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要旨 

 

 

 組織や事業が収益を上げるために行う仕組みづくりとしてビジネスモデルはその役割を

高めている。その流れに応じて静岡大学情報学部においてもビジネスモデルに関する講義

やビジネスプランを立案するコンテスト等も存在しており、新たなビジネスの提案を行う

機会が複数存在する。しかしながら現在の提案演習型の講義・コンテストではデザインや

立案等の技法を学ぶことが主体となり、既存のビジネスモデルに関する知識を学習する機

会が限られる。 

 既存のビジネスモデルの学習が不足した状態だと、提案自体が希薄なものになる、モデ

ル形成において対象分野における課題の解決手段がわからなくなるなど様々な問題が発生

する。提案活動においてそれらの状況に陥ることを防ぐため、本研究では既存のビジネス

モデルを学習するためのフレームワークを提案し、ワークショップを開催することでその

実用性を検討する。 

 本研究においては「ビジネスモデル」を「価値創造のためのコアロジック」と定義し、

中でもコアロジックにおける顧客への提供価値のみに着目した。また、ビジネスモデルを

学習するためのフレームワークとして、ワークを補助する役割のキーワード集、実際に既

存のビジネスモデルを分析し記述するためのキャンバスを定義する。このキーワードを定

義するため、既存のビジネスモデルに関する調査を行い、ビジネスの提供価値から予測さ

れる顧客を示した図(キーワード作成用価値分析図)を 20 個の事例について作成した。 

 利用者や利用シーンなどを定義した上で、当てはまる被験者を対象にワークショップを

行った。簡単な利用手順の説明を踏まえて２つの事例を題に、本フレームワークを利用し

てもらい、評価を受けた。評価は必要性・効率性・有効性・優先性に加え、本フレームワ

ークの更新手法について行なった。評価数が少なかったものの、フレームワークの仕組み

や目的、利用シーンについてはおおよそ有効であることが示唆されたが、その効率性と更

新手法に課題があることがわかった。 

 今後の展望としては見つかった課題を解決した上で、有効性を実際に調査するため、静

岡大学ビジネスコンテストにおいて試験運用することが挙げられる。そこで効果測定を行

い、さらなる改善を期待したい。 
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第 1 章 序論 
 

1.1 研究の背景 

 組織や事業が収益を上げるために行う仕組みづくりとしてビジネスモデルはその役割高めて

いる。その流れに応じて静岡大学情報学部においてもビジネスモデルに関する講義が複数存在

しており、講義内で新たなビジネスプラン立案を行う機会も存在する。しかしながらビジネス

モデルの学習範囲は多岐に及ぶため、現在の提案型の講義ではデザインや立案等の技法を学ぶ

ことが主体となり、既存のビジネスモデル（以下、既存モデル）に関する知識を学習する機会

が限られてしまう。 

 既存モデルの学習が不足した状態だと、提案自体が希薄なものになる、モデル形成において

解決手段がわからなくなるなど様々な問題が発生する。 

 

 

1.2 研究の目的 

 本研究では、ビジネスモデルの重要な要素である「提供価値」と「顧客」に着目し、既存の

モデルにおけるそれらを学習するための方式を提案することで、より良い提案活動を促すため

の改善を図ることとする。 

 学習方式として本研究は顧客と提供価値をテーマにしたフレームワークを作成した。フレー

ムワークは価値分析図とキーワード集からなるものであり、キーワード集は報告者が複数のサ

ービスを調査し作成する。 

 学習方式の提案にあたっては、前述した方法にてキーワード集を作成したのち、それらの特

徴に合わせたキャンバスや用法を設定する。その後二つの実例を学習の対象として挙げ、ビジ

ネスプラン立案の経験を持つ静岡大学情報学部の学生に実際に使用してもらう。最終的にアン

ケートによりフィードバックを受け、その実用性について評価することが本研究の目的であ

る。 

 

 

1.3 論文の構成 

 第 1 章は序論として、研究の背景と目的を述べた。 

  第 2 章では静岡大学でのビジネスモデル学習の現状と、事例となる静岡大学ビジネスコンテ

ストについて述べる 
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  第 3 章ではビジネスモデルの定義法と本研究における焦点を述べる。 

  第 4 章では顧客価値中心型のビジネスモデル学習方式をユーザーや利用シーンを踏まえて提

案する。 

  第 5 章ではワークショップの準備・実施・評価について述べる。 

  第 6 章では結論として、本研究の成果をまとめと、課題を述べる。 
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第 2 章 

静岡大学におけるビジネスモデル学習の現状 

 

 

2.1 ビジネスモデルに関連する講義の状況 

 静岡大学情報学部ではビジネス計画に関する学習の中でビジネスモデルやそれに関連する戦

略的フレームワーク(ビジネスキャンバス、ロジックツリー、ポジショニングマップ等)を学習

する機会が存在する。とくに行動情報学科で行われる提案活動ではそれらの戦略的フレームワ

ークを活用することが多いため、ビジネスモデル学習の一環として機能していると考えられ

る。以下に講義とその概要を示す。 

 

図表 2-1:静岡大学情報学部行動情報学科におけるビジネスモデルに関する講義と概要 

講義名 概要・学習する戦略的フレームワーク 

問題分析とモデリ

ング 

モデリング 

ロジックツリー 

UML 

Web システム設計

演習 

システム構築 

システム要求定義法 

情報システム基礎

演習 

ビジネスモデリング技法 

UML 

データモデリング 

ビジネス計画論 BS/PL 

ターゲッティング 

ポジショニング 

ビジネス計画演習 ビジネスキャンバス 

ビジネスプラン立案 

プロジェクトマネ

ジメント 

リーンキャンバス 

ロジックツリー 

PMBOK 

出所:静岡大学シラバスをもとに報告者が作成 
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 図表 2-1 からわかる通り、ビジネスモデルの学習範囲は多岐に及ぶため、講義も数多く開

かれている。また挙げた講義のうち 5つが必修科目、1 つが選択必修科目である点を考えて

も、静岡大学情報学部行動情報学科ではビジネスモデルに関連する内容に力を入れてカリキュ

ラムが用意されており、ビジネスモデルの扱い方(作り方、参照法)を幅広く演習していること

がわかる。 

 

 

2.2 静岡大学ビジネスコンテストの状況 

 

2.2.1事例「静岡大学ビジネスコンテスト」の概要 

ビジネスコンテストとは、「参加者がビジネスモデルを作り、その完成度と新規性により優

劣を競うコンテストである」[8] と定義づけされており、実践型のビジネスモデル学習のひと

つであるといえる。 

 静岡大学ビジネスコンテスト(以下、SUBC)は 2011 年に静岡大学の孫暁維の研究の一環と

して提案・開催され、現在に至るまで毎年行われる学生によるビジネスプランのコンテストで

あり、「学生のスキル向上と同時に社会人との交流ができるイベント」を目標に掲げて企画さ

れた 

 

 
図表 2-2: SUBC2011 の機能性 

出所:情報学部ビジネスコンテストとその活性化方法[8] 
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SUBC が掲げる機能性(図表 2-2)としては<投稿機能><相互討論機能><評価機能>が存在し

ている。これらは SUBCの創設者である孫暁維によって以下の役割を持っていると述べられ

ている。 

 

<コンテストへの投稿機能> 

 コンテストに参加する学生が、テーマに沿って提案を投稿する。 

 

<参加者の相互討論機能> 

投稿された案を基に、参加学生と参加社会人、その他の学生を交えて、それぞれの

提案をブラッシュアップするために討論を行う。ここで、直接的な対面方式の「ワ

ークショップによる議論」と、インターネット上での間接的な「Facebook による議

論」という 2つの場を用意した。 

 

<参加社会人・参加学生による評価機能> 

最終的に完成した提案に対して、審査を担当する社会人とオーディエンス学生によ

って投票審査を行い、各提案を評価する。 

 

 
図表 2-3:ブラッシュアップのサイクル 

出所:情報学部ビジネスコンテストとその活性化方法[8] 
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また、SUBCでは仮提出、チーム内でのブラッシュアップ、講師のワークショップ・講師と

の Facebook での議論がアジャイル的に行われており、それらによって提案のクオリティを向

上させることと参加者自身のスキルアップを図っている(図表 2-3)。 

 

 

2.2.2既存ビジネスモデルの学習から見る静岡大学ビジネスコンテストの課題 

 既存モデルの学習とは、すでに存在するビジネスのビジネスモデルを参考に提案活動へ応用

していくための学習を指す。 

 前述の SUBCで行われた学生へのサポートは「講師によるサポート」である。講師による

ワークショップや評価などにより、学生の提案を補助・修正させており、学生に対し既存モデ

ルを体系的に学習させることはなされていない。そのため学生は既存モデルを参考に提案活動

へ臨む時、それらについて自身で調査・分析をするため、学生に対して調査・分析の手法を示

しておく必要があると思われる。 

 

 

2.2.3静岡大学ビジネスコンテストの改善に関する先行研究 

 SUBCにおける議論・提案の活性化を図る目的で様々な提案がなされているため、それら先

行研究の概要を図表 2-4で示す。 

 

図表 2-4: SUBC の活性化方法に関する先行研究 

 報告者 研究内容 

#1 戸辺,2013 

 

SUBC がコンピテンシ向上の機会であることに注目して情報学

部生が身につけるべき ITコンピテンシを定義した上で SUBC

参加学生のコンピテンシを評価し、有効なコンピテンシ育成方

法を検討した 

#2 梅田,2015 SUBC にて行われる議論の不活性化・マンネリ化を課題とし、

新たな機能性として学生と企業・社会人の交流に着目したマッ

チング方式を提案・評価した 

#３ 道原,2017 SUBC のような短サイクル型のビジネス提案において調査の分

析にかかる時間・労力が提案活動に悪影響を及ぼすという調査

結果から、SUBCをプロジェクトの進行・体制、参加目的、継

続性の４つの観点で分析・評価した 

出所:参考文献[9]~[11]をもとに報告者が作成 
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 SUBCにおいて議論や提案の活性化を図る上で、#1 は学生の特性を意味する「コンピテン

シ」に着目し、その育成に当たって提案活動の振り返りを推奨した。#2 は学生と企業・社会

人の交流の手段について３つの提案を行い、それらの実用性について解いた。#３は SUBC 自

体の仕組みの改変の提案によって活性化を促した。 

 

 

2.3 ビジネスモデル構築のプロセスから見た課題の分析 

 ビジネス図解のコンサルティングを行う近藤[12]は新しいビジネスモデルを作るまでのプロ

セスとして、認識・学習・実践の三点が必要であると著書で述べる(図表 2-5)。 

 

 
図表 2-5:ビジネスモデルの 3つの理解レベル 

出所:ビジネスモデル 2.0 図鑑[12] 

 

 第一に既存モデルの存在を「認識」し、既存モデルついて「学習」する。そしてそれらを経

てビジネスプラン立案の「実践」を行うことがビジネスモデルの理解レベルであるとしてい

る。 

 2.2.3 で述べた先行研究はいずれもこの理解レベルにおける「実践」における課題の解決を

図るためのものであり、前段階の「認識」・「学習」に対しての手法を提案するものではない。

本研究では上記の研究と視点を変えて「学習」の段階における課題に注目するものとする。 
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第３章 ビジネスモデル定義法の選択 

 

3.1 これまでのビジネスモデルの定義法と本研究の焦点 

 本研究で取り扱うビジネスモデルは過去に多くの研究がなされている分野であり、梶川[1]に

よるとWeb上において、「ビジネスモデル」という用語の使用頻度は従来経営の文脈で頻繁に

語られてきた「経営戦略」の出現頻度を既に超えている。しかしビジネスモデルという言葉の

持つ定義はあいまいにとらえられており、研究者ごとに異なる定義で論述されているのが現状

である。 

 本研究でも同様に、既存モデル学習の質を向上させる観点からどのような定義法が良いか採

択する必要がある。従来の研究において、以下のような提案がなされている。 

 

図表 3-1:ビジネスモデルの定義に関する先行研究 

 研究者 ビジネスモデルの定義 

#1 Magretta,2002 どのように企業が動いているのか 

説明するストーリー 

#2 Linder&Cantrell,2000 価値創造のための 

組織のコア・ロジック 

#3 Chesbrough&Rosenbloom 
,2002 

価値創造プロセスを仲立ちする構成概念 

#4 Stewart&Zhao,2000 どのように金を稼ぎ利益を 

長期間保持するかについての言明 

#5 Mayo&Brown,1999 競争力のあるビジネスを創造し 

保持する重要な独立のシステムのデザイン 

#6 Gordijin et al,2000 ステークホルダー間で価値を持った対照を 

創造・交換するやり方の本質的な部分 

#7 Morrisa et al,2005 定義されたマーケットで持続可能な 

競争優位を創造するために 

戦略・アーキテクチャ―・経済に関する 

決定がどのように関連しているか 

に関する簡潔な表現 

#8 BostonConsultingGroup 
(BCG),2010 

バリュープロポジションと 

オペレーション・モデルの２つによって 

構成されたもの 
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出所:ビジネスモデルに関する研究動向の調査[1], 

ビジネスモデルイノベーションによる事業創造のデザイン[6] 

 
 

 図表 3-1 のうち#1 による定義は、ビジネスプロセスの定義に近い。これに価値創造を付け加

えたのが#2 の定義になる。#4 はこの価値創造に持続可能なという注を書き加えている。#5 は

そのためのデザインとしている。またこれらはストーリー、コアロジック、構成概念、言明と

して、ビジネスの本質的な部分が表現されたものと捉えることができる。[1]  #8 では、ビジ

ネスモデルはバリュープロポジション(価値提案)とオペレーション・モデルの２つの中核要素

からなる構成であるとされている。 

  本研究は図表 2-5 における「実践」の前段階、深い知識を習得していない状態の「学習」段

階であることから「ビジネスモデル」をより簡潔にとらえて学習へ臨む必要がある。そのため

本研究では#2 の定義付けを踏襲し、ビジネスモデルを価値創造のためのコアロジックと定義

して論述する。 
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第４章 

顧客価値中心型ビジネスモデル学習方式 

 

 

4.1 対象ユーザー 

 本研究の対象ユーザーは、ビジネスモデルの学習の基礎的な言葉や仕組みを理解しているこ

とを想定する。具体的には静岡大学の講義(2.2 参照)を履修し終え、フレームワークの用い方

などを理解している学習レベルであることを考える。 

 

4.2 利用シーン 

 図表 4-1はビジネスプラン立案の大まかな段階を４つに分類したものである。 

 

 
図表 4-1:ビジネス提案手順 

出所: みんなの教科書[16] 

 

 

①ではビジネスを提案する際のテーマやそれに沿った課題を発見する段階であり、②は解決策

として市場や既存モデルを調査した上で、ビジネスを通しどのような価値を顧客へ届けるかを
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決定する段階である。その後③でそれらの価値をどのような形で表現するか戦略的フレームワ

ークを利用してプランを練り、④の実行に移していく。 

 この中で価値分析図が想定する利用シーンは、既存モデルの学習を行い顧客への提供価値を

定める②の段階である。ある程度既存モデルの存在を把握しているが、それぞれの特性がいか

なるものか理解しておらず、それらの調査が必要である状況を想定する。 

 

 

 

4.3 顧客価値中心型ビジネスモデル学習方式全体図 

 本研究で提案するビジネスモデル学習方式は 3.1 で定義付けたコアロジックにおける「ビジ

ネスが顧客へ提供する価値」にフォーカスを当てたものであり、学習者がそれらを学習する

際、図表 4-2 のような仕組みをとる。 

 

 
図表 4-2:価値分析図利用のビジネスモデル学習方式全体図 

 

 

 図表 4-2のビジネスモデル資料・価値分析図・キーワード集が本研究で提案する学習方式の

構成要素となり、価値分析図とキーワード集が本研究で作成するものである。 

 

<ビジネスモデル資料> 
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既存モデルが提案している価値が現れている資料。 

本研究では学習者が簡単に入手でき、上記を満たすものであると思われるホームペ

ージを採択する。HP の中から提案している価値を読み取ることとする。(4.4) 

 

<価値分析図> 

ビジネスモデル資料から読み取れた価値が、どのような顧客に向けて発信されてい

るかを予測し書き起こすためのキャンバス。(4.5) 

 

<キーワード集> 

学習者が価値分析図に書き起こす際、補助の役割を担うもの。価値提案とそれに対

応する顧客が示されている。(4.6) 

 

 

4.4 ビジネスモデル資料  

 本研究ではビジネスが提供している価値を調査するための媒体であるビジネスモデル資料と

してホームページを採択した。ホームページから読み取れる内容を利用して価値分析図を記述

していくため、相互間の対応について述べる。 

 

 
図表 4-3:PayPay ホームページ 
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図表 4-4: PayPay ホームページ 2  

 

 

図表 4-3,4-4 は対象ビジネスの例として取り上げた PayPay のホームページ[15](2019/01/29

現在)である。赤色の矢印で示した点が顧客へ売り出しているサービスの提供価値として読み

取ることができる。 

 

4.5 価値分析図  

 価値分析図におけるデザイン・構成・手順を述べてフレームワークの概要とする。 

  

<デザイン> 
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図表 4-5:価値分析図-キャンバス 

 

 図表 4-3が価値分析図であり、左右対称のデザインをとっている。背景は記述する際にビジ

ネス側とユーザー側のどちらであるかを示しているが、指定の情報を記入する枠組みは設けて

いない。 

 

 

 
図表 4-6:価値分析図-キャンバス記述例 
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 図表 4-4 は QR コード決済サービスの PayPay を題としたキャンバスの記入例である。樹形

図の形をとっており、関連した要素が線で結ばれる。 

 

<構成> 

 価値分析図は「サービス名」、「提供価値」、「顧客の要求」、「顧客の性質・行動」の４つに分

けて記述され、それぞれの位置関係は図表 4-7 のようになっている。 

 

 
図表 4-7:価値分析図の構成要素分類 

 

 中心に位置するのがサービス名であり、そこから外側に向かって①提供価値、②顧客の要

求、③顧客の性質・行動を記述する構成である。中心から枝を伸ばして前後で繋がりを持たせ

ながらキャンバスを埋める方式をとる。 

 

①提供価値 

 ホームページから読み取るサービスの機能 

 

②顧客の要求 

 顧客の分類 

提供価値がどのような要求に答えたものであるのかを示している 

 

③顧客の性質・行動 

 顧客の分類 
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 顧客の要求からさらに予測を深め、顧客の性質や行動を記述する 

 

<手順> 

 
図表 4-8:価値分析図の記述手順 

 

 

 価値分析図の記述手順を図表 4-8にて示した。中心にサービス名を記述したのち、そのサー

ビスの提供価値についてホームページを参照しながら周辺に記述する。その後、提供価値から

枝を伸ばし顧客の要求を予測してその周りに記述する。最後にそれらの要求から顧客の性質・

行動および考え方などの側面から予測し要求の周辺に記述していく。これらは全て図表 4-7 の

ように線で結びながら行う。 

 サービス名、提供価値はホームページから得られる情報を参考に埋めていき、顧客の要求、

性質・行動はキャンバスとともに用意するキーワード集(4.6)を参考に自身の考えで記述す

る。 

 

 

4.6 キーワード集 

 価値分析図ように自由度の高いものは個人の興味のある分野や書き出しやすい方面に発展し

て知りたいことの軸からずれることが予測されるため、文章で記述することと記述のサポート

をするキーワード集を用意することでそれらを防ぐ手段とする。 

 価値分析図はキャンバスの他にキーワード集を要する。キーワード集が持つ役割は 
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・円滑にワークを進めるため 

・ワークの主旨が逸れないようにするため 

 

の２点があげられる。ここでのワークとは本研究で提案する価値分析図とキーワード集を用い

た学習の過程を指す。 

 価値分析図のように枠組みが存在せず利用者の発想に依存するものは、作業に行き詰まった

り利用者の興味がある方向にのみ進展が現れてしまったりすることが見られる。それらを防止

し、分析の形に一貫性を持たせるため、キーワード集の作成を行うことにした。 

 本研究で作成したキーワード集を付録 1に示した。 

 今回のキーワード集は価値のジャンルを 10 個に分類し顧客の要求、性質・行動がそれぞれ

5 つずつになるようピックアップして作成したが、どのような基準で採択するかという点が困

難であった。(本研究では出現頻度順で採択した)  

 

 

4.6.1作成方法 

 キーワード集は報告者が対象ビジネス分野の既存モデルを複数調査し作成する。調査方法

は、価値分析図と同様にホームページから読み取れる提供価値、予測できる顧客の要求・性

質・行動について報告者が価値分析図と同様の形に表す。ただしこの時点で明確に分類分けす

ることはせず、サービスのユーザー視点で図に書き出していく。その後作成した図ごとの提供

価値を類似したもので括って分類、それぞれに対応した最も出現回数の多い要求や性質・行動

をピックアップすることで表の形に示し、それをキーワード集とする。 
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図表 4-9:キーワード作成用価値分析図 (PayPay) 

 

 

 図表 4-7 は実際に報告者が既存モデルを調査した際のキーワード作成用価値分析図である。

おおよそワークで用いる価値分析図と同様であるが、顧客の要求・性質・行動を明確に分類す

ることはせず、予測できる範囲を記述した。 

 

 

 
図表 4-10:キーワード集–登録時の時間・難易度(QR コード決済) 

 

 

 図表 4-10 は本研究で作成したキーワード集の一部である。対象のビジネス分野は QR 

コードを採択した。左側のセルは提供価値を分類したのちにジャンルに振り分けた際のジ

ャンル名である。図表 4-9 を例にすると、「最短１分で利用開始」を上記のジャンルに振

り分けている。図表 4-9にある「すぐに利用を始めたい」という要求は他のサービスに関

する図でも多く見られたため、キーワード集の中に採択されている。 

 

 

4.6.2キーワード集の維持 
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 キーワード集自体の質を向上させたり、元となるビジネスモデル資料が更新されたり、

また新たな機能性が備わったりすることがあるためキーワード集にはその内容の更新や変

更が求められる。そこで今回は図表 4-2で示したように価値分析図を利用した学習者に対

しキーワード集への評価を依頼する形式で維持をはかることとする。キーワード集の評価

は必要と思われるキーワードや不要と思われるキーワードをフィードバック形式で受け取

り、編集者がそれに応じ編集を施す形をとる。 
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第 5 章 ワークショップと評価 
 

5.1 キーワード集の作成 

 4.2.3 で述べたようにキーワード集は複数の既存モデルを調査し、作成するものであるた

め、本研究では対象のビジネス分野を「QRコード決済」に限定して取り組んだ。 

 QR コード決済とは Fintech の決済・送金サービスに属して展開されている、スマートペイ

メントのうちの一つである。モバイル決済の一種とも言われ、実店舗、オンラインショップに

関わらず表示された QRコードをスマホで読み取ることで決済が完了する点が特徴となってい

る。 

 

<Fintech> 

金融(finance)と技術(technology)を組み合わせた造語であり、IT を活用した革新的

な金融サービス事業を指す。(野村総合研究所) 

<スマートペイメント> 

商取引における、現金や銀行での手続きを必要としない電子的な決済手段のこと。

(野村総合研究所) 

<モバイル決済> 

スマートフォンなどのモバイル端末を用いた電子決済サービスの総称。(コトバン

ク) 

 

 QR コード決済は、近年日本において注目を集めた技術であり、新たなサービスも続々と誕

生している。IT企業のみならず、銀行や携帯電話会社などが参入する分野であるため、あら

ゆる特徴を有するモデルが存在する。 

 ビジネス提案を行う場面を考えた際、これらのように複雑化したモデルの違いを認識できる

必要があると考え、今回は QR コード決済を対象ビジネス分野として採択した。 

 

 本研究では対象ビジネス分野の既存モデルを 20つ取り上げて調査した。今回はホームペー

ジの情報をもとに提供価値を読み取り、一つの既存モデルを 30〜40 分程度で キーワード作

成用の価値分析図におこした。付録 1が本研究で作成したキーワード集である。なお、サービ

スごとのキーワード作成用価値分析図も付録に記載する。 
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5.2 ワークショップの実施 

 静岡大学情報学部生(3−4年生)の４人を対象に価値分析図を実際に利用してもらうための

ワークショップを実施した。被験者は 2.1 で述べた静岡大学におけるビジネスモデル関連の講

義を履修済みであり、SUBC 参加の経験があるため、4.1 の条件を満たしている。 

 ワークショップでは本フレームワークの説明を 15分程度で行ったのち、実際のワークを各

30分ずつ 2 つの既存モデルについて行い、その実用性についてアンケートを行った。図表 5-

1 は本研究で行ったワークショップの流れを示したものである。取り上げた既存モデルは提供

価値が比較的多く見られる「LINE Pay」と「d 払い」で行った。

 
図表 5-1:ワークショップの流れ 

 

 

また、このワークショップを通して被験者が実際に作成した価値分析図を図表 5-2 に示す。 
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図表 5-2:被験者によるワークショップ成果物 

 

 

5.3 評価 

5.3.1 評価方法 

 評価方法はアンケートを採択した。ビジネス提案経験のある４人の学生に対し、実際に価値

分析図を利用したのちに回答を受け付けた。 

 評価観点は政策評価の手法を参考に<必要性><効率性><有効性><優先性>の 4 つについて

行い、自由記述にて使いやすかった点と使いにくかった点についての問いを設けた。また、価

値分析図の更新の手法に関する調査も併せて行った。図表 5-3 はその評価観点と質問事項であ

る。 

 

図表 5-3:評価観点と質問事項 

評価観点 質問事項 

必要性 ・過去のプロジェクト提案を思い返し、価値分析図が利用できると

思ったか 

・また立案に機会があったら利用してみたいか 
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効率性 ・ワーク時間は妥当であったか 

・ワークは効率的であったか 

有効性 ・どのような顧客に向けて提案を行っているか理解を深めることは

できたか 

・顧客を分析することはできたか 

・ワークを通して新しい発想を得ることは可能か 

優先性 ・講義における立案活動で利用するならばどのタイミングが理想的

であると考えるか 

□現状分析 □課題発見 □情報収集 □解決策の提案 □プレゼ

ンテーション □その他(  ) 

更新手法に関す

る調査 

本フレームワークの利用後、キーワード集に関するフィードバック

を求めても良いか 

 

 

 

5.3.2 評価結果 

 

 

 
 

 

0%0%0%

62%

38%

必要性

不十分である やや不十分である

どちらとも言えない やや十分である

十分である

0%12%

13%

75%

0%

効率性

不十分である やや不十分である

どちらとも言えない やや十分である

十分である

図表 5-4:評価結果–必要性 図表 5-5:評価結果–効率性 
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 アンケート結果は、図表 5-4~5-6 のようになった。必要性、有効性に関しては一定の評価

が得られたものの、効率性に関して不十分であるという意見が多かった。自由記述の欄におい

ても、「これをたくさんの競合がある市場・サービスで行うと大変」「時間がもう少し欲しい」

といった声が見られた。ワーク自体には「３段階に分けるのが理解しやすかった」「満遍なく

考えることができて作業しやすい」「可視化されてアウトプットされるので情報整理できる」

といった声があったため、ワークの効率化を測る必要があると思われた。また、優先性に関す

る質問では<現状分析><解決策の提案>で用いるのが理想的であるとの反応が最も多く、想定

した利用シーンにマッチしていることがわかった。一方でプレゼンテーションやその他の機会

が採択されなかった理由としては、それらの段階においては価値分析図以外の学習方式が想

定・採択されていることが予測される。 

 また価値分析図を常に更新していくための手法として、使用後にキーワード集について記述

形式で評価してもらうことを想定し、それに対するユーザー側の反応を調査したところ、やや

満足であると答えた被験者が２名で、やや不満である・どちらとも言えないと答えた被験者が

１名ずつであった。主な理由としては「講義の一環であるなら抵抗はない」や「フレームワー

クの維持に協力的になれない」といった声が見られた。キーワード集の更新や変更手法につい

ては未だ検討の余地が見られる。 

  

0%0%
17%

25%58%

有効性

不十分である やや不十分である

どちらとも言えない やや十分である

十分である

図表 5-6:評価結果–有効性 
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第 6 章 結論 

 

6.1 結論 

 ビジネスプラン立案における既存モデルの調査段階を対象にしたフレームワークを提案し

た。本フレームワークは、対象ビジネス分野の知識が不足していても利用できるよう、価値分

析図の他にキーワード集を構成要素に加えワークの円滑さを考慮した。また、対象のビジネス

分野を QR コード決済の分野に限定してワークショップを開催し、価値分析図のテストと評価

を行った。 

  アンケート結果にて提案した学習方式の必要性や有効性が高く評価されたことから、想定し

た「ビジネスアイデアを検討するシーン」に合わせた提案ができたように思われるが、一方で

効率の面に問題が残ったため、実用性に関しては実現に至らなかった。 

しかし、質問事項「過去のビジネスプラン立案を思い返して利用できるか」に対し過半数が

十分であると答えた点は、今後の発展に期待できるように思われる。 

 

 

 

6.2 今後の課題 

 アンケートの結果から本フレームワークは効率面に問題があることがわかった。5.3.2 でも

述べたように一つ一つの既存モデルについて調査する形式を取ったため、ワークに要する時間

が多くなったことが原因と思われる。そのためワークの効率化を図り、情報量を増やしたり手

順を簡素化したりするなど対策を検討する必要があると思われた。 

 本研究は QRコード決済に対象を当てたキーワード集を作成したが、今後の展望として別の

ビジネス分野のキーワード集を作成し、テストすることが挙げられる。QR コード決済の場合

は作成までに 20時間以上を要したが、他の分野での所要時間や作成されたキーワード集の実

用性を調査することで価値分析図の応用が可能になると思われる。 

  



 31 

 

謝辞 
 

 

 本研究は、静岡大学情報学部行動情報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。湯浦教授には研究面でのご指導ならびに静岡大学ビジネスコンテストにおける

評価者としてのご参加、また、本論文を執筆するにあたり懇切丁寧なご指導とご助言を賜

りました。この場を借りて心より厚く御礼申し上げます。 

 

 また、研究内容についてご助言を頂きました静岡大学情報学部行動情報学科田中宏和教

授に深く感謝の意を表します。 

 

 第 8 回ビジネスコンテストの開催に当たって、参加してくださった社会人や学生の皆

様、またイベント運営にご協力いただいた静岡大学情報学部湯浦研究室の皆様に感謝の意

を表します。 

 

  本研究に際し、ワークショップの参加やアンケートにご協力くださった方々皆様、あり

がとうございました。 

 

 そして、研究を通じて多くの知識や示唆をいただいた湯浦研究室の先輩・同期・後輩の

皆様に深く感謝いたします。特に励まし合い頑張ってきた同期に皆様に感謝の気持ちでい

っぱいです。 

 

  最後に、私の大学生活を絶え間なく経済的、精神的に支援し続けてくれた家族に、心よ

り感謝申し上げます。 
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付録 
 

・付録 1 キーワード集 – QR コード決済 

 

 
 

・付録 2 キーワード集作成用価値分析図–QR コード決済 
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