデルを提案する業務系プロジェクトである．その一例として，「学生食堂の

混雑緩和のための食券システムの導入」や「空き教室検索システム」がある． 

2 つ目は，市場，大学，地域の活性化を目的としたイベント系プロジェクトである．例と

して，「学祭の来場者を増やすための，学祭用 HP の開設」や「静岡大学合同ライブプロ

ジェクト」がある． 

最後の 3 つ目は，新しいビジネスモデルを提案し，顧客に新しいサービスや既存のサ

ービスに付加価値を付けて提供するビジネス系プロジェクトである．その一例として，「学

生限定の格安バスサービスの提案」や「移動式洋服販売プロジェクト」がある． 

 業務系プロジェクトは最も多く，46%を占めている．次にイベント系プロジェクトが 30%，

ビジネス系プロジェクトが 24%となっている． 

図 2.3 に学生の立案プロジェクトの系統の割合を示す．  

 

 

図  2.3 学生が立案するプロジェクトの分類および割合  
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2.2.2 静岡大学の「プロジェクトマネジメント」

における課題  

 2011 年度～2013 年度の講義「プロジェクトマネジメント」の個人レポートを分析した結

果，学生は計画プロセスと企画プロセスにそれぞれ問題を抱えていることがわかった． 

本研究では，この講義において学生が困難と感じている問題の中から，回答した人数

が多い 4 つの問題にしぼった． 

図 2.4 に計画プロセスにおける問題の割合，図 2.5 に企画プロセスにおける問題の割

合を示す．  

①  計画の詳細化が困難であると感じていること．  
従来の手順では，立案フェーズにおいて学生にロジックツリーというフ

レームワークを用いてプロジェクト案の検討をさせて，それに基づいてプ

ロジェクト計画書を作成している．しかしロジックツリーには，プロジェ

クト計画書を作成するために必要な情報が少ないため，計画策定時に 0
から考えなければならない事項が多い．  

そこで，学生の計画フェーズの前にロジックツリーと共にプロジェクト

計画の指針となるような資料を作成することで，負担の軽減と計画の洗練

を行えると考えられる．  
 

②  プロジェクトの背景および目的の分析が困難と感じていること．  
学生は，一般に顧客の業務知識は乏しく，自ら業務活動に携わったこと

もアルバイトなど限定的である．従って，課題を分析することは現段階で

は限界がある．そこで経験者や専門家にヒアリングを行い，業務知識を増

やし，課題を発見することができると良いのだが，「誰にヒアリングを行

うかが分からない」，「ヒアリングの相手とのコネクションがない」といっ

た問題がある． そこで，ヒアリングの対象を教員や講義スタッフで補い，

ヒアリングを行える環境を作ることで，学生はプロジェクトを深く立案で

きるのではないかと考えられる．  
 

③  リスク計画のリスク特定が困難であると感じていること．  
学生のプロジェクトマネジメント経験やプロジェクトに参加した経験

といえば，サークル活動やイベントあるいは講義での共同制作などに限ら

れる．しかしそのような活動では，何がリスクになるのかを洗い出すこと

ができない．これも②と同様にヒアリングやレビューを行うことが有効で

あると考えられる．  
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④  工数・コスト見積もりの正確性が不明であること．  
この問題には，プロジェクト経験がないことと，実際に行われたプロジ

ェクトの過去のデータがないことの 2 つの理由がある．この問題に対し

ても②および③と同様にヒアリングが有効であると考えられる．しかし，

計画要素の正確性については本研究の目的とは関係が薄い．従って，この

問題に対しては本研究では工数・コスト見積もりのヒアリングを行う環境

を整えるまでとした．  
 

 

図  2.4 計画プロセスにおける問題の割合  

 

 
図  2.5 立案プロセスにおける問題の割合  
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 関連研究  2.3.
那須 ６は，社会人基礎力育成を目的としたプロジェクトマネジメント教育を大学講義

に導入する意義述べ，講義構造手順を示した．講義構造において，立案プロセスでは

ゼロベース思考法を導入している．ゼロベース思考法とは，従来の枠組みや実践方法

にとらわれずに目標達成のための最適な方法を立案する思考方法である．しかし，本研

究の研究背景には，ゼロベース思考では学生がどのような項目を検討すればよいか理

解していないことも学生の抱える問題の一つであった．そこで本研究は，検討項目を明

確にして立案プロセスをリードする．  

中村ら ７は，プロジェクトマネジメント教育にロールプレイ演習を導入し，ソフトウェアで

レビューを行う講義手順を提案した．演習型プロジェクトマネジメント教育を実施し，ヒア

リングを導入した講義手順は本研究と類似している．しかし，本研究では，教員や講義

スタッフがレビューを行っており，第三者の視点を多くえることができる．また，シナリオベ

ースの講義に対して，学生独自のプロジェクトを計画化するため，企画力も育成できると

考えられる． 

内田ら ８は，実践的知恵養成を目的とした背景分析フレームを導入し，教育方法を

含むケースメソッドを提案した．フレームワークを用いたことは本研究と類似している．し

かし，過去事例を参照できる環境でのプロジェクトマネジメント教育を実施するため，本

研究のような大学での演習環境とは違う．  
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 リーンスタートアップ手法とリーンキャン3.
バスの概要 

 

 リーンスタートアップ手法の概要  3.1.
  リーンスタートアップ手法とは，企業家たちが，時間やコストのリソースのムダを省きな

がら会社または新規事業を立ち上げるためのマネジメント手法の一つである．2008 年に

エリック・リース氏らがリーン生産方式を基に考案した ９ , １０． 

リーンスタートアップの特徴は，「構築－計測－学習」のサイクルを行って製品・サービ

スを成長させることである．製品・サービスの MVP(Minimum Viable Product:実用最小

限の製品 )を素早く構築し，顧客の評価から計測データを得る．開発者は計測データか

ら学習し，学習内容を反映した MVP を再構築する．この「構築－計測－学習」のサイク

ルを繰り返すことで，MVP が洗練され，顧客が求める成果にたどり着き，製品・サービス

の成長を図る．このように，顧客を中心に製品・サービスを開発するモデルを「顧客主導

型開発モデル」と呼ぶ．図 3.1 に開発モデル図を示す．  

 
図  3.1 顧客主導型開発モデル １１  

  

学習 構築

計測

アイディア

データ 製品
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 リーンキャンバス 3.2.
  リーンキャンバスとは，アッシュ・マウリャ氏が開発したビジネス企画の検証ツールであ

る １２．ビジネス企画を論理的に視覚化することができ，自身の考えの整理や，他者に説

明する時の資料として使うことができる．以下の 3 つの性質を持つため，リーンスタートア

ップ手法に用いることができる． 

１， 高速性 記述量が少ないため書き込む時間を短縮できる．  
２， 簡潔性 記述する枠が決められているので全体像が把握しやすい．  
３， 携帯性 A4 用紙に内容を記述できるので持ち運び，情報共有しやすい． 

上記の 3 つの性質を持っているため，MVP の製作時に素早く記述および修正が可

能となり，顧客や第三者に説明する時にも，紙一枚にビジネスの全体像を記入できるこ

とから，素早く伝えることができる． 

リーンキャンバスには，製品および市場に関する記述項目が 9 つある．記述項目は書

く順番が決まっている．その 9 つの記述項目，順序，内容を表 3-1 に示す．  

 

表  3-1 9 つの記述項目，記入順序および記入内容 １３  

 
  

  

記入順序 記述項目

1 課題

2 顧客セグメント

3 独自の価値提案

4 ソリューション

5 チャネル

6 収益の流れ

7 コスト構造

8 主要指標

9 圧倒的な優位性

製品・サービスの価格設定および誰から収入源を記入する．

製品を市場に送り出すまでの流れのコストを記入する．製品公開までのコスト，インタビューにかかるコス
ト，固定費や流動費の消費率など．
製品やサービスの成長を示す数値を記入する．

競合他社に勝る組織や仕組みの強みを記入する．独自のコミュニティや内部情報，専門家の支持など．

記入内容

顧客セグメントに対して，解決すべき課題を記述する．記入数は最大3つまでに制限している．また，既
存の代替品を記述することもでき，競合他社のソリューションを列挙することが可能となる．
課題を持つ顧客を記入する．また，顧客とアーリーアダプターが一致しない場合は，アーリーアダプター
も記入する．
競合ソリューションと差別化を図る注目すべき価値を記入する．または，アーリーアダプターを狙った明快
なコンセプトを検討する
顧客に提供する製品・サービスを記入する

顧客への経路を記入する．顧客に使ってもらうために，どんな宣伝をするか，どのように受け渡すのかを
検討する
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さらに，リーンキャンバスの中央から左側が製品に関する項目で右側が市場および顧

客に関する項目に分かれている．製品に関する項目には，「課題」，「ソリューション」，

「主要指標」，「コスト構造」がある．一方，市場に関する項目には「顧客セグメント」，「圧

倒的な優位性」，「チャネル」，「収益の流れ」がある．独自の価値提案は製品に反映さ

れるコンセプトであり，市場でのニーズとの関係もあるため，どちらにも属している．  

図 3.2 にリーンキャンバスを示す．  

 

図  3.2 リーンキャンバス １４  
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  リーンスタートアップ手法のプロジェクト4.
マネジメントへの導入方法 

 

 リーンスタートアップ手法の導入理由 4.1.
静岡大学の学生が立案するプロジェクトは，工数や規模が小さいスマートフォン向け

アプリケーションの開発プロジェクトが増えている傾向がある．そのため，ユーザーの視点

での開発が必要になった．そこで，顧客主導型のアプリケーション開発ビジネス企画手

法であるリーンスタートアップの導入を検討した．  

2.2.2 項において述べた 4 つの問題うちの 1 つである「詳細な計画を練ることが困難で

あること」に対する解決策として，本研究では，「プロジェクトマネジメント」の講義にリーン

キャンバスを導入した．リーンキャンバスでは，ビジネス計画に必要な 9 つの視点を記述

することができる．これらの項目を記入することで，計画の充実化を図ることができると考

えた． 

立案プロセスにおいてリーンキャンバスを導入するメリットは，ヒアリングを重視したプロ

ジェクトの背景・目的の分析が可能になることである．さらにリーンキャンバスには顧客セ

グメントと課題があり，この 2 つの項目を必須の記述項目として記述を充実させることによ

って，顧客ヒアリングへの準備を進めることができる．  

プロジェクト計画におけるリスクの特定が困難であるという問題については，従来のリ

ーンキャンバスでは取り上げられていないので，本研究ではリスクを拡張項目の一つとし

て追加する(4.2 節で述べる)． 

さらにリーンキャンバスには，コストに関する項目が存在するので，コストの見積もりの

正確性を確かめるツールになる可能性がある． 
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 プロジェクトマネジメントの管理対象と   4.2.

リーンキャンバスの記述項目 

リーンキャンバスの記述項目はプロジェクトマネジメントの 7 つの管理対象にそれぞれ

対応している．対応関係の一例として「立案」は，「顧客セグメント」，「課題」，「独自の

価値提案」，「ソリューション」の 4 項目が対応している．他の管理対象も同様に，リーン

キャンバスの記述項目に対応している． 

しかし，リスク・マネジメントは従来のリーンキャンバスに対応していない．そこで，本研

究で使用するリーンキャンバスには，リスクを記述する項目を追加し，すべての管理対象

をリーンキャンバスと対応させる． 

プロジェクトマネジメントの 7 つの管理対象とリーンキャンバスの記述項目の対応関係

の表 4-1 に示す． 

 

表  4-1 リーンキャンバスとプロジェクトマネジメントの 7 つの管理対象との関連  

 

 

  

顧客セグメント 課題 独自の価値提案 ソリューション チャネル コスト構造 収益の流れ 主要指標 圧倒的な優位性
立案

作業項目
タイム スケジュール
コスト
体制 体制計画
品質
リスク

コスト見積もり

品質計画

リーンキャンバスの記述項目
管理対象

プロジェクトの背景，課題，目的，プロダクト
要求事項収集，WBS
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 プロジェクトマネジメント教育向け   4.3.

リーンキャンバスの拡張 

4.3.1 学 生 立 案 プ ロ ジ ェ ク ト に 適 し た  

フレームワークの検討  
 リーンキャンバスの項目の一つである「圧倒的な優位性」は，同一市場のライバルのサ

ービス・事業があることを想定しているため，まだ開拓されていない市場への新規事業を

立案するときには不要な記述項目となる．そのため，未開拓市場への新規事業にも対

応したリーンキャンバスに拡張する必要がある．拡張にはリーンキャンバスの原点である，

ビジネスモデルキャンバスの項目を参考にした． 

  ビジネスモデルキャンバスとは，アレックス・オスターワルダーが提案したビジネスモデ

ルのフレームワークであり １５，リーンキャンバスの参考となったフレームワークである．リー

ンキャンバスとの違いは，顧客を中心としたビジネスモデルの俯瞰した設計に特化してい

ることである． 

 

ビジネスモデルキャンバスの項目では「顧客との関係」，「リソース」，「主要活動」，「パ

ートナー」が入れ替わっている．「顧客との関係」とは，企業が顧客セグメントに対して結

びたいと考えている関係を指す．どのような関係を構築・維持し，そのためのコストはどの

くらいかかるのかといった顧客との関係性について記述する．人のやり取りをベースとし

た関係，直接やり取りのない関係，機械的に自動化した関係，顧客同士のコミュニティ

を形成する関係，顧客と一体となって価値を共創する関係が含まれる．「リソース」では，

ビジネスの実行に必要な資源や資本を記述する．生産機器などの固定資産，資本金，

知的財産権，人的資源が含まれる．「主要活動」では，ビジネスモデルを実行する上で

必ず行う活動を記述する．製造や問題解決が含まれる．「パートナー」では，ビジネスモ

デルを構築するサプライヤーとパートナーのネットワークを記述する．アウトソースやインフ

ラの共有といった最適化，リソースと活動の獲得，リスクの低減が含まれる．これらの項目

を記述することでビジネスモデルを可視化することができる． 
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図 4.1 にビジネスモデルキャンバス，記入順序およびリーンキャンバスとの違いを赤い

部分で示す．  

 

図  4.1 ビジネスモデルキャンバスおよび記入順序 １６  
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③
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4.3.2 拡張したリーンキャンバスの提案  
4.2 節でプロジェクトマネジメントの管理対象に対するリーンキャンバスの対応について，

対応がなかったリスク・マネジメントの記述項目の追加を検討した．また，4.3 節において

述べたように，ビジネスモデルキャンバスから「顧客との関係」に入れ替え，未開拓市場

への新規事業について対応させる．この拡張によって，既存の市場も未開拓な市場も

プロジェクト立案に応用することが可能となり，リスクの記述項目の追加によってすべての

管理対象に対応できる． 

拡張したリーンキャンバスでは「顧客との関係」を，ビジネスモデルキャンバスで解説し

たように，企業が目指す顧客との関係を構築・維持し，そのためのコストについて記述す

る．一方，リスクの記述欄は「内部リスク」および「外部リスク」の 2 つを追加し，プロジェク

トの内部で起こるリスク，プロジェクトの外部で起こるリスクに分類して記述する．内部リス

クはリーンキャンバスの左半分の製品に関する記述項目と対応させ，外部リスクは右半

分の市場に関する記述項目と対応させて記述する． 図 4.2 に赤破線で拡張した項目

を示す． 

 

 
図  4.2 拡張したリーンキャンバス 

課題 ソリューション

主要指標

内部リスク 外部リスク

顧客との関係独自の価値提案

チャネル

顧客セグメント

コスト構造 収益の流れ
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 講義への導入手順および成果物の5.
充実度の計測方法 

 講義への導入手順 5.1.
 本研究は，静岡大学情報学部 2014 年度後期開講講義「プロジェクトマネジメント」で

実施し，対象を学生 96 名とした．この講義は報告者の指導教員が担当教員の 1 人で

あり，4 章で述べた提案手順の導入や効果の測定に協力を得た．この講義は，「オリエ

ンテーション」，「立案」，「中間発表」，「計画」，「最終発表」の 5 つのフェーズで行った．

本研究では，「立案」フェーズから「計画」フェーズまでを導入範囲とした．また，リーンキ

ャンバスを今年度の成果物の 1 つとした．  

企画フェーズでは，顧客主導開発モデルを導入し，ロジックツリーとリーンキャンバス

の発表前レビューを設けた．このレビューで，学生の立案の評価を行って，学生は評価

の内容から学習および再構築を行う．このサイクルを中間発表でもう一度学習する機会

を得る． 

図 5.1 に講義の 5 つのフェーズおよび導入範囲を破線で示し，図 5.2 に導入範囲内

の顧客主導開発モデルを適用した講義手順を示す 

 

 
図  5.1「プロジェクトマネジメント」の 5 つのフェーズとリーンスタートアップ法の導入範囲  

 

オリエンテーション 立案
中間
発表

計画
最終
発表

1．講義の目的
2．過去事例紹介
3．講義スケジュール
4．最終成果物の解説
5．グループ分け

1．立案方法の解説
2．リーンキャンバスの

記述項目の説明
3．リーンキャンバスの

サンプルの紹介
4．ロジックツリー作成
5．リーンキャンバス

作成
6．成果物回収・評価
7．成果物返却
8．修正

1．立案内容発表
2．立案内容評価
3．修正
4．提出

1．最終成果物の解説
2．過去の最終成果物

紹介
3．最終成果物の作成

1．最終成果物発表
2．最終成果物評価
3．最終成果物提出
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図  5.2 導入範囲における顧客主導開発モデルを適用した講義手順  

 

立案フェーズで学生が作成する成果物は【ロジックツリー】および【リーンキャンバス】

の 2 つである． 

ロジックツリーとは，あるテーマを具体的に掘り下げた内容を木構造で視覚化するツ

ールである．ロジックツリーの特徴は，記述する内容の自由度が高いことである．本講義

では「背景」，「目的」，「達成方針」の 3 階層にしたロジックツリーを導入している．3 つ階

層には，記述に関する制限がない．その中でも，「達成方針」の自由度が高く，各班の

ごとに全く異なるノードができる． 

「背景」では，立案するプロジェクトの課題に相当する項目である．課題の他，顧客と

なるターゲットを記入することができる．「目的」では，背景を解決する製品やサービス，コ

ンセプトを記述することができる．「達成方針」では，「目的」の細部を検討する項目であ

る．運用方法，品質，コスト，インフラ等を記述することができる．例として，某ホームペー

ジの利用方法が不明であるという背景のロジックツリーを図 5.3 に示す． 

 
図  5.3 ロジックツリー 

ロジック
ツリー

学習

LC
構築

LC
計測

学習

LC
構築

LC
計測

LC:リーンキャンバス

LC回収

中間発表

LC
構築

ロジックツリー，
LC回収

発表前
レビュー

計画
作成

ロジック
ツリー，
LC返却

PMBOK

最終発表

ロジックツリー，
LC，
プロジェクト計画
提出

某HPの利用
方法が不明

インター
フェース改善

マニュアル
作成

背景 目的 達成方針

外注

自主開発

学生

紙媒体
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リーンキャンバスは，ロジックツリーを具体化するツールとして位置付けた．学生がロジ

ックツリーの目的別にリーンキャンバスを作成することで，効果やコストを基準に論理的

に比較および選択することができるからである．図 5.4 にロジックツリーとリーンキャンバス

の位置づけを示す．  

 
図  5.4 ロジックツリーとリーンキャンバスの位置づけ 

 

  

某HPの利

用方法が
わからな
い！！

インター
フェース改善

マニュアル
作成

背景 目的 達成方針

課題

某HPの
利用方法
が分から
ない

ソリュー
ション

インター
フェース
改善

独自の価
値提案

画面を見
やすくする

顧客との
関係
使用者
獲得

顧客

A大学
新入生

主要指標

アクセス
数
項目数

チャネル
掲示

コスト構造
外部委託￥○○万円

収益の流れ
－

内部リスク
予算が足りない

外部リスク
サーバーのダウン

課題

某HPの
利用方法
が分から
ない

ソリュー
ション

マニュア
ル作成

独自の価
値提案

手順を示
す

顧客との
関係

使用者
獲得

顧客

A大学
新入生主要指標

アクセス
数
ページ数

チャネル
HP掲載

コスト構造
人件費￥1000円/h×20時間

収益の流れ
－

内部リスク
メンバーの欠員

外部リスク

外注

自主開発

学生

紙媒体
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リーンキャンバスは，3 段階に分けて記述した． 

1 段階目は，学生の負荷とスピードを考慮して，顧客セグメント，課題，独自の価値提

案，ソリューションの 4 項目を記述させて回収した．この 4 項目を記述させた理由は以下

の 2 つである． 

①  プロジェクトの背景，顧客および課題を明確にするため． 
②  学生の負荷を減らし，短時間で複数のリーンキャンバスを作成できるように

するため． 
1 段階目で記述する項目を図 5.5 に示す． 

 

図  5.5 1 段階目において記述させた項目（網掛の部分） 

 

  

コスト構造 収益の流れ

内部リスク 外部リスク

課題 ソリューション 独自の価値提案 顧客との関係 顧客セグメント

主要指標 チャネル
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2 段階目では，プロジェクトの特徴ごとに「チャネル型」，「主要指標型」，「コスト型」，

「収益型」，「顧客との関係型」，「リスク型」の 6 つに分類して記述させた．プロジェクトの

特徴を捕え，特徴に関連する項目に対して充実した議論をさせるためである． 

プロジェクトの分類方法は，立案したプロジェクトの課題および内容によって分類した．

例としてチャネル型プロジェクトの分類について解説する．プロジェクトが製品やサービス

を利用してもらうために顧客を集めることを目的にしている，もしくは製品やサービスをよ

り多くの顧客に知ってもらうことを目的としているプロジェクトではチャネル型の分類とし

た． 

これら分類方法ではプロジェクトの課題や内容ごとにプロジェクトの特徴が変わるため，

似たソリューションでも分類型が変わる可能性がある． 

各分類型の分類方法を表 5-1 に示す．  

 

表  5-1 プロジェクトの分類型および分類方法  

 
  

チャネル型
主要指標型
コスト型
収益型
顧客との関係型
リスク型

利益を出すことを目的にしたプロジェクト
顧客との関係を獲得・維持・拡大を目指したプロジェクト

利便性の裏に潜む危険因子を考慮すべきプロジェクト

分類型
分類方法

プロジェクトの内容
顧客の集客や宣伝を課題としたプロジェクト
基準となる品質を顧客に提供するためのプロジェクト
直接の利益はない，または支出が大きいサービスを提供するプロジェクト
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 プロジェクトの分類型に基づくリーンキ5.2.

ャンバス記述法  

5.2.1 チャネル型プロジェクト  
 チャネル型プロジェクトでは，チャネルの項目を重点的に立案する．チャネルは，認知，

評価，購入，提供，アフターサービスの 5 つのチャネルフェーズに分けられる．認知を目

的とした場合では，宣伝方法を記述する．評価を目的とした場合は，アンケートの実施

やレビューの方法を記述する．購入を目的とした場合は直営で販売するのか，オンライ

ン決済するのか，または既存の販売サービスを用いるのかを判断し記述する．提供を目

的とした場合，流通ルートの検討をする．アフターサービスの場合には，消費者との連

絡手段を確保する検討を行う．  

図 5.6 にチャネル型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目のチャネルの項目を示

す．  

 
図  5.6 チャネル型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目  

  

課題
大学生と地域市
民の交流が活発
でない

学生のA祭りへ
の参加が少ない

ソリューション

ゴミ拾いプロジェ
クトの開催

独自の価値提案

学生のA祭りへの
参加を支援して市
民と交流する

顧客との関係 顧客
A市民

A祭りへの参加希
望者チャネル

ボランティア用
チラシ6000枚
ポスター30枚
参加者用
チラシ5000枚
ポスター500枚

主要指標

コスト構造 収益の流れ

内部リスク 外部リスク
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5.2.2 主要指標型プロジェクト  
主要指標型プロジェクトでは，主要指標型の項目を重点的に立案する．主要指標に

は，獲得，アクティベーション，定着，収益，紹介の 5 つのフェーズがある．この中から，

自身のプロジェクトに重要なフェーズを抽出し，顧客がどのような行動を何人が行えばよ

いかを記述する．  

図 5.7 に主要指標型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目の主要指標の項目を

示す．  

 

 
図  5.7 主要指標型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目  

 

  

課題

自動車のCO2の
排出量が多い

代替手段

EV車のHP作成
ポスターによる宣
伝

ソリューション
ハイブリットカー
PR・販売イベント

独自の価値提案

環境に優しい自動
車を普及させて環
境を改善しよう

顧客との関係 顧客

エコカーを検討し
ている人

車を買い替えよう
としている人主要指標

イベント来場者
数
販売目標数

チャネル

コスト構造 収益の流れ

内部リスク 外部リスク
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5.2.3 コスト型プロジェクト  
コスト型プロジェクトでは，コスト構造の項目を重点的に立案する．コスト構造には，製

品・サービスを市場に送り出すまでの固定コスト，変動費，経済の規模を記述する．具

体的な金額を追加することで，レビューで学習できる可能性がある．  

図 5.8 にコスト型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目のコスト構造の項目を示

す．  

 

 

図  5.8 コスト型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目  

  

課題
浜松市知名度低

環境客の減少

代替手段
音楽祭
工場見学ツアー

ソリューション

プロモーションビ
デオの撮影と公
開

独自の価値提案

地域と産業を活性
化

顧客との関係 顧客
市内外の浜松の
文化・特産を知ら
ない人。

主要指標 チャネル

コスト構造
機材費・人件費 ¥250,000
PV製作 ¥700,000
放映費 ¥500,000
DVD化 ¥500,000

合計¥1,950,000

収益の流れ

内部リスク 外部リスク
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5.2.4 収益型プロジェクト  
収益型プロジェクトでは，収益の流れの項目を重点的に立案する．収益型には販売

権の売却，使用料，購読料，レンタル・リース，ライセンス料での収入源を記述する．コス

ト型と同様に，具体的な金額を盛り込むことで，レビューで学習できる可能性がある． 

図 5.9 に収益型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目の収益の流れの項目を示

す．  

 

 

図  5.9 収益型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目  

  

課題
百貨店の財政
が赤字である

代替手段

ソリューション
世界のスイー
ツフェア開催

独自の価値提
案

女性に絞ったイ
ベントで収益を
上げる

顧客との関係 顧客

20代～40代の
スイーツが好き
な女性

主要指標 チャネル

コスト構造
クーポン発行 ¥2,200,000
出展企業への配当 ¥8,250,000
PR ¥250,000
運営 ¥2,990,000

合計 ¥13,690,000

収益の流れ
収入

スポンサー寄付金 ¥10,000,000
売上 ¥30,000,000

合計 ¥40,000,000
利益 ¥26,310,000

内部リスク 外部リスク
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5.2.5 顧客との関係型プロジェクト  
顧客との関係型プロジェクトでは，チャネルの項目を重点的に立案する．顧客との関

係には，顧客と誰が接点を持ち，顧客とプロジェクトで何を目的とするのかについて記述

する．本研究では，顧客との関係を顧客の獲得・維持・拡大の 3 つに絞った．3 つに絞

ることで，学生が顧客をどうしたいかという意図が明確になるためである． 

図 5.10 に顧客との関係型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目の顧客との関係

の項目を示す．  

 

 
図  5.10 顧客との関係型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目  

 

  

課題

HPの利用方法
が分からない

代替手段
インターフェー
スの改善

ソリューション

Web版マニュ
アルの作成

独自の価値提
案

学生目線での
マニュアルを作
る

顧客との関係
利用者の獲得

4年間通した
利用者の維持

顧客

A大学の学生

主要指標 チャネル

コスト構造 収益の流れ

内部リスク 外部リスク
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5.2.6 リスク型プロジェクト  
リスク型プロジェクトでは，内部リスクおよび外部リスクの項目を重点的に立案する．独

自の価値提案やソリューションが顧客に悪影響を与えることをリストアップして記述する．

製品やプロジェクトに関するリスクは内部リスクに，外部リスクには市場や顧客のリスクを

記述することでプロジェクト全体のリスクを網羅することができる． 

図 5.11 にリスク型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目の内部リスク・外部リスクを

示す．  

 

 

図  5.11 リスク型プロジェクトのリーンキャンバスと重要項目  

  

課題
同じ趣味を持つ
人同士での交流
ができない

癒されたい人の
需要がある

代替手段
スポーツ大会
音楽祭

ソリューション
犬猫とのふれあ
いイベント

独自の価値提案

動物好きな人同士
の交流と癒しの場

顧客との関係 顧客

動物が好きな人

癒されたい人

主要指標 チャネル

コスト構造 収益の流れ

内部リスク
計画の進行の遅れ
メンバーの欠員
場所の確保

外部リスク
雷雨などの気象条件
動物の怪我・病気
感染病の拡大
動物の不足
鳴き声・臭い対策
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 プロジェクト計画の充実度評価方法 6.
 プロジェクト計画の充実度評価は，2014 年後期開講講義「プロジェクトマネジメント」を

受講した学生のプロジェクト計画書 23 件と，2012 年および 2013 年の本学講義のプロ

ジェクト計画書 48 件を，中間成果物と最終成果物にわけ，プロジェクトの分類型ごとに

充実度を測定し比較した． 

 

 中間成果物の充実度評価方法  6.1.

6.1.1 リーンキャンバスの充実度評価  
2014 年度の中間成果物の充実度は，リーンキャンバスの項目ごとの要素数を計測し，

立案したプロジェクトの議論した範囲と各項目をいくつ議論できたかを評価した．記述さ

れたリーンキャンバスから範囲と各項目の個数を抽出し，平均を算出する．  

計測例として，図 6.1 のリーンキャンバスの要素を計測すると，「独自の価値提案」が 3，

「チャネル」が 2，「顧客セグメント」は 1，「顧客との関係」は 0 となる．  

 

 
 

図  6.1 リーンキャンバスの項目ごとの要素数の計測例  

 

 

  

独自の価値提案

１入口の増設と出
口の移設

２待機場所整理
３おひとり様向け

座席の新設

顧客との関係 顧客セグメント

１A大学の学
生食堂利用

者チャネル
１掲示

２テープ誘導
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6.1.2 ロジックツリーの充実度評価  
2012 年度および 2013 年度の中間成果物の充実度は，ロジックツリーの要素数をリー

ンキャンバスの記述項目ごとに抽出し計測した．ロジックツリーでは背景，目的，達成方

針ごとに，リーンキャンバスの記述項目にあたるノードを抽出する．ロジックツリーにおける

「背景」のノードから，顧客セグメントおよび課題を抽出し，「目的」では，独自の価値提

案およびソリューションを抽出する．そして，「達成方針」では，主要指標，チャネル，顧

客との関係，コスト構造，収益の流れ，リスクのノードを抽出する．ただし，すべてのノード

が対象ではなく，計画で発表したプロジェクトのノードのみを対象とした．  

計測例として，図 6.2 のロジックツリーの要素を計測すると， 「課題」が 1，「ソリューシ

ョン」が 1．「チャネル」が 2，主要指標が 2 と計測される 

 

図  6.2 ロジックツリーの要素の充実度計測例  
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 最終成果物の充実度評価方法  6.2.
 最終成果物の充実度は，分類型別にそれぞれの着目するプロジェクト計画の成果物

の要素で計測した．5.2 節で示したように，分類された各プロジェクトには重要項目があ

る．この重要項目が 4.2 節の表 4-1 で示した，プロジェクトマネジメントの 7 つの管理対象

に対応する成果物から要素を抽出することで計測することができる． 

6.2.1 チャネル型プロジェクトの充実度評価方法  

チャネル型プロジェクトの評価方法では，WBS（Work Breakdown Structure）の最低

レベル数および要素数を計測した．チャネルはプロジェクトマネジメントの 7 つの管理対

象における「作業項目」に対応しており，成果物である WBS を計測することで充実度が

計測できる．計測する WBS は，宣伝または PR の構成要素を用いる．そして最大レベル

数および要素数を計測する．最大レベル数とは，プロジェクトの直下にある要素をレベ

ル 1 とし，さらに下にノードができるとレベル 2 となる．このレベル数を計測することで，

WBS をどこまで詳細化したかがわかる．また，要素数とは最下レベルの WBS 構成要素

の数であり，宣伝・PR の作業をどこまで分解したがわかる． 

図 6.3 に WBS の宣伝・PR 構成要素を用いた評価方法を示す．下図では，最大レベ

ル数は 3，要素数は 2 と計測される． 

 

図  6.3 WBS の構成要素を用いたチャネル型プロジェクトの充実度評価方法  
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6.2.2 主要指標型プロジェクトの充実度評価方法  

主要指標型プロジェクトの充実度評価方法は，品質計画の要素数を用いた．品質の

要素にあたるものは，システム開発プロジェクトでは機能性，信頼性，使用性，効率性，

移植性などがある．イベント企画プロジェクトでは，来場者数や売り上げ，開催期間等が

挙げられる． 

 図 6.4 にシステム開発を例とした主要指標型プロジェクトの評価方法を示す．下図で

は 10 と計測される． 

 

図  6.4 品質計画を用いた主要指標型プロジェクトの充実度評価方法  

 

6.2.3 顧客との関係型プロジェクトの充実

度評価方法  
顧客との関係型では，要求仕様の目的および顧客との関係を結ぶためのコスト見積

もりの有無を計測した．要求仕様の目的では，顧客の獲得，維持または拡大のいずれ

かに基づく要求仕様の記載の有無，および顧客と関係を結ぶためのコストがコスト見積

もり表に含まれているかを抽出して充実度を評価した． 

  

品質分類 品質項目 目標指数 目標値

機能性
合目的性 学生からの改良要求頻度 1回 / 年

正確性 システム使用時の誤差（掲示内容） 1回 / 年

信頼性

成熟性 平均故障回数 3回 / 年

回復性
平均回復時間 1日

稼働率 (362 / 365) * 100 = 99%

使用性
習得性 利用者の慣れるまでの時間 2週間

魅力性 利用者満足度（アンケートの５段階評価） 4.2

効率性 時間効率性 内容をアップロードしてから反映までの時間 1分以内

保守性 変更性 掲示物の追加・削除対応時間 1分以内

移植性 環境適応性 対応ブラウザ
6（Chrome,IE

Firefox,Safari など）
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6.2.4 コスト型プロジェクトおよび収益型

プロジェクトの充実度評価方法 

 コスト型および収益型プロジェクトの充実度を評価するために，収支見積もり表の要素

数を計測した．それぞれの計測には，コスト型プロジェクトは支出のみとし，収益型プロジ

ェクトは支出に加えて収入の要素も対象にした．  

図 6.5 には， 両型のプロジェクトの充実度評価方法示す．また，下図の赤破線枠で

示したコスト型の要素数は 7 となり，緑破線枠で示した収益型の場合は 10 と計測され

る． 

 

 
図  6.5 収支見積り表を用いたコスト型および収益型プロジェクトの充実度評価方法  

 

  

収入 支出(コスト) 損益
商品
（・単価2,000×84着
・単価3000×72着）

168,000 商品
（・仕入れ値1000×100着
・仕入れ値1500×10着）

215,000

デザイン商品
(単価2,000×24着）

216,000 デザイン商品
(・単価2,500×10着）

25,000

NPOからの奨学金 50,000 ガソリン代 70,000

PRのための費用 4,000

車両のリース支払 50,000

諸経費 35,000

駐車場代 20,000

合計 434,000 419,000 15,000

収益型は，収入と支出の要素数 コスト型は，支出の要素数
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6.2.5 リスク型プロジェクトの充実度評価方法  

 リスク型プロジェクトの充実度の評価は，リスクの要素数を計測して行う．プロジェクト計

画のリスク整理表を用いて，特定されたリスクの要素を計測する．  

 図 6.6 にリスク整理表を用いたリスク型プロジェクト評価方法を示す．下図では，リスク

の要素数は 10 と計測する． 

 

図  6.6 リスク整理表を用いたリスク型プロジェクトの評価方法  

 

リスク項目 発生
確率

影響度 優先
順位

対応
戦略

対応策
(コントロール)

メンバの多忙による
進捗遅れ

大 中 A 軽減 進捗会議で対策

メンバの病気による
欠員

小 中 B 受容 分担調整を行う

機械の故障 中 大 A 軽減 代替機の用意

データの破損 中 大 A 回避 バックアップ

データの流出 中 大 A 軽減 セキュリティの強化

掲載情報の悪用
（知的財産の侵害）

中 中 B 軽減 閲覧者にアクセスIDを
割り振る
コピー不可

偽情報の投稿
（情報の信憑性の低下）

中 大 B 軽減 掲示板での報告やミー
ティングで確認

コンテンツが集まらない 小 中 C 軽減 協力要請の強化

利用者が増えない 小 中 B 軽減 宣伝強化

Webページが続かない 小 大 C 回避 ボランティア再募集



 

37 
 

 学生のプロジェクト計画書の評価 7.
  学生演習における手順の適用  7.1.

7.1.1 中間成果物の充実度評価  
プロジェクト立案フェーズの背景および目的の分析の充実度を 6.1 節の方法を用いて，

2014 年度の 23 グループと 2012 年度および 2013 年度の講義の成果物 38 グループの

平均値を比較した．  

1 つのソリューションの提案に対して，2014 年度中間成果物ではチャネル，コスト構造，

収益の流れ，リスクの項目の要素が充実していた．チャネル要素は過去成果物と比較し

て 0.64 個増えた．さらに過去 2 年間の立案フェーズでは議論されていなかったリスク，コ

スト，収益が 0％であるのに対して，2014 年度ではリスクが 3.10 個，コストが 1.71 個，収

益が 0.86 個増え，プロジェクトの立案が充実した．従来のロジックツリーによる立案の場

合では，背景，目的，達成方針の 3 つの項目のみしかないため，コスト，収益，リスクに

ついて議論することができなかったため 0％だったと考えられる． 

図 7.1 に中間成果物における各要素の充実度の評価結果を示す．  

 
図  7.1 中間成果物における各要素の充実度の評価結果  
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さらに，中間成果物をプロジェクトの分類型ごとに重要項目の要素数の分析を行った．

全分類型において過去成果物より要素数は高い結果となった．特に，チャネル型プロ

ジェクトの「チャネル」項目は，1.38 個増加し，過去 2 年間の 2 倍以上の要素を議論す

ることができた．さらに，過去 2 年間では議論できていなかったコスト型，収益型，リスク型

のそれぞれのプロジェクトの重要項目は，2014 年度の成果物では，コスト型は 3.00 個，

収益型では 1.50 個，リスク型では 6.00 個に増加した．  

図 7.2 に中間成果物における分類型ごとの充実度の評価結果を示す．  

 

 
図  7.2 中間成果物における分類型ごとの充実度の評価結果  
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7.1.2 最終成果物の充実度評価  
2014 年度当講義および 2012 年度から 2013 年度の最終成果物の充実度評価した．

チャネル型プロジェクトでは要素数が平均 1.67 個増加し，収益型プロジェクトのコスト表

の要素数が平均 1.5 個が増加した．しかし，主要指標型プロジェクトの品質計画の要素

は 2 年間の同型プロジェクトの品質計画の要素と比べ，1.54 個減少した． また，リスク

型プロジェクトもわずかながら 0.33 個減少した．  

図 7.3 に最終成果物における分類型ごとの充実度の評価結果を示す  

 

 

図  7.3 最終成果物における分類型ごとの充実度の評価結果  
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そこで，リスク型プロジェクトにおいて特定されたリスクについてさらに分析した．特定さ

れたリスクを製品リスク，市場リスク，顧客リスクの 3 つに分類しそれぞれ計測した．  

製品リスクとは，正しい製品を作るためのプロジェクト内部リスクおよび製品の品質に

関するリスクである．市場リスクは外部リスクのうち，自然災害や実現可能性に関するリス

クである．そして顧客リスクとは，外部リスクのうち顧客へのチャネルに関するリスクのこと

である． 

それぞれのリスクを分類し計測すると，過去 2 年間の講義成果物では，「製品リスク」

は 3.33 個で，「市場リスク」は 3.00 個，「顧客リスク」は 0 個だった．しかし，2014 年講義

では，顧客リスクは 3.00 個，市場リスクおよび顧客リスクは 1.50 個計測され，3 分類のリ

スクをすべて特定することができていた． 

図 7.4 に最終成果物におけるリスク型プロジェクトのリスク別要素数の比較結果を示

す． 

 

 

図  7.4 最終成果物におけるリスク型プロジェクトのリスク別要素数の比較   
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 充実度評価に基づくリーンキャンバス7.2.

適用の考察  
 7.1 節の充実度評価より，以下の 3 つの考察を述べる 

①  チャネル型プロジェクトおよび収益型プロジェクトへの効果が高い  
チャネル型プロジェクトは，7.1.1 項と 7.1.2 項からプロジェクトの立案および計画の両

プロセスにおいて充実度が向上した．その理由として，ロジックツリーでは見落としがちで

あったチャネルに注意を向けさせて，学生同士が議論することができたためだと考えられ

る．従来では，ロジックツリーの達成方針に記述することが可能だったが，明確にチャネ

ルを議論するための項目がなかった．従って，計画プロセスでしか議論することができな

かった．しかし，この実験では立案プロセスからチャネルが議論でき，2 度の評価および

学習を繰り返すことができたため，充実化できたのではないかと考える．  

収益型プロジェクトでは，リーンキャンバス上でビジネスモデルを考えることができたた

めに充実したと考える．学生は収益の流れの項目を議論する際，顧客からどのように対

価を得られるかを検討できた．その結果，ビジネスモデルをイメージできるようになり，収

益の要素を充実化できたと推察する．  

 
②  リスク型プロジェクトでは，すべてのタイプのリスクを特定が可能．  

リスクを 3 つのタイプに分け計測したところ図 7.4 のように 3 タイプのリスクを全体的に

議論できていたことが分かった．その理由として，リーンキャンバスで製品，市場，顧客を

明確にしたことがそれぞれのリスクをイメージすることに有効であったためだと考える．従

来は，製品リスクと市場リスクを特定することができたが，今回は顧客セグメントとチャネ

ルを設けたため，「顧客に届くまでの経路へのリスク」もイメージできたのだと考察する  

 

 
③  効果が薄い主要指標型，コスト型，顧客との関係型プロジェクトに対する

改良の検討．  
 3 つの分類型のプロジェクトの充実度への効果が薄かった理由として，学生が 4.2 節の

表 4-1 の対応関係を理解できていなかったためではないかと考える．図 7.1 に示すように

企画プロセスでは全分類型の要素が，同じ水準以上であった．しかし，3 つの分類型の

計画プロセスでは過去 2 年間の成果物よりも要素が少ないか，もしくは同程度の結果で

あった．従って，今回の検証から，3 つの分類型プロジェクトについては企画プロセスと

計画プロセスの情報の差を埋めることができていなかったことがわかった．  
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 結論 8.
 

 結論  8.1.
静岡大学情報学部の講義である「プロジェクトマネジメント」において，学生が立案プ

ロセスではプロジェクトの背景や目的の分析を困難としていた．また，計画プロセスでは

より詳細なプロジェクト計画を作成することが困難と感じている学生も多く存在した．  

本研究では，携帯電話向けアプリケーションの開発などのユーザー主導で製品・サー

ビスを構築するビジネス企画手法の 1 つであるリーンスタートアップ手法を用いて，ヒアリ

ングを重視したプロジェクトマネジメント教育の手順を導入し，プロジェクトの立案および

計画の充実度を向上させることを目的とした．  

 リーンキャンバスとプロジェクトの分類によって，プロジェクトごとの特徴を捉え，重要な

項目の計画対象の充実化を図った．その結果，プロジェクト立案においては，従来では

深く議論されていなかった「チャネル」，「コスト」，「収益」，「リスク」が，今回の検証では，

リーンキャンバス上からこの 4 つの項目の要素が計測されたため，議論されていたことが

わかった．従って，プロジェクトの目的の具体化の分析を充実化することができた． 

プロジェクト計画においては，チャネル型プロジェクト，収益型プロジェクトのプロジェク

ト計画が充実化したことが計測された．さらに，リスク型プロジェクトではリスク計画におい

て 3 つのタイプのリスクをすべて特定することができた．従って，3 つのプロジェクト分類型

においてはプロジェクト計画の充実化を行うことができた．しかし，主要指標型プロジェク

ト，コスト型プロジェクト，顧客との関係型プロジェクトのプロジェクト計画の充実度には効

果が薄かった．  
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 今後の課題  8.2.
 プロジェクト計画の充実化が行えなかった 3 つの分類型のプロジェクトに対応した講義

手順が求められると考えている．その 1 つとして計画フェーズ中にレビューを重ねて実施

することである．そうすることで，プロジェクトの分類型に合わせて重要な計画項目の評

価と学習ができるため，修正を通して充実度が向上させることができる可能性がある． 

プロジェクト計画におけるコスト，収益，品質は，学生にとってイメージがしにくい項目

である．そのため，プロジェクト計画の作成の時にもヒアリングを行って，学生が教員やプ

ロジェクト経験者などの第三者の知見を得て品質計画，コスト見積もりの議論する手順

を設けることで，計画内容の充実化を図ることが必要ではないかと考える．  

最後に演習を通して，学生が細部まで考えたプロジェクト立案および計画の成果を

出し，プロジェクトマネジメントをより深く理解することを期待する．  
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