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修士論文要旨 
 

利用者の課題の分析と対策としての新規ビジネスの立案を段階的に繰り返していく短サ

イクル型ビジネス立案モデルを用いたビジネス計画イベントが現在数多く実施されてい

る。 

 著者は、学生生活の間に多くの短サイクル型ビジネス立案モデルを用いた演習形式のイ

ベントへの参加・運営をした経験を持ち、各ビジネス計画イベントの長所・問題点を抽出

してきた。そこで「プロジェクトの進行」「プロジェクト体制」「参加目的」「継続性」の 4

つの観点から SWOTクロス分析を行い、イベント運用改善のための検討するポイントをあ

げた。 

 その結果、短サイクル型ビジネス立案モデルの学習を重視した学習型ビジネス計画イベ

ントにおいて利用者の課題の理解や分析が不十分である点や逆に分析に時間をかけすぎて

ビジネスの立案や顧客検証が不十分となることが多くの問題の中核にあることが分析され

た。 

 そこで過去のビジネス計画イベントにて取り上げられた利用者の課題とビジネス立案を

格納した「アイディア貯金箱」の設置を提案する。ビジネス貯金箱を用いることにより、

イベントの参加者は過去に取り上げられた利用者の抱える課題と対策案を検索して調査で

きるので早期に自分たちのビジネス案の作成に着手することができる。 

 貯金箱への登録については登録の手順を用意して、登録者の付加を軽減するようにし

た。また課題の深堀のためのフレームワークやメンターの設置を合わせて提案した。 
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第1章  序論 
 

1.1 研究の背景と目的 
 

1.1.1背景 
 

着目を得たビジネスアイディアを実行に移すためには、アイディアの問題点を詳細に洗

い出し、実現までの開発工程を明確にする必要がある。そこで、問題点の抽出や実現方式

の明確化のための開発モデルを導入することになる。 

開発モデルの一つとして、プロジェクト立ち上げの際、仮説を構築-検証-修正を繰り返

すことでプロジェクトの過程において無駄な要素を省き最小限の改良を続ける短サイクル

型ビジネス立案モデル[1]が存在する。このモデルは最小限の開発と一度のサイクルが短時

間であるため時間とコストを最小限に抑えることが可能であり、Startup Weekend浜松や

ハママチューンなど浜松地域で行われているビジネス計画イベントでも用いられている。 

 短サイクル型ビジネス立案モデルでは、短期間で立案したアイディアのフィードバック

を早期に得ることができるため、アイディアのブラッシュアップや新規アイディアへの切

り替えが可能であるため、新規事業などの立案に利用されている。 

著者は学生生活の間に多くの演習形式のイベントへの参加・運営をした経験(第 3章)を

もったが、そこで短サイクル型ビジネス立案モデルを取り入れた各ビジネス計画イベント

において仮説の設定が曖昧である点やその検証が効率的に行われていないという問題点を

感じた。 

 

1.1.2目的 
 

 本研究では、著者が参加・運営したビジネス計画イベントを分析しそれらを改善する提

案を行う。問題点の分析に当たっては、各イベントの「プロジェクトの進行」「プロジェ

クト体制」「参加目的」及び「継続性」の 4点に関して SWOTクロス分析を行い問題点の関

係やイベントの比較を行う。改善案の提案に当たっては、分析された問題点の多くを解決

可能で且つ短期間で実施されているビジネス計画イベントの中で実現可能であることを優

先した。 

 

1.1.3 論文構成 
  

 本論文は全 5章で構成されている。 

 第 1章では研究の背景・目的・論文構成を述べる。 

 第 2章では短サイクル型ビジネス立案モデルとリーンキャンバス・MVP(Most Viable 

Product)について述べる。 

 第 3章では著者が学生時代に参加・運営を経験した短サイクル型ビジネス立案モデルを

取り入れたビジネス計画イベントの説明と各イベントが抱える問題点について述べる。 

 第 4章では、第 3章にて取り上げた各ビジネス計画イベントの分析を行い各イベントの

検討箇所の発見と戦略の抽出を行う。 

 第 5章では、戦略の抽出を基に解決策を提案し、解決策を導入した学習型ビジネス計画

イベントにおけるプロセスの適応案を定義した。 
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第2章  従来のモデル開発と短サイクル型開発の
概要 

 

2.1 従来のモデル開発の概要 
 

考案したビジネスアイディアを実行する際、考案したアイディアの詳細を洗い出し実現

までのプロセスの詳細を明確にするため開発モデル[2][3]を作成する必要がある。 

開発モデルにもいくつかの手法が存在する。その中でもプロジェクトの全工程を「要求

仕様書」「設計」「開発・導入」「確認・テスト」「運用・維持」といった工程を分割するこ

とで、各メンバーの進捗の管理に特化したウォーターフォール開発モデル(図 1参照)[4]が

従来利用される。 

この開発モデルは、各工程の成果・進捗の共有をプロジェクトメンバー間で行い承認し

た後、次の工程に進むため確実にプロセスを遂行することができるため長期的な開発を行

う際に用いられる。 

 一方で、仕様決定を最初に行っているため不具合が生じた場合や途中で仕様変更を行う

必要がある際、最初の工程から始める必要がありコスト・時間がかかってしまう。また外

部からはこの手法を用いて取り組んでいる内容が漠然としかイメージできないため顧客[5]

やユーザーに意見を求める際も、明確に伝えることが出来ず良いフィードバック[6]を得ら

れにくい。 

 そのためアイディアが常に変化していくスタートアップなどの場合、この開発手法は好

まれない。 

 

 

 
図 １ ウォーターフォールモデルの概要 

 

2.2 短サイクル型ビジネス立案モデルの概要 
 

スタートアップのような常に顧客からのフィードバックを求めてアイディアが常に変化

していく環境に合わせたビジネスモデルとして短サイクル型ビジネス立案モデル[7][8]が存

在する。 

この手法はサービス・製品の開発の際に陥りやすい失敗の要因であるニーズと違ったも

のを作成することを防ぐため図 2のように顧客の発見から検証を繰り返し、顧客とニーズ
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の関係を理解する手法である。 

 
図 ２ 短サイクル型ビジネス立案モデルのプロセス 

 

2.3 リーンキャンバスの概要 
 
短サイクル型ビジネス立案モデルのような短期間でサイクルを繰り返す開発手法では立

案したモデルを顧客に分かりやすく簡潔に伝えるためリーンキャンバス[9](図 3)がよく用

いられる。 

 
図 ３ リーンキャンバスの概要 

 

リーンキャンバスとは、マッシュ・マウリャ氏が 2008年に提案した、顧客レビュー[10]

を重視した短期開発に用いられることを目的としたツールであり、事業に必要な事項をリ

スクの高いものからテストしていくというビジネスモデル検証ツールである。 

この検証ツールは 1枚の紙にビジネス案が集約されており、時間をかけずにビジネスモ

デルの概要を記述できる高速性、記述した項目を使うだけで要点を伝えることができる簡

潔性、1枚の紙にビジネス案が集約されているため持ち運びが容易であるという形態性の

3つの性質があり、短サイクル型モデルのように短期間でフィードバックをもらうような

手法のツールとして用いられる。 

なお石田の研究[11]でプロジェクトにおける管理対象と対応付けた拡張型リーンキャンバ

スの開発(図 4)を行っており、現在の静岡大学のプロジェクト立案演習[12]に用いられてい

る。 
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図 ４ 石田の考案した拡張型リーンキャンバス 

 

2.4 MVP(Minimum Viable Product)の導入と種類 
 

また顧客開発サイクルにおける「顧客検証」を行う際、サイクルを短期間で行うため必

要最低限を兼ね揃えたプロダクト(Minimum Viable Product 以下 MVP)を作成し効率よくフ

ィードバックを得る行い方が存在する。 

また MVPは主に 3 つに分類され、求めているフィードバックによって使い分けることが

できる。 

 

2.3.1 デザイン型 MVP 
 

図 5のようにイメージしているアイディアのリアリティのみを実現させた外見を重視し

た MVPであり、動作や性能を取り入れていない、いわゆる動かないプロトタイプである。

顧客に考案しているイメージを簡潔に伝えることができるため、主にプレゼンテーション

での導入や顧客が立案したアイディアに対する印象に対してのフィードバックを取ること

が目的としている。 

 ダンボールや粘土で作成できるため短時間での MVPの作成が可能である。 

 

 
図 ５ デザイン型 MVPの例 

 

2.3.2 ファンクショナル型 MVP 
 

図 6のようにサービスの実用性や性能のフィードバックを行うことを目的とした MVPで

あり、デザイン面は考慮されていない。主に無駄な機能の厳選や動作の不備の発見に特化

したプロトタイプである。 
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 デザイン型 MVPと比較すると時間がかかる傾向がある。 

 

 
図 ６ ファンクショナル型 MVPの例 

 
2.3.3 テスト型 MVP 

 
 デザイン型 MVPとファンクショナル MVPを組み合わせた中心的な機能を揃えたプロトタ
イプ(図 7)でプロダクト・サービスの強みや顧客の関心度の調査におけるフィードバック
を行うことを目的としている最上級の MVPである。 
 

 
図 ７ テスト型 MVPの例 
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第3章 短サイクル型開発を利用したビジネス計画
イベントの概要と問題点 

 

著者は学生生活の間に多くの短サイクル型開発を取り入れたビジネス計画イベントへの

参画・運営を行った経験をもち、仮説の設定が曖昧である点や検証が効率的に行われてい

ないという問題点を感じた。 

そこで参画・運営を行ったビジネス計画イベントの紹介と各イベントの問題点を取り上

げる。 

 

3.1 静岡大学ビジネスコンテスト 
 

3.1.1 静岡大学ビジネスコンテストの概要 
  

静岡大学情報学部では、「大学生が社会人とともにビジネスを論ずることで高度な IT人

材となるための構想力・行動力の育成を図る」ことを目的とした学生と社会人における交

流イベントの一環として 2011年から静岡大学ビジネスコンテスト(図 8)が毎年開催してい

る。コンテストの運営は、静岡大学情報学部湯浦研究室の学生が代々担当している。 

 

 
図 ８ 静岡大学ビジネスコンテストの様子 

 

 本イベントは図 9のように 1ヶ月の期間で 3回のワークショップを経てアイディアを立

ち上げる演習形式のイベントであり、静岡大学情報学部の 3年生を対象としているため、

高度な IT人材の育成の場だけではなく、2年生までに培った短サイクル型モデル開発の知

識を有効活用する演習の場として表 1のようなスケジュールで行われている。 

 2017年に行われた第 7回静岡大学ビジネスコンテストでは 2～3名 1 チームの応募を行

い計 9チームが参加した。なお本イベントでは応募ビジネス提案の条件として学生を対象

又は自身で起業することを対象としたビジネス案である事、そして利用者へのメリットが

明確かつ利益が見通せるビジネスであり社会的貢献が明確かつ事業を継続させる戦力を持

つビジネスであることを条件としている。 
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表 1 第 7回静岡大学ビジネスコンテスト スケジュール 

 
 
 

 
図 ９ 第 7回静岡大学ビジネスコンテストの流れ 

 

参加者に本イベントの目的とゴールを理解してもらうため、キックオフセミナーにて過

去の優勝チームのビジネス提案の紹介や最終発表の審査基準を参加チームに説明してい

る。 

 なお審査基準は表 2に記載する。 
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表 2 静岡ビジネスコンテストにおける審査の概要 

 
 

3.1.2静岡大学ビジネスコンテストの問題点 

 静岡大学ビジネスコンテストへの参加・運営に携わったところ本イベントに対し 2点の

問題点が見受けられた。 

 
3.1.2.1 フィールドバックの影響によるオリジナリティの低下 

本イベントではワークショップ後のフィードバックを有効活用すべく Facebookでの議

論を行っており、Facebookへの投稿と議論が、本イベントの評価の過程に含まれている。 

 ワークショップにおいて発表に利用した資料を Facebookにて掲載し、それを基に本イ

ベント参加学生や社会人がコメント欄にて意見交換を行うというやり方を実践している。 

 

 
図 １０ Facebookによる議論の様子 

 

しかし、Facebookであげられた資料に対しての質問数は少ないことや、参加学生同士の
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意見交換が行われず、教授や社会人の質問に対して発表者が返信していくという流れが見

受けられた。 

 この要因として、資料をあげたチームにとって学生同士の意見交換は有益なフィードバ

ックとなるが、質問するチームにとっては、競争しているチームのステップアップの提供

を行うことになってしまい自チームへの恩恵が少ないからだと考えられる。 

そのため Facebookを利用した意見交換の導入によりフィードバックを上手く取り入れる

グループは増えたが、図 11のように社会人・教授の質問やアドバイスに影響され、意見

交換のフィードバックをそのまま取り入れたオリジナリティのないアイディアが生まれて

しまうという問題が見受けられた。 

 

図 １１ Facebookの議論による学生の動向 
 

 この問題が生じる要因として、教授・社会人の意見が正しいという潜在的感覚とよる意思

決定が生じてしまっていることや、コメントを書いてくれた人が最終発表の審査を行うた

め、言われたとおりに修正することによって審査の基準が上がるという認識があるためだ

と考えられる。 

 

3.1.2.2 フィールドワーク・プロトタイプ作成の未達成 
 

 短サイクル型ビジネス立案モデルでは顧客実証において立案したアイディアに対しての

顧客のフィードバックを貰い、アイディアの修正を行うというサイクルを繰り返す必要が

ある。またフィールドワークやプロトタイプ作成を行い立案したアイディアを顧客に明確

に伝えることで質の高いフィードバックを得ることができる。 

なおフィールドワークやプロトタイプ作成の重要性や行い方については情報学部 2 年次

の講義「プロジェクトマネジメント」(3.4項にて記述)で行われており、本イベントは学習
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したフィールドワークやプロトタイプ作成を実践方式で体験する機会となっている。 

しかしほとんどのグループが仮説検証にてフィールドワークや MVP の作成を行っておら

ず、フィードバックを得る手段として多くのチームが Google Form を利用したアンケート

を行っていたため質の高いフィードバックを得ることが出来ず、顧客実証のサイクルを回

せずに最終発表に望むチームが多く見受けられた。(図 12) 

 

 

図 １２ 静岡大学ビジネスコンテストに見受けられた問題点 

 

 その結果、審査を行ってくださった社会人の方から「調査が甘く現実な課題に行き着い

ていない」「本当の顧客を捉えていない」という厳しい意見が出てきた。 

 また Google Formを利用したチームにいくつか課題点を発見したため以下に記載する。 

 

失敗事例① アンケート実施者の理想の回答へと誘導する質問 

 考えたビジネス案が顧客のニーズに応えているかを調査するため、「○○(アイディア

名)は欲しいですか」という質問に対し「はい」「いいえ」の 2択で回答を行う仕様でアン

ケートをとっていた。 

 この質問のほとんどが「はい」と回答としており、要因として得ることができる利益に

付随するコストを明かしていないため、回答者は無料なら欲しいか欲しくないかという質

問だと錯覚に陥る傾向があると考えられる。 

 

失敗事例② 未来の行動を予言する質問 

 「このサービスがあったらどのくらいの頻度で利用するか」という質問を選択式で回答

を行う仕様のアンケートも多く見られた。 

 提案したアイディアと似たようなサービスを今まで利用したことはないが、アンケート

では利用するという回答が多く存在すると考えられる。 
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3.2 Startup Weekend 浜松 
 

3.2.1 Startup Weekend 浜松の概要と流れ 
 

 Startup Weekendとは世界 100カ国以上で開催されている 3日間でアイディアをカタ

チにするスタートアップ体験プログラムであり、初日の金曜夜にチームを結成し、週

末中に企画を練り、ビジネスモデルを検討し、そして最小単位のサービス（の原型）

を創り上げ、最終日の日曜夜に発表する体験型プログラムである。(図 13) 

 浜松でも浜松市後援の基、2016年 3月から静岡大学浜松キャンパスで開催され、産官学

連携によるオープン・イノベーションのイベントとして、上は 50代そして下は 10代

の老若男女の沢山の方々が参加するイベントである。現在は静岡大学浜松キャンパスの

学生が主催・運営を行っている。 

  

 
図 １３ Startup Weekend 浜松の様子 

 
 

 Startup Weekend浜松は金曜日の夜から日曜日の夜の 54時間でアイディアをカタチにす

るというイベントであり、2016年 3月に第 1回が開催されたのち、半年に一度の期間で開

催されている。著者は第 2回に参加し、主催者として第 3～4回の運営を行った。 

参加者は考案したアイディアを簡潔に説明し、説明されたアイディアから 1つ選定しチ

ームを構成する。2日目には最小限の構成で動くもの(MVP)を作成した後、アイディアの顧

客となる方へ検証やアンケートを行うなどしてフィードバックを貰いそれを基にアイディ

アの修正や価値を検討する。そして最終日に最終発表を行いビジネスモデル・顧客検証・

デザイン・プロダクト達成度といった項目を軸に審査を行い、優勝を決めるといった流れ

(図 14)で行われる。 
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図 １４ Startup Weekend 浜松の流れ 

 

3.2.2 Startup Weekend 浜松の問題点 
  

本イベントの問題点としてはデザイナーの役割を持つ参加者が圧倒的に少ないことがあ

げられる。その為バランスの良いチーム構成を促すことができず、プロトタイプの作成や

プレゼンのデザイン性においてチーム間に大きな差が生じていた。 

また図 15のように各メンバーが立案したアイディアを基にチーム構成を行うため、仮

説検証やソリューションの検証といった顧客発見のサイクルを行わず顧客実証のサイクル

から始める傾向があると感じた。 

 

 
図 １５ Startup Weekend 浜松に見受けられた問題点 

 

3.3 浜松若者社中 
 

3.3.1 浜松若者社中の概要と流れ 
 

浜松若者社中は浜松地域の方が抱えている課題を 25歳以下の若者がアイディアを立案

し実行するコミュニティ(図 16)であり若者の社会への関心を引き出し若者の挑戦を生み出

すプラットフォームを提供する場を提供している。 

事業概要は地域の課題解決に向けて若者独自の視点や情熱・ユニークさなどの若者なら
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ではの力を活かした解決策の立案を行っている。 

 

 
図 １６ 浜松若者社中の様子 

 
 

図 17のように浜松若者社中は第 1回全体会議・第 2回グループ会議を経て立案アイデ

ィアのブラッシュアップを行い企画発表に望む。企画発表後は発表されたアイディアから

一つ選定した後チームを構成し MVPの作成やフィールドワークを重視したサイクルを繰り

返しプロジェクトの実行を行っている。 

 

 
図 １７ 浜松若者社中のプロジェクト立案から実行までの流れ 

 
3.3.2 浜松若者社中の問題点 

  

浜松若者社中が取り組むアイディアは「若者だけで実現を行う」を信条としておりコ

ミュニティ内での意見を重点的に取り入れプロジェクトを進める傾向がある。 

そのため知識がない部分は学習しながら実践を行うことが出来るというメリットがあ

る一方、アイディアに対してアドバイスや指摘を行うコーチの役割を取り入れていないた

め偏ったアイディアになる恐れがある。 

 また浜松若者社中では企画発表にて顧客発見のサイクルを行った後、企画発表を行い

発表されたアイディアの中から実行するアイディアを 1つ選定し、選定したアイディアの

実現に取り組みたいメンバーを募り顧客実証～顧客開拓のサイクルを行っている。 

そのためメンバーが変更した際に情報共有を綿密に行わなければならず、上手く情報共

有が出来なかった場合、顧客にアイディアを明確に伝えることができず顧客実証のサイク

ルに悪影響を及ぼしてしまう恐れが生じる。(図 18) 
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図 １８ 浜松若者社中に見受けられる問題点 

 

3.4 プロジェクト立案交流会 
 

3.4.1 プロジェクト立案交流会の概要 

静岡大学では、2004 年から学生にプロジェクト開発の経験を身につけるため PM教育が行わ

れている。 

この講義で PMに関する知識を習得し、その知識をもとに学生自らプロジェクト立案とプロジ

ェクト計画を作成する演習を行っており、図 19のように課題の深堀を行った後アイディアの立

案を行い、中間発表後はフィールドワークの実施や MVP作成を行うことを推奨している。 

 

 
図 １９ 静岡大学における PM教育が推奨する最終発表までのプロセス 

  

昨年度の著者の研究にてこのような PM教育においてフィールドワークやプロダクトの

作を受講生に促すため学生間評価簿と拡張型リーンキャンバスを用いたプロジェクト立案

交流会[13]を開催した。 
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 本イベントでは短サイクル型開発のプロセスにおける自チームの進行状況の確信と視点

になりアイディアの修正への取り組み、そして大学の先輩がメンターとなり意見交換する

ことでフィードバックの取り入れ方の見直しを目的としている。 

 また積極的な意見交換や出来るだけ多くのサイクルの実践を促すため、学生間評価簿と

リーンキャンバスを用いたフィードバックのシステムを構築しプロジェクト立案交流会の

ツールとして利用した。 

 
3.4.1.1. 学生間評価簿の作成 
 

プロジェクト立案発表後、発表したプロジェクトに対して 5段階評価とコメントを他グ

ループの学生達に記載してもらう為 Google Formを利用した Webアンケートを実施した。 

 
図 ２０ Google Formを利用した学生評価アンケート 

 

そして Webアンケートのデータを集計し、学生間評価簿の作成を行った。 

これはプロジェクトに対する評価の平均を計測し順位付け(全 20グループあるが Aと B

で分けられているため 10チームでのランキング)とプロジェクト案に対するコメントの記

載を行ったものであり、全グループにフィードバックした。 
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図 ２１ 配布した学生間評価簿の例 
 
3.4.1.2. リーンキャンバスを利用したフィードバック 

 過去の PM教育のフィードバックと成果物の調査にて発表に対する意見交換が活発に行

われずフィードバックが上手く行われていないことが判明した。 

その一方で成果物発表に対するレポートを確認したところ、匿名で記載してもらったと

ころ、多くの学生が各グループの発表に対する評価や意見を綿密に書き留めていたがレポ

ートは授業の成績対象のツールとして扱われており、発表したグループへのフィードバッ

クとして利用されていないという点や、内容が「コスト面」「サービス面」などそれぞれ異

なった点で意見や評価がされており、仮に学生にフィードバックとして渡しても整理され

ておらず「修正」を行いにくいといった問題点が見受けられた。 

そこでこれらの問題を解決するため、プロジェクト案に対する意見とコストやリスクな

どのプロジェクトのプロセスに対するコメントの 2つに分け評価簿を作成した。 

なお他グループによるプロジェクトのプロセスに対するコメントに対しリーンキャンバ

スを用いて配布した。 

リーンキャンバスは 1枚の紙にビジネス案のプロセスが集約されている。そのため、プロ

ジェクトのプロセスに対する全てのコメントをリーンキャンバスの項目に分類することが

可能である。 

さらに項目ごとにコメントを分けることにより作成したプロジェクトの悪い点が明確に

なるため無駄なく修正をすることが可能である。 

なお、複数人からの同じようなコメントは赤色で記載している。 

 

 
図 ２２ リーンキャンバスを利用したコメント毎へのコメント 
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図 ２３ 開催した「プロジェクト立案交流会」の様子 

 

本イベントを行うにあたって過去の PM授業での模範となったグループメンバーを招待し、

プロジェクトの進め方や作成したプロジェクトに対するアドバイスなどをしてもらうイベ

ントを開催した。その結果、授業外のイベントだったのにも関わらず多くの学生が集まった。 

本イベントでは、講義のようなガバメント形式とは違い学生同士で短サイクル型モデル

の効率的な行い方やプロトタイプ作成の意義などをディスカッションするというガバナン

ス形式で行った後、現在考案しているアイディアのブラッシュアップを行った。 

まず学生間評価の配布後、何人かの学生にどのようにすれば周りに評価されるプロジェ

クトになるのか教えてほしいという意見を多くもらうことができた。これはプロジェクト

案に対するランキングを行ったため、ランキング上位グループは現状維持又は 1 位になる

ため、下位グループは追いつかないといけないという焦燥感から生まれた行動だと考えら

れる。 

 

3.4.2 プロジェクト立案交流会における問題点 

 本イベントにおいて検証を行うためにプロジェクト外の人から意見をもらうことを推奨

したため、参加した全グループが、アンケートや聞き取り調査などを行った。 

その結果、去年アンケートや聞き取り調査を行ったグループは 26チーム中 1チームだっ

たのに対し、今年度は 20チーム中 8チームであった。 

さらに、「プロジェクト立案交流会」や学生間評価を元に実際に試作品を 3グループが作

成していた。 

以上のことから本来の目的としていた静岡大学の学生の行動特性にあわせたフィードバ

ックシステムの改善に有効性が見られると考えた。 

しかし、フィールドワークの実施とプロトタイプ作成を行ったチームとフィールドワー

クのみを行ったチームでアイディアのブラッシュアップの精度に大きな差異が生じた。 

下記に模範となる行動特性を行ったチーム「スムージー朝市」のプロジェクト立案までの

流れを記載する。 
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図 ２４ スムージー朝市チームの発表までの流れ 

 

 「スムージー朝市」チームは、ニーズ調査を現地で行いアイディアの顧客のターゲティ

ングを繰り返し、実際にスムージーを作成し顧客に飲んでもらい、貰ったフィードバック

を基に料金設定を行った結果、現地調査による顧客設定から顧客の需要を考慮した料金設

定へと綿密なアイディアの計画を練ることができていた。 

 

 
図 ２５ フィールドワークにて利用した現地調査質問内容 

 

しかしプロトタイプの作成を行わなかったチームはプロジェクト立案交流会後から最終

発表までのプロセスに進捗が見られず、立案したアイディアのコストやニーズ調査などプ

ロトタイプ作成によって明確化される部分が不透明であった。 

 



24 
 

 
図 ２６ プロジェクト立案交流会に見受けられる問題点 

 
 

3.5ハママチューン及びサウンドデザインフェスティバル in 浜松 
 

3.5.1 ハママチューン及びサウンドデザインフェスティバル in浜松の概要
と流れ 

 

 浜松市と Amazon Web Serviceが主催で行いオートモーティブ産業・サウンドスケー

プ・コミュニケーションの 3つのテーマを基に「音」の新たな可能性を探求し浜松市から

新たな産業や製品・サービスを生み出すことを目的としたハッカソンイベントである。 

 

  
図 ２７ ハママチューンの様子 

 

 ハママチューンでは図 28のように顧客検証・プロトタイプの作成を行いアイディアの

ブラッシュアップを行った後、2日目にアイディアのプレゼンを行い、審査をえて上位 5

チームが選定される。選定されたチームは約 2ヶ月の作品ブラッシュアップ期間が設けら

れ、発表した作品のプロトタイプ化にむけてブラッシュアップを図り、2ヵ月後サウンド

デザインフェスティバル in浜松にて最終発表が行われる。 
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図 ２８ ハママチューンの流れ 

 
3.5.2 ハママチューン及びサウンドデザインフェスティバル in浜松の問題

点 
 

 ハママチューンでは、フィールドワークやプロダクト作成の時間が設けられているが、

Startup Weekend浜松のように学習しながら体験するような演習形式とは異なり、参加者

が持っているスキルや行動力を最大限に活用しアイディア立案に取り組む実戦形式であ

る。 

 そのためスキルの向上は行われず、またハママチューンの結果にて上位のチームのみ最

終発表に望めるため、プロセスの途中でアイディア立案が終わってしまうケースが生じて

しまう傾向がある。 

 また本イベントでは 2日間という短期間のイベントであることからフィールドワークの

時間を割いてアイディアの構築やプロトタイプの作成を行うチームが多く、顧客から意見

を求めずにアイディアのブラッシュアップを行うチームが多く見受けられた。（図 29） 
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図 ２９ ハママチューンに見受けられる問題点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第4章  各ビジネス計画イベントの特徴と位置づ
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け 
  

4.1 各演習方式の位置づけ 
 

多くの演習形式のイベントに参加するにあたり、参加者の特徴が「プロジェクトの進

行」・「プロジェクト体制」・「参加目的」・「継続性」という 4点においてそれぞれのビジネ

ス計画イベントの項目が異なっているように感じた。 

そこで図 30のように「プロジェクトの進行」をモデル化重視・情報共有重視に、「プロ

ジェクト体制」を限定範囲合意重視・チームワーク重視に、「参加目的」をスキル向上重

視・交流重視に「継続性」をイベント参加重視とビジネス成功重視とそれぞれ相対する 2

点に分類した。 

 

 
図 ３０ 各項目の関係性と概要 

 

 そして著者が参加・運営をした経験を基に分類を行いそれぞれの演習方式に対しての特
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徴を表 3に記載する。 

 
表 3 各演習形式の分類 

 

 
 

 

4.2 SWOT 分析と SWOTクロス分析 
 

 SWOT分析[14]は対象となる事業の現状分析のための分析手法のフレームワークであり、図

31のように S:強み(strength)、W:弱み(Weekness)、O:機会（Opportunity）、T:脅威

(Threat)の頭文字からなる。 

 この手法は対象とするプロジェクトを SWOTの 4つを組み合わせて分析することでプロ

ジェクトの課題や競合との差別化を発見することができる。 

 

 
図 ３１ SWOT分析のフレームワーク 

 

 また横軸を「内部環境」、縦軸を「外部環境」となるマトリックスの軸を作成し図 32の
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ように SWOTをクロスさせることにより、それぞれが対応すべき課題を抽出することがで

き、それぞれの課題から解決策を具体化することができる。このような分析手法を SWOT

クロス分析[14]という。 

 この分析法は、それぞれの組み合わせにおける検討箇所を考慮した解決法を提案するこ

とにより、解決法の策定の際、実行すべき解決法の選択決定を行うことができる。(表 4) 

 

 
図 ３２ SWOTクロス分析のフレームワーク 

 
 

表 4 SWOT分析の組み合わせと解決法の詳細 

組み合わせ 検討すべき解決法 

強み×機会 「強み」によって「機会」を最大限に活用することできる
ような解決法 

強み×脅威 「強み」によって「脅威」による悪影響を回避することが
できるような解決法 

弱み×機会 「弱み」によって「機会」を失わないための解決法 

弱み×脅威 「弱み」と「脅威」により最悪の結果となることを回避す
るための解決法 

 
 

4.3 静岡大学ビジネスコンテストを対象とした SWOTクロス分析 
 

静岡大学ビジネスコンテストを対象とし表 4にて分類した項目の「プロジェクトの進

行」「プロジェクト体制」「参加目的」「継続性」の 4点についてそれぞれ SWOTクロス分析

を行った。(図 33-36) 
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図 ３３ 静岡大学ビジネスコンテストのプロジェクト進行における SWOTクロス分析 

 

 
図 ３４ 静岡大学ビジネスコンテストのプロジェクト体制における SWOTクロス分析 
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図 ３５ 静岡大学ビジネスコンテストの参加目的における SWOT クロス分析 
 

 
図 ３６ 静岡大学ビジネスコンテストの継続性における SWOT クロス分析 

 

SWOTクロス分析にてそれぞれの組み合わせに対し戦略オプションを抽出したところ、図

36の「弱み×機会」において、イベントの不透明による熱意の喪失を防ぐことを目的とし

た「参加するメリットを明確化するシステム構築」を取り入れた戦略を浜松若者社中が、

図 34の「強み×脅威」による学生のみのチーム形成により外部からの影響を受けやすい

という問題を防ぐための戦略を Startup Weekend浜松が、図 35の「弱み×脅威」による

競合イベントとの差別化ができていないという問題が生み出す悪影響を回避するための戦

略をプロジェクト立案交流会が実践していることが分かった。 

また図 33の「プロジェクトの進行」において本イベントでは開催期間が短期間のため

チーム外からのフィードバックを疎かにしてしまう傾向があるため、フィードバックの取

組み・スピードの向上を目的とした取組みを行う事で多くの問題を解決できることが分か

った。 
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4.4 Startup Weekend 浜松を対象とした SWOT クロス分析 
 

Startup Weekend 浜松を対象とし「プロジェクトの進行」「プロジェクト体制」「参加目

的」「継続性」の 4点についてそれぞれ SWOTクロス分析を行った。(図 37-40) 

 

 
図 ３７ Startup Weekend 浜松のプロジェクト進行における SWOT クロス分析 

 

 
図 ３８ Startup Weekend 浜松のプロジェクト体制における SWOT クロス分析 
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図 ３９ Startup Weekend浜松の参加目的における SWOTクロス分析 

 

 
図 ４０ Startup Weekend浜松の参加目的における SWOTクロス分析 

 

 Startup Weekend 浜松は、3日間で行う演習方式のビジネス計画イベントである。その

ため図 37の「強み×脅威」において、フィールドワークによる検証を重視することによ

り短期間で全てのプロセスを実現できないという問題を防ぐため、検証サイクルを高速に

行う必要があり、其の方法として簡易的フィードバックの実施が挙げられる。また静岡大

学ビジネスコンテスト同様、短期イベントのため短サイクル型ビジネス立案モデルの全プ

ロセスを実施するのが難しいと考える。そのため簡易的なフィードバックを行う事でフィ

ードバックに掛かる時間を削減できると考える。 

図 38の「プロジェクト体制」においての SWOTクロス分析では、メンバーのスキルの格

差や偏った役割編成というチーム構成の面に解決すべき戦略を抽出した。特に、メンバー

間のスキルの差によって役割分担を無視したメンバーの独走が生じるという悪影響を回避

するために役割毎のレベル査定の実施という戦略を抽出した。この戦略は自分が選択した

役割のレベルを自己分析・情報共有を行う事で同じレベルのメンバーとのチーム構成を可
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能にすることができる一方で、実施する場合、持ち寄ったアイディアの発表からチームを

構成するという本イベントのプロセスを変更する必要がある。 

 

4.5 浜松若者社中を対象とした SWOTクロス分析 
 

浜松若者社中を対象とし「プロジェクトの進行」「プロジェクト体制」「参加目的」「継

続性」の 4点についてそれぞれ SWOTクロス分析を行った。(図 41-44) 

 

 
図 ４１ 浜松若者社中のプロジェクト進行における SWOTクロス分析 

 

 
図 ４２ 浜松若者社中のプロジェクト体制における SWOTクロス分析 
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図 ４３ 浜松若者社中の参加目的における SWOTクロス分析 

 

 
図 ４４ 浜松若者社中の継続性における SWOTクロス分析 

 

 浜松若者社中は 25 歳以下の若者がチームを構成してアイディア立案に取り組むコミュ

ニティであるため若者のみでプロジェクトに取り組んでいる。そのため若者主体でプロジ

ェクトを進める浜松若者社中の「プロジェクト体制」において、各プロジェクトメンバー

が正しい知識を身につけて実践を行う必要がある。 

 また若者社中は立案したアイディアを実現するためにプロジェクト実行メンバーを集

め、活動を行う。そのためメンバーの活動可能時間を考慮しながらも失敗を恐れずに常に

挑戦できるような取り組みが必要である。 

 

4.6 プロジェクト立案交流会を対象とした SWOTクロス分析 
 プロジェクト立案交流会を対象とし「プロジェクトの進行」「プロジェクト体制」「参加

目的」の 3点についてそれぞれ SWOTクロス分析を行った。(図 46-48) 

 なおプロジェクト立案交流会は学生のフィードバック促進を目的とした 1度きりの開催
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イベントであるため「継続性」については考慮していない。 

 

 
図 ４５ プロジェクト立案交流会のプロジェクトの進行における SWOT クロス分析 

 

 
図 ４６プロジェクト立案交流会のプロジェクトの体制における SWOT クロス分析 
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図 ４７ プロジェクト立案交流会の参加目的における SWOTクロス分析 

 

 プロジェクト立案交流会は、図 45の「プロジェクトの進行」においてメンバー外から

の意見を積極的に取り入れることを目的としているため短期間のフィードバックを可能と

する一方で、立案したアイディアを出席者に上手く伝えることができず、意見交換が少な

いチームが見受けられた。 

 また本イベントでフィードバックを貰ったことで満足してしまい顧客からフィードバッ

クを貰う取り組みを行っていないチームが見受けられた。 

 

4.7 ハママチューンを対象とした SWOT クロス分析 
 

 ハママチューンを対象とし「プロジェクトの進行」「プロジェクト体制」「参加目的」

「継続性」の 4点についてそれぞれ SWOTクロス分析を行った。(図 48-51) 

 

 
図 ４８ ハママチューンのプロジェクトの進行における SWOT クロス分析 
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図 ４９ ハママチューンのプロジェクトの体制における SWOTクロス分析 

 

 
図 ５０ ハママチューンの参加目的における SWOTクロス分析 

 



39 
 

 
図 ５１ ハママチューンの継続性における SWOTクロス分析 

 

 ハママチューンではプロダクトの作成を必須としており、アイディアのフィードバック

を行う際に相手に理解してもらいフィードバックを貰うことが可能である。 

 一方で 2日間という短期的なイベントのためフィードバックやプロトタイプの作成に時

間を費やしアイディアの思索時間を持つことができないという問題点が見受けられた。 

 そのため、フィードバックやプロトタイプの作成を効率よく行うことでアイディアの思

想時間にゆとりが持てるような取り組みが必要である。 

 また「継続性」において、過去アイディアの閲覧を行うことにより、自チームが立案し

たアイディアの比較や、良い部分を取り入れることができるようになり立案アイディアの

ブラッシュアップに繋がると考えた。 
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第5章  ビジネス計画イベントの改善案 
 

5.1 ビジネス計画イベントの開催期間による分類と特徴 
 

 SWOTクロス分析で抽出した戦略の中でビジネス計画イベントにおいて最も効果的な方法

の抜粋を行った。またビジネス計画イベントの期間の長さによってそれぞれのビジネス計

画イベントの目的と達成方針が異なっていることが分かった。 

そこで長期ビジネス計画イベントにおける戦略と学習型ビジネス計画イベントにおける

戦略の 2つに分けそれぞれの導いた戦略を表 5に記載する。 

 短サイクル型開発を利用した学習型ビジネス計画イベントではアイディアの検証から修

正サイクルスピードを出来るだけ早く行い何回も繰り返すため、アイディアに対する思索

時間が減ってしまうことでフィードバックの情報に影響されてしまい競合他社のアイディ

アとの差別化が出来ていないという独自性の欠如が見受けられた。 

 また顧客のターゲットを行ったにも関わらず、時間の影響によって調査の質の低下や顧

客とは違う属性からフィードバックを貰うといったチームが多く見受けられた。 

 Startup Weekend 浜松や静岡大学ビジネスコンテストなどの短期間で行われるビジネス

計画イベントではアイディアの完成度よりもアイディア立案のノウハウを参加者に身につ

けてもらうことに趣を置いている。 

 そこで学習型ビジネス計画イベントでは短サイクル型開発におけるサイクルを多く繰り

返すのではなくフィードバックによるアイディアのブラッシュアップの方法を理解し 1度

のサイクルを体験することで、参加者に方法論を身につけるという目的に合わせながらア

イディアの思索時間に時間を持つような取組みを実践できる取組みを行う必要がある。 

 
表 5 ビジネス計画イベントの期間による分類とそれぞれの特徴 
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5.2  アイディア貯金箱の導入 
  

5.2.1 アイディア貯金箱の概要 
 

 参加・運営を行った学習型ビジネス計画イベントでは開催期間が短時間のため短サイク

ル型ビジネス立案モデルの全工程を行うことが難しいという共通の問題点が見受けられ

た。そこで学習型ビジネス計画イベントではアイディアの完成度よりもアイディア立案の

ノウハウを参加者に身につけてもらうことを目的としている事から簡易的なフィードバッ

クを行うことで問題点を解決できると考えた。 

 そこで過去の参加チームが行ったフィードバックを取り入れることでフィールドワーク

の時間削減を目的としたアイディア貯金箱を考案する。 

アイディア貯金箱とは、過去の様々なイベントで生まれたアイディアから同じ課題を解

決するアイディアを探し、そのアイディアの顧客検証やフィードバックの閲覧を行うとい

うツールである。 

  

5.2.2 アイディア貯金箱導入の目的 
 

 静岡大学ビジネスコンテストの過去の立案アイディアを調査したところ、同じ課題に取

り組んでいるチームが多く見受けられた。(表 6) 

 



42 
 

表 6 過去の静岡大学ビジネスコンテストにおける立案アイディアと課題の概要 

 
 

 そこで同じ課題に取り組んでいる各チームが最終発表にて提案したアイディアの比較と

課題・顧客検証にて共通する調査内容を分析した。 
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図 ５２ 静岡大学ビジネスコンテストの立案アイディアにおける検証一致内容 

 

図 52のように同じ課題に取り組むチームはアイディアの概要が違うが課題検証の調査

において同じような質問をしている傾向がある。そのためアイディア貯金箱から同じ課題

を探すことで、通常フィールドワークを行う事で得ることのできたフィードバックを即時

に取り入れることができるため、課題検証のプロセスを省けるのではないかと考えた。 

 

 
図 ５３ アイディア貯金箱導入のメリット 

 

また、「アイディア貯金箱」を実施することにより、検証に費やすフィールドワークを

最小限に抑えるだけでなく過去のアイディアとの比較を行うことにより、競合との差別化

を考え且つ良い部分を取り入れることによりアイディアのブラッシュアップに繋がると考

えた。(図 53) 
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図 ５４ アイディア貯金箱を利用したアイディア立案までの流れ 

 

5.2.3 アイディア貯金箱の利用法 
  

 アイディア貯金箱への登録までの手順と課題探索の手順を、それぞれシステムイメージ

図を作成し記載する。 

 

① アイディア登録 

 
図 ５５ アイディア登録までの手順 

 
【手順】(図 55 参照) 
① アイディア貯金箱を開きアイディア登録を選択。 
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② 課題一覧から自チームが立案したアイディアの課題と同じ課題を一覧から選択する。
課題一覧に記載されていない場合は新規作成を選択する。 

③ 新規選択を選択した場合は取り組んだ課題内容を選択する。 
④ チーム名・アイディア名の記載・解決策に最終成果物を添付・調査結果アンケートに

調査データの添付を行う。 

  

 
 
②  課題探索(図 56 参照) 

 
図 ５６ アイディア貯金箱を利用した課題探索までのプロセス 

 

【手順】 

① アイディア貯金箱を開き課題探索を選択 

② 課題一覧から参考にしたい課題を選択 

③ 発表資料または調査結果・アンケートから参考にしたい資料を選択 

 

 

5.3  課題深堀に特化した取組み 
  

短サイクル型モデル開発には、アイディアの提案を行った後に立案したアイディアの課

題を見つけるアイディア創出型と現状を把握するため課題の深堀を行い、仮説を立てアイ

ディアを立案する課題深堀型の 2つのアプローチ(表 7)が存在する。 
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表 7 アイディア創出型と課題深堀型の比較表 

 
 

 

 前者は立案の際アイディアの創出から始まっているため、独自性のあるアイディアの立

案が可能だが、アイディアを破棄した際、最初から取り組まなければならないというリス

クが生じてしまう。そのため学習型ビジネス計画イベントのような時間を優先して行うイ

ベントには不向きである。後者は立案したアイディアを破棄した場合でも課題の深堀が行

われているため新しいアイディアの創出に取り組みやすいが、同じような課題解決を目的

としたアイディアが多く存在するケースが多く差別化を行うのが難しい。 

 Startup Weekend 浜松や静岡大学ビジネスコンテストのような学習型ビジネス計画イベ

ントではアイディアを実現することを目的とするのではなくアイディアを立案する方法論

を演習形式で実践することに趣をおいている。そのため「アイディア創出型」より「課題

深堀」でアイディア立案を行う事が望ましいと考えた。 
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図 ５７ アイディア創出型と課題深堀型の流れ 

 

 そこで学習型ビジネス計画イベントの参加者がアイディア立案において「課題深堀型」

行わせるために、アイディアを生み出す前に課題の発見・検証を行う取組みを促す必要が

あるためロジックツリーや KJ法などといった課題発見に利用されるフレームワークを利

用し課題を洗い出し、抽出した課題の重要度の選定を行ってからアイディアを創出すると

いった流れでアイディア立案を行うことが望ましい。 

 

5.4  過去の分析や討論の体験の知識ベースに基づくメンタリング 
 

 学習を目的としたビジネス計画イベントの参加者の多くは初参加であるため、外部から

指摘を取り入れることがアイディアのブラッシュアップにつながると考える傾向がある。 

 第 3回までのビジネスコンテストの Facebook上のやり取りを調査したところ参加チー

ムと教授・社会人との意見交換が盛んに行われており、その後の成果物では必要なフィー

ドバックのみを利用していた。 

 また戸辺の研究[15]では第 3回ビジネスコンテストの参加チームの多くは資料調査だけで

はなくアンケートの実施や現地調査を行っていたと報告している。 

 そこで過去の参加チームの討論や意見交換後のチームの動向を参考にすることで、必要

だと思う意見のみを取り入れるのではないかと考えた。 

 以上の仮説を踏まえ、図 58のような参加チームが過去の分析や討論の体験の知識ベー

スに基づくメンタリングを提案する。 
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図 ５８ 過去の分析や討論の体験の知識ベースに基づくメンタリング 

 

 参画・運営を行ったビジネス計画イベントでは参加者が次回の運営に携わる傾向があ

る。そのため運営メンバーにメンターの役割を設けることによって、過去 DBから参加チ

ームの思考となる情報の提供だけではなく、参加した際の体験談を踏まえたアドバイスを

行うことが可能である。 

 これらを実行することで外部からの意見を「取り入れる」ではなく「参考とする」行動

の促進に繋がると考えた。 

 

5.5 改善案を導入した学習型ビジネス計画イベントのプロセス提案 
 

 最後に提案した 3つの改善策を取り入れた学習型ビジネス計画イベントにおけるプロセ

スを考えた。 

 まず学習型ビジネス計画イベントでは短サイクル型ビジネス立案モデルのサイクルを早

く行うことを重要としているため、ロジックツリーや KJ法などといったツールを利用し

「課題発見」フェースを実施する。次に抽出した課題を解決する「アイディア立案」をリ

ーンキャンバスに記載し、課題検証・ソリューション検証といった「競合分析」をアイデ

ィア貯金箱での探索や競合比較表の作成を実施する。最後に「顧客実証」を行うためにメ

ンターによるフィードバックやフィールドワークを行うことでアイディアの修正を行い立

案完了となる。 

 このようなプロセスを実行することにより、課題検証におけるフィールドワークの削減

やアイディアを変更した際のサイクルスピードの向上に繋がると考えた。 

 
図 ５９ 解決策を導入した学習型ビジネス計画イベントのプロセスの流れ 
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第6章  結論 
 

6.1 結論 
 

 本研究では、著者が今までに参加・運営として活動を行った短サイクル型ビジネス立案

モデルを取り入れたビジネス計画イベントを「プロジェクトの進行」「プロジェクト体

制」「参加目的」「継続性」の 4点について SWOTクロス分析を行い、問題点と検討ポイン

トを洗い出した。 

 さらに、ビジネス計画イベントの開催期間による特徴と目的の違いに着目して、長期型

ビジネス計画イベントと短期型ビジネス計画イベントの 2つに分類を行い、短期型ビジネ

ス計画イベントの改善策の提案をまとめた。 

改善案の中心はビジネス計画イベントの過去の提案例をビジネスの利用者が抱える課題

を中心に格納した「アイディア貯金箱」である。さらに課題の深堀のためのフレームワー

クと深堀を支援するメンター制度である。 

これらの改善を短サイクル型ビジネス立案モデルの手順における位置づけとともに提案

を行った。 

 

6.2 今後の課題 
 

 本研究では、短期型ビジネス計画イベントへの改善策の提案を行ったが、実行するまで

に至らなかった。そのため今後は実際に改善策の導入を行い検証する必要がある。 

 また改善策の一つであるアイディア貯金箱は過去の成果物を基に課題・調査データ・ア

イディアの概要を抽出する必要がある。 

 しかし Startup Weekend 浜松とハママチューンは最終成果物の保存・提出を行っていな

いため過去の参加者から成果物の提出を促す必要があるため実現が難しい。 

 一方、静岡大学ビジネスコンテストでは成果物を Facebook上に投稿しており、ワーク

ショップ毎の成果物も存在するため実現が可能だと考える。 

 また、静岡大学では、プロジェクトの経験を身につけるべく短サイクル型ビジネス立案

モデルを取り入れた演習方式の講義が存在しており、受講生は立案したアイディアのロジ

ックツリー・リーンキャンバスの作成を行いプレゼン資料と共に成果物として提出する。       

なお 2018年の大坪の研究[16]では、大学の学習内容を受験生に伝えるため「大学の演習

成果物」を高校生に分かりやすく伝えることを目的としたサイト「せいか館」の制作を行

っている。「アイディア貯金箱」にもこの研究で開発された分かりやすさを重視した成果

物開示方法を実施することで機能性の向上が可能だと考える。 
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