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要旨 
 
日本では 1990 年代初めのバブル崩壊から廃業数が起業数を上回っており、昨今の不況の

影響も重なって廃業数が多い現状は改善されていない。また、実際に起業している人の数

は 1970 年代から現在まで大きく変わらないが、起業希望者数が 1997 年から減り続けてい

る。そのような状況下で、IT や環境分野において新しいビジネスが注目されている今日、

日本を元気にする中小企業を作っていくためには、起業というものは自然と必要になって

くる。しかしインターネット上における起業教育について調べると、起業に関する知識を

学べるサイトはあるが、自ら事業を計画し、改善しながら学べるようなサイトは存在しな

い。そこで、専門職大学院やビジネススクールに行かずとも、起業についてネット上で気

軽に学習出来れば、起業教育はより盛んになるのではないかと考えた。 
 本研究では、独自のオンライン演習（ビジネスプラン作成演習）に、中小企業ビジネス

支援サイト J-net21 内「起業家 ABC」のような座学を学べるコンテンツを加えたトレーニ

ングサイトを提案する。具体的には、学習者が座学形式のコンテンツで起業に関する基礎

知識を学び、座学で学んだ知識を実践する場として、自由な発想でビジネスプランを作成

するオンライン演習を利用する。作成したプランは専門家に提出され、評価や改善点など

を添えて学習者に返信されるシステムである。そのオンライン演習を考案するため、静岡

大学ビジネスコンテストにおけるビジネスプラン作成過程を分析し、それを元にビジネス

プラン添削パターンを作成した。そして、7 名の実験参加者に添削パターンを適用すること

でその有効性を検証した。実験は、まず実験参加者には予めビジネスプランの記述法や書

き方の例などを配布し、それを元にビジネスプランを作成してもらう。その後報告者がプ

ランを添削し、実験参加者にその添削結果を確認してもらった後、「ビジネスプラン作成演

習」に対する感想を送ってもらうという流れである。 
実験結果としては、ビジネスプラン作成初心者でも、「ビジネスプラン記述法」の流れに

沿って書くことで、要点をしっかりと押さえたプランを書く事ができていた。勿論考慮す

べき点を見落としていることも多かったが、それを添削パターンによって添削し補う事で、

実験参加者からは「勉強になった」「このようなサービスがあれば利用したい」という評価

を得られた。しかし、添削パターンはその利用回数に開きがあり、有効であったものもあ

れば、学習者のレベルやプランを作成できる期間によっては利用できないパターンもあっ

た。本研究を通し、「ビジネスプラン作成演習」自体は、起業家教育の第一歩としては有効

である可能性があるが、その利用者を考えた場合、利用者のレベルやプラン作成にかけら

れる期間によって、添削パターンの難易度を変えるなど対策しなければならないことがわ

かった。また、「起業家トレーニングサイト」において、座学を学ぶコンテンツの検証

（J-net21 で良いのか、あるいは新しいコンテンツが必要なのか）、社会人へこのサービス

を適用するにはどうすれば良いのかという検証も必要である。 
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第一章 はじめに  

 
１．１ 研究の背景 
 
はじめに、本論文のテーマである「起業家トレーニングサイトの提案」が何故必要であ

るのか、その背景について説明する。 
図１．１のグラフは起業希望者（うち有業者、無業者別）、起業準備者及び起業家の推移

を表している。右側の棒グラフから、実際に起業している人の数は 1979 年から 2007 年ま

で大きく変わらず、一定人数いる事が分かる。しかし左側の棒グラフと中心の棒グラフか

ら、起業希望者と起業準備者の数が、1997 年から 2007 年にかけて減り続けていることが

分かる。 
次に、図１．２のグラフは開業数、廃業数（企業単位、事業所単位別）の推移を表して

いる。この図が示すように、日本では 1990 年代初めから廃業数が起業数を上回っており、

90 年代後半から 2000 年代序盤にかけて一時起業数が大きく増加したものの、現在では不

況の影響もあり廃業数が多い現状は改善されていない。これらの影響によって、日本では

起業することはとても危険で、ハードルが高いという認識すら存在している。 
しかしながら、これまでの日本経済を支えてきた企業の 97％は中小企業であり、現在低

迷し続けている日本経済のこれからを担うのも、新興産業における中小企業である。IT や

環境分野において新しいビジネスが注目されている今日、日本を元気にする中小企業を作

っていくためには、起業というものは自然と必要になってくる。 
しかしインターネット上における起業教育について調べると、起業に関する知識を学べ

るサイトはあるが、自ら事業を計画し、改善しながら学べるようなサイトは存在しない。

専門職大学院やビジネススクールでは起業について総合的に学べる環境が整備されている

が、「大学院やビジネススクールに進学する程本気ではない、しかし知識として知っておき

たい」と考えている層がネット上で気軽に学習出来れば、起業教育はより盛んになるので

はないだろうか。 
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図１．１ 起業希望者、起業準備者及び起業家の推移［総務省「就業構造基本調査」再編加工］より 

 

 
図１．２ 開業数と廃業数の推移［総務省「事業所・企業統計調査」、「経済センサス－基礎調査」再編加

工（中小企業庁試算）より］ 
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１．２ 研究の目的 
 
 次に、この研究の目的についてである。この研究目的は、「起業すること（ビジネスプ

ランを作成すること）について、専門職大学院やビジネススクールに通わなくても、オン

ライン演習で気軽に学べるようなサイトを提案する」ということである。そのオンライン

演習では報告者が携わった静岡大学ビジネスコンテストの経験を活かし、学習者がより良

いビジネスプランを作成できるようなシステムを考案する。そして最終的に、研究の背景

で述べた現状を踏まえ「明確に起業を目指しているわけではないが、起業に対して関心の

高い層」あるいは「起業に関心は低いが、起業に関する知識は持ちたい層」の底上げをし、

自分の進路の選択肢の一つに「起業」というものを持ってもらえるようにすることである。 
報告者自身も、「起業」という言葉に全く関心がないわけではなかったが、始めは全く知

識がなかったため、自分とは全く別次元の話だと思い込んでいた。しかし、2012 年 11 月

に行われた静岡大学ビジネスコンテストに携わり、「起業」というものは必要な計画、準備

によって少しずつ現実味を帯びてくるものである事が分かり、以前より起業に対する興味

が湧くようになった。そのような状況を作り出し、起業教育の第一歩として貢献したいと

考えたのである。 
 
１．３ 研究の概要 
 
 最後に、この研究の概要についてである。 
第二章においては、「中小企業ビジネス支援サイト J-net21」について調査する。日本の

中小企業支援において中心的な役割を果たしているこのサイトを調査し、中小企業の支援

だけでなく本研究の趣旨でもある「起業家の教育、支援」は行えているのかを明らかにす

る。また、このサイトが起業教育をする上で十分であるのか考察し、学習者自らが事業を

計画し学ぶ事が出来るトレーニングサイトの必要性を述べる。 
 第三章においては、報告者が提案する「起業家トレーニングサイト」についての全体図

を説明する。始めにこのサイトの概要を説明し、サイトを提案する上で参考にした「静岡

大学ビジネスコンテスト」の紹介をする。そして最後に、静岡大学ビジネスコンテストの

どの要素がトレーニングサイトの構築に役立つのか、その関係性について説明する。 
 第四章では、トレーニングサイト構築のために必要不可欠な実験による検証を行う。ま

ずは実験の方法について説明し、次に実験の結果報告、最後に結果の考察を行うという流

れである。 
 第五章では、この研究全体で何が達成され、何が足りなかったのかを述べる。またそれ

を踏まえ、今後どのようにすればこの研究が活かされるのかを考察する。 
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第二章 中小企業ビジネス支援サイト J-net21 の調査  
 
２．１ J-net21 とは 
 
 J-net21（正式名称：中小企業ビジネス支援サイト J-net21）とは、公的機関の支援情報

を中心に、中小企業の経営に関する情報を提供することを目的とするサイトである。平成

13 年にサイトをオープンし、運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている。 
 中小企業支援サイトと言えば、中小企業支援が盛んであるアメリカの SBA.gov も有名で

ある。SBA.gov は「Starting & Managing」「Loans & Grants」「Contracting」「Learning 
Center」「Local Assistance」「SBA Direct」という 6 つのコンテンツから成り、「Learning 
Center」により起業家のオンライントレーニング、それ以外のコンテンツで中小企業支援

を行っている。SBA.gov は充実したサービス内容でアメリカでは圧倒的な支持を得ている

が、この J-net21 はそれと比べても見劣りしないほど、多彩で質の高いコンテンツを提供

しているのである。 
サイト内の主なコンテンツは図２．１で紹介する「J-net21」メインページの通り、「起

業する」「事業を広げる」「経営を良くする」「支援情報・機関を知る」「資金を調達する」「製

品・技術を開発する」「ニュースを見る」の 7 項目から成っており、多方面から中小企業の

経営を支援している。 
また、それらのコンテンツ以外でも、「特集とピックアップ記事」のコーナーでは「経営

者に役立つ税金のポイント」や「2030 年に向けたビジネスの種」、「エネルギー新時代」な

ど多くの興味深い記事を掲載しており、中小企業だけでなくこれから起業を志す若者やビ

ジネスについて学習したい学生にとっても魅力的なコンテンツである。 
 

 
図２．１ 「J-net21」メインページ 
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２．２ J-net21 内コンテンツ「起業する」について 
 
本研究ではこれら 7 つのコンテンツの内、「起業家トレーニングサイトの提案」に関連す

る「起業する」について分析していく。「起業する」内のページへ飛ぶと、起業する上で必

要な情報が数多く提供されている。ページ内のコンテンツは図２．２「起業する」メイン

ページの通り、「起業ＡＢＣ」「業種別スタートアップガイド」がメインである。 
 

 
図２．２ 「起業する」メインページ 

 
 ２．２．１ 起業ＡＢＣ 
 
「起業ＡＢＣ」は主に「マニュアル」「コラム・インタビュー」「フォーマット」という 3

つのコンテンツから成り、起業・創業、第二創業や独立、ベンチャービジネスの立ち上げ

を志す上で必見の情報を提供しているメインコンテンツである。 
 まず始めに、「マニュアル」は「Ａ，起業しようと決意する前に」「Ｂ，起業に向けた準

備［計画編］」「Ｃ，起業に向けた準備［実践編］」「Ｄ，起業してから大切なこと」に分か

れており、起業に関して全く知識のない学生から、これから起業することを目的としてい

る学生まで広い層が使用できるコンテンツである。「マニュアル」内Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４つ

の項目は更に細かく枝葉が分かれており、これを一通り読めば、「起業」に関して十分な知

識を得ることが出来る。 
しかし、内容が非常に細かく専門的な記述の多い項目もあるので、本気で勉強しようと

考えていなければ初心者には少し難しい部分もある。 
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 二番目に、「コラム・インタビュー」は「経営知恵袋［ウェブ経営指南］」「熱戦［業界レ

ポート］」「ビジネスワイド［事業を育てる］」「こんな時どうする？［起業ノウハウ］」「新

事業発見!［注目のニュービジネス］」「起業しました［起業の先人に学ぶ］」「今からでも遅

くない!!［頑張れシニアベンチャー］」「起業に役立つあれこれ［社長の道場］」という 8 つ

の項目から成っている。これらは「マニュアル」が起業に関する基礎知識をつけるための

コンテンツであったのに対し、ある経営者が行った経営課題への対処法や特定の業界の動

向調査、起業した社長の経歴、あるいは新ビジネスの紹介など閲覧者の起業に対する興味

を喚起する内容となっている。このコンテンツに関してはそれほど難しいことは書かれて

いないため初心者でも気軽に閲覧することができ、本気で起業を目指している人も、具体

的な記事を読むことで多くの知識を得る事が出来る。 
 
 最後に「フォーマット」についてである。ここでは起業準備の段階から事業計画作成、

各種必要申請書類まで「すぐに使える雛形が欲しい」という要望に対応するフォーマット

を記入例とセットにして提供している。内容は非常に充実しているが、フォーマットは 23
種類と細かく分かれており、これも初心者が利用するというよりは明確に起業を目指して

いる層が利用するためのコンテンツである。 
 
 ２．２．２ 業種別スタートアップガイド 
 
 「業種別スタートアップガイド」は「業種別開業ガイド」と「経営基礎ガイド」の二つ

のコンテンツから成っている。 
まず「業種別開業ガイド」は、大きく分けて「サービス業」「専門サービス業」「飲食業」

「小売業」「ＩＴ関連業」「環境」「医療・福祉」「その他」という 8 つの項目を持ち、起業

を考える人向けに 200 種類以上の業種・職種に関し、「市場動向」「開業に際しての必要な

手続きや留意点」「準備事項」「資金例や収益シミュレーション」をまとめている。この中

でも特に「必要資金例」と「モデル収支例」では、必要物資や収支例を具体的な名称、数

字を用いて表しているので非常に分かりやすい。 
次に「経営基礎ガイド」では、起業にあたり必要となる「市場調査手法」や「経営・開

業計画の書き方」「販促手法」「法律知識」「経理・財務」などを項目ごとに準備段階から実

際に起業・開業してからも使えるコンテンツとしてまとめている。ここで注目すべきは「消

費者利用動向」であり、大きく分けて飲食業・物販業・サービス業それぞれに属する様々

な業種における消費者の利用動向を細かいデータを用いて解説している。 
これらのコンテンツは、明確に起業を目指している層、あるいは「この業種で起業した

い」と考えている人々が、ビジネスプランを作成する前の事前調査に利用することができ

る。 
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２．２．３ その他 
 
 J-net21「起業する」内のその他のコンテンツとして、全国で開催されているビジネスプ

ランコンテストを開催地や期間などで検索することが出来るシステムや、「新会社法のポイ

ント」、「中小企業のインキュベーション施設」、「エンジェル税制のご案内」など起業する

上で知っておくと役立つ情報が満載である。 
  
 
２．３ J-net21 を調査しての考察 
 
 J-net21 を調査し、その情報量の多さだけではなく多彩さ、質、細かさなど全ての面にお

いて優れている事が分かった。本研究で調査した項目は、全 7 項目の内本研究のテーマと

関連している「起業する」の一項目のみであったが、J-net21 が本来中小企業支援を目的と

しているサイトであるにも関わらず、起業を目指す人々への情報提供もかなり充実してい

た。 
 しかしその一方で、「明確に起業を目指しているわけではないが起業に関心のある層」や、

「起業に興味はないが知識は持っておきたい層」には少し敷居が高いようにも感じる。上

記で紹介した起業ＡＢＣ内「マニュアル」や「コラム・インタビュー」など利用し易いコ

ンテンツがある一方、起業ＡＢＣ内「フォーマット」や「業種別スタートアップガイド」

は明確に起業を目指している層を対象としており、初心者には利用が難しい。 
 以上のことから、J-net21 は座学を学ぶには非常に適したサイトであり、「起業に関心は

ないが知識は持っておきたい層」が起業に関する基礎知識を得るには十分であると言える。

しかし、「明確に起業を目指しているわけではないが起業に関心のある層」が座学で学んだ

知識をアウトプットする場がなく、せっかくの充実したコンテンツが活かしきれていない。 
 よって、J-net21 のように座学を学べるコンテンツと、学んだ知識をアウトプットできる

場としてオンライン演習（ビジネスプラン作成演習）とを組み合わせたサイトを提案して

いく。 
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第三章 起業家トレーニングサイトの具体案  
 
３．１ トレーニングサイトについて 
 
 まず始めに、図３．１はこの「起業家トレーニングサイト」の位置づけを表している。

このサイトは、明確に起業を目指している、あるいは起業する予定である層ではなく、起

業を目指しているわけではないが関心の高い層、起業に関心は低いが知識は持ちたい層を

ターゲットとしている（図ではアンダーラインで示している）。この二つの層に起業に関す

る知識の習得、また実際にビジネスプランを作成する経験をしてもらうことで、全体のレ

ベルの底上げをし、自らの将来の選択肢として「起業」を考える人々を増やしたいという

のが目的である。 
 

 

図３．１ 起業家トレーニングサイトの位置づけ 

 
 
 次に、図３．２は起業家トレーニングサイトの概要を表している。本研究で提案する独

自のオンライン演習（ビジネスプラン作成演習）に、第二章で紹介した中小企業ビジネス

支援サイト J-net21 内「起業家 ABC」のような座学を学べるコンテンツを加えた日本初の

トレーニングサイトである。具体的には、①起業に関する知識を座学で学ぶ（J-net21 を参

考に）、②オンライントレーニングにより自ら事業を計画する（ビジネスプランを作成する）

という二つの要素から成る、起業家を教育するためのサイトである。 
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図３．２ トレーニングサイトの概要 

 
起業する上で根幹となる基礎知識に関しては既存の J-net21 を参考に、初心者でも一か

ら座学形式で学べるようなコンテンツを用意する。なお、本研究ではこの「起業に関する

基礎知識」に関しての実験や検証は行わず、あくまでも J-net21 を参考に、オンライント

レーニング前の学習材料として提案する。 
最後にオンライントレーニングに関してだが、これは３．２で紹介する静岡大学ビジネ

スコンテストを参考に、学習者自らがビジネスプランを作り、それをオンライン形式で添

削し改善していくことができるシステムとする。 
次に、この「起業家トレーニングサイト」を利用する流れについては、図３．３で説明

する。 

 

図３．３ 起業家トレーニングサイトを利用する流れ 

J-net21「起業ABC」
のように、トピック
事に座学を学び、基
礎知識をつける 

学んだそれぞれの項
目をもとに、自分の
ビジネスプランを作

成し提出する 

専門家（中小企業庁
など）が添削し、評
価や改善点を添えて
学習者に返信する 

学習者は返却された
資料を参考にプラン
を改善し、再提出す
ることが出来る 

専門家は再提出され
た資料を再び添削し、
より良いプランとな
るように支援する 
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 学習者はまず J-net21 を参考に作られた座学形式のコンテンツで起業に関する知識を学

ぶ。そして座学で学んだ知識を実践する場として、オンライントレーニングを利用する。

オンライントレーニングでは学習者の自由な発想の元ビジネスプランを作成し、専門家に

提出する。専門家は評価項目に沿って添削し、評価や改善点などを添えて学習者に返信す

る。学習者は返信されたプランを専門家からのアドバイスを元に改善し、再提出する事が

出来る。専門家は再び評価項目に沿って添削し、より良いプランとなるよう支援する。 
 
 
３．２ 静岡大学ビジネスコンテストの紹介 
 

ここで、「静岡大学ビジネスコンテスト」について紹介する。なお、静岡大学ビジネス

コンテストは2011年11月、2012年12月と二度行われているので、それぞれ分けて説明する。

以下、2011年度に関しては湯浦研究室卒業生である孫暁維の卒業論文を元に紹介する。 

 
３．２．１ 第一回静岡大学ビジネスコンテスト 
 
「静岡大学ビジネスコンテスト2011（以降SUBC2011）」のテーマは「静岡大学生or浜

松の大学生を対象とするビジネス提案」である。主催者は当時静岡大学湯浦研究室４年生

であった孫暁維と飯尾和茂（現卒業生）である。宣伝を含めたマーケティングと運営部門

を孫、Facebookなどの技術部門を飯尾が担当する。イベント開催の指導を湯浦克彦教授が

担当する。  

参加者は「静大情報学部生」と「社会人（企業実務担当者）」に分かれる。  

「静大情報学部生」は応募者として、または提案への助言者、ビジネスコンテスト本番

のオーディエンスとして参加する。社会人は応募者の助言を行うために参加する。図３．

４はSUBC2011の概要を表した図である。また、図３．５はSUBC2011のスケジュールである。 

 

 
図３．４ ＳＵＢＣ2011 の概要（静岡大学情報学部 2011 年度卒業論文 孫暁維）より 
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図３．５ ＳＵＢＣ2011 の活動スケジュール（静岡大学情報学部 2011 年度卒業論文 孫暁維）より 

 

 

SUBC2011においては、参加学生同士と参加社会人が交えて、直接的で対面形式な議論を

行えるように、ワークショップを開催した。学生は考えた提案を一度仮提出し、それを基

にワークショップで議論し、社会人や他の学生からの指摘や助言を参考に提案をさらにブ

ラッシュアップする。ワークショップは全部で４回行われ、うち３回は社会人による助言

が行われた。開催時間は３時間で、前半２時間を各チームのプレゼンテーションと質疑応

答の時間に当て、残り１時間を自由討論の時間として設けた。  

参加学生にとってワークショップは、提案を考える過程でぶつかった問題の解決策を見

つけるための一つの手段でありながら、自分たちの提案や考え方の未熟さを指摘される過

酷な時間でもある。そのため、毎回のワークショップの、特に前半部分は緊張した雰囲気

に包まれることが多かった。なお図３．６は第四回ワークショップの様子である。 
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図３．６ 第四回ワークショップの様子（静岡大学情報学部 2011 年度卒業論文 孫暁維）より 

 
 
また、SUBC2011ではFacebookによる議論も行った。Facebookによる議論はワークショ

ップ同様、学生が他の参加者から指摘や助言をもらう場としての役割を果たす。学生はこ

こでの学びを基に、提案をさらにブラッシュアップしていくのである。プライバシーと著

作権を考慮して、参加者全員を「静岡大学ビジネスコンテスト１st」というグループに登録

させ、グループ参加者以外のFacebook利用者からはグループ内の内容が確認できないよう

にすることができる。さらに、グループ内でコメントなどが記入させると、グループに登

録した人に自動的に知らせが届くようになっている。  

そして、何よりワークショップと異なるのは、リアルタイムで情報を更新できること、

いつでもどこでも情報を確認できることである。また、Facebook のアプリケーション機能

を利用して、資料のアップロード、閲覧やダウンロードすることができる。参加社会人の

中には、仕事の都合でワークショップに参加できず、学生への助言を行う手段がなかった

ため、都合の良い時間に閲覧できる Facebook を利用することによって助言を行うことがで

きた。図３．７は Facebook による議論の一例である。 
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図３．７ Facebook による議論（静岡大学情報学部 2011 年度卒業論文 孫暁維）より 

 

３．２．２ 第二回静岡大学ビジネスコンテスト 
 
2012 年度も、昨年に引き続き第二回静岡大学ビジネスコンテスト（以下 SUBC2012）を

開催した。ワークショップや Facebook を用いての議論形成、コンテスト当日の評価項目な

どは昨年の体制を踏襲し行ったが、コンテスト自体の目的と範囲をより具体的に定めたと

ころが、昨年とは異なる。 
コンテストの目的は、「静岡大学情報学部または他の学生が、社会人とともにビジネスを

論ずることにより、高度ＩＴ人材となるための構想力、行動力の育成を図る」である。応

募するビジネスの範囲としては、学生の関与について「学生が利用者であるビジネス」、ま

たは「学生が企業に提案するようなビジネス、あるいは自身で起業する対象となるビジネ
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ス」のいずれかに該当することが必要である。また、ビジネスの性格については、「利用者

へのメリットが明確で、かつ継続した利益が見通せるビジネス」あるいは「社会的貢献が

明らかで、かつ事業を継続させる戦略をもつビジネス」のいずれかに該当している必要が

ある。 
更に昨年とは異なる点として、SUBC2011 時点で構想されていたように、より多くの社

会人の方々、また 5 名に及ぶ他大学からの参加があったということである（図３．４参照）。

周囲を巻き込み、昨年よりも規模の大きいコンテストになったと言えるであろう。 
 報告者は SUBC2011 には参加していないが、SUBC2012 には代表兼司会進行役として携

わった。図３．８では SUBC2012 の概要、表３．１では SUBC2012 の運営体制、表３．

２では SUBC2012 の活動スケジュールについて説明する。  
 

 

図３．８ SUBC2012 の概要 

 
 
表３．１ SUBC2012 運営体制 

役割 氏名、所属 
代表兼司会進行（ワークショップ・発表会開催、ＦＢ

提出催促 
手塚（湯浦研Ｂ４） 
山口（湯浦研Ｂ４） 

システム（Ｆａｃｅｂｏｏｋページの準備、管理） 斉田（湯浦研Ｂ４） 
南（湯浦研Ｂ４） 

記録（ワークショップ討論、記録のアドバイス） 神原（湯浦研修士） 
原野（湯浦研修士） 
島内（湯浦研Ｂ４） 
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写真撮影 望月（湯浦研Ｂ４） 
表彰状作成 井ノ口（湯浦研修士） 
外交・招聘 湯浦教授 

宮本（湯浦研Ｂ４） 

 
 
表３．２ SUBC2012 の活動スケジュール 

日程 内容 

10 月 18 日（木） プレ・ワークショップ 
10 月 22 日（月） プレＦａｃｅｂｏｏｋ投稿（チームとテーマの紹介） 
10 月 24 日（木） 第一回ワークショップ 
11 月 1 日（木） 第一回Ｆａｃｅｂｏｏｋ投稿 
11 月 6 日（火） 第二回ワークショップ 
11 月 12 日（月） 第二回Ｆａｃｅｂｏｏｋ投稿 

11 月 14 日（水） 第三回ワークショップ 
11 月 17 日（土） 第三回Ｆａｃｅｂｏｏｋ投稿 
11 月 22 日（木） 最終発表会 

 
 
 SUBC2012 を開催するに当たり、昨年の孫、飯尾のような専任の研究者が不在だったた

め、湯浦研究室全体で役割を割り振り、その中で報告者と手塚が代表を務めた。準備期間

を含めた開催日程は昨年とさほど変わらず、コンテスト参加者は約一ヵ月間、ワークショ

ップやＦＢでの議論を通して自ら考案するビジネスプランを改善し、本番での発表に備え

る。 
 ワークショップや Facebook を通しての議論の様子は先行研究（静岡大学情報学部 2011
年度卒業論文 孫暁維）にて紹介済みであるため、ここでは SUBC2012 参加チームのビジ

ネスプラン、コンテスト当日の順位を紹介する。表３．３は参加チーム名、ビジネスプラ

ン名、コンテスト当日の順位である。 
 
表３．３ SUBC2012 参加チーム名、ビジネスプラン名、コンテストの順位 

チーム名 ビジネスプラン名 コンテストの順位 
チームえっさっさ デポジット制傘貸出サービス

「DEPOCA」 
一位 
オーディエンス賞 

チーム湯浦研 マイボトルで自動販売機に革新を

与える「Suvivor」 
二位 
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チームＩＤ＋Ｓ 浜松市の外国人中学生を対象とし

た 進 学 支 援 塾 Progect
「Conhecimento」 

三位 

チーム西三河 大学生限定旅行情報システム「旅

の図書館」 
企画立案賞 

チームＫＧＣ オシャレセミナー「オシャレのト

ビラ～あなたの鍵はココにある

～」 

文化推進賞 

チーム津田塾Ｂ 大学生を活性させるシステム

「TSUDATSUDA_WEB」 

教育支援賞 

チーム津田塾Ｇ 勤怠管理と逆求人を融合した就職

支援システム「iLINK」 
社会貢献賞 

 
 
上記 7 チームの中から、一位とオーディエンス賞をダブル受賞したチームえっさっさ「デ

ポジット制傘貸出サービス DEPOCA」のビジネスプランは図３．９である。 
突然雨が降って来た時、「傘が必要であるが買うのはイヤ」というニーズに答え、近くに

ある傘貸出の加盟店舗をアプリで検索し、デポジットを支払う事で傘を入手できるという

システムを提案している。 
 

 

図３．９ チームえっさっさ（デポジット制傘貸出） 

 
 
 



21 
 

 最後に、SUBC2012 は昨年の SUBC2011 に引き続き、中日新聞に取り上げて頂いた。こ

のように、地方大学の斬新な取り組みとして注目されている本コンテストが、来年以降も

活性化していくことに期待したい。図３．１０は上記中日新聞の記事である。 
 

 
図３．１０ 中日新聞 11 月 23 日朝刊 11 面より 

 
 
 
３，３ 静岡大学ビジネスコンテストにおける議論を元にした、ビジネスプラ

ン添削パターンの作成 
 
今回「起業家トレーニングサイト」を考案するに当たり、サイトの中心的な機能である

オンライン演習（ビジネスプラン作成演習）に、静岡大学ビジネスコンテストで行われた

Facebook 上での議論が多いに役立つのではないかと考えた。Facebook 上では、アプリケ

ーション機能を用いて「学生がビジネスプランをアップする→参加学生、専門家（社会人

の方々）が評価、改善点などを指摘する→学生がビジネスプランを練り直す」という流れ

が形成されており、それによって学生のビジネスプランが向上していった。したがって、

専門家のコメントではビジネスプランを改善していくための要素が抑えられており、それ

らを分析しパターンを抽出すれば、「起業家トレーニングサイト」のオンライン演習に活用

できるのではないかと考えたのである。 
活用方法としては、まず始めに Facebook 上の議論において投稿された過去二年間分の専

門家の方々のコメント（ビジネスプランの改善に有効だったもの）を洗い出す。専門家の

属性や人数、コメントの件数などは表３．４で紹介する。 
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表３．４ 専門家の属性、人数、コメントの件数 

氏名 職業 コメント数 
Y.K 大学教授 40 
M.H 静岡大学客員教授 7 
H.A 税理士 3 
I.K ＩＴ企業 7 
S ＩＴ企業 7 
W.O コンサルタント 4 
M.K システムエンジニア 8  
Y.K コンサルタント 7  
Y.B 東京大学学生 4 
H.M 広告代理店 20 
 
表より、Facebook 上での議論においてビジネスプランの改善に有効だったコメントを投

稿した専門家の人数は 10 名、コメントの総数は 104 件であった。 
これらのコメントを、第二章 J-net21 の調査結果を参考に、ビジネスプランを作成する

上で大きく分けられる５つの視点（①事前調査、②事業の目的・セールスポイント・差別

化の要因、③マーケティング・販売方法の明確化、④リスク管理、⑤収支計画）に分け、

そこから共通のパターンを抽出し、それを本研究におけるオンライン演習の添削パターン

とする。今回専門家のコメントを分類し抽出した各視点の項目は表３．５の通りである。 
 
表３．５ 添削パターン（専門家のコメントを分類し抽出した各視点の項目） 

１、事前調査（市場調査、競合調査、業種・業界動向調査、立地調査）の４つを含む分析 
Ａ，不足している情報の補足 
Ｂ，該当するサービスが既に存在する、あるいは類似のサービスが既に存在するという指

摘 

Ｃ，アンケート調査に対する指摘（母数の少なさ、定義の不明確さ、聞くポイントのズレ、

掘り下げ、など） 
Ｄ，現状から見るサービスの実現可能性への懸念と対策案 
Ｅ，サービスの主流となる概念の見直しの提案 
Ｆ，ターゲットの特性の見直し、ターゲット間の関係性の考察の推奨 
Ｇ，自己の経験を元にした、サービス普及のためのアドバイス 
Ｈ，サービスを広めるために連携出来そうな企業や団体の情報提供 

 
２、事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因 
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Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
Ｂ，事業のセールスポイント、既存サービスとの差別化の薄さへの指摘と改善案 
Ｃ，自己の経験を元にした、サービス推進のためのアイディアの提供 
Ｄ，ターゲットの特性を活かしたアイディアの提供 
Ｅ，ビジネスの目的を達成するための手段の変更の推奨、案の提供 

Ｇ，ビジネスの目的の変更、拡大の提案 
Ｈ，ビジネスプラン全体（目的、立場、課題、解決のための施策、見通し）の不明確さへ

の指摘、整理の推奨 

 
３、マーケティング・販売方法の明確化 
Ａ，提携する相手のメリットの薄さへの指摘とその対策案 
Ｂ，利用者のメリットの追加、拡大の推奨とその対策案 

Ｃ，段階的な事業展開の言及の必要性 
Ｄ，SNS の特性（口コミなど）を利用するという案 
Ｅ，ビジネスプランを売り込めそうな企業や業界の情報提供 
Ｆ，相手と長期的な関係が築けるモデルの必要性 
Ｇ，参加者を巻き込んでいく魅力の構築 

 
４、リスク管理 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案 
Ｂ，既存の類似するサービスが行っているリスク管理の情報提供 
Ｃ，サービスを悪用されてしまう危険性の有無 
Ｄ，イベントやコンテンツを盛り込みすぎることで、当初の目的があやふやになってしま

うという指摘 
Ｅ，サービス自体がその目的とは反し、自己利益の追求などマイナスの視点で見られてし

まうという指摘 

 
５、収支計画の立案 
Ａ，収入や利益を確保する手段への苦言 
Ｂ，具体的な収入モデルの言及の必要性 
Ｃ，収支計画の数字が意味を持っているのか、適当な予想ではないかという指摘 
Ｄ，既存のサービスを利用していかにコストを抑えるかという提案 

 
この添削パターンがビジネスプランの添削に有効かは、後の実験で検証していく。 
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第四章 ビジネスプラン作成演習の実験  
 
４．１ 実験の概要 
 
 ４．１．１実験参加者の属性 
 
 第三章で作成した添削パターンを用いて、ビジネスプラン作成演習を行う。今回は、こ

れまで情報学部においてビジネスに関係する授業（湯浦教授担当）を受けていた学生の中

から有志の７名が対象である。実験参加者の属性は表４．１の通りである。参加者の内一

名は第二回静岡大学ビジネスコンテストに出場経験があり、ビジネスプランを作成した経

験がある。それ以外の 6 名は、ビジネスプランを書くのは初めてである。 
 
表４．１ 実験参加者の属性 

氏名 学科 学年 プラグラム 
Ｈ．Ｙ（ビジコン経験あり） 情報社会学科 二年 ＩＳプログラム 
Ｍ．Ｈ 情報社会学科 二年 ＩＳプログラム 
Ｎ．Ｗ 情報社会学科 二年 ＩＳプログラム 
Ｍ．Ｙ 情報社会学科 四年 ＩＳプログラム 

Ｒ．Ｆ 情報社会学科 三年 ＩＳプログラム 
Ｙ．Ｏ 情報社会学科 二年 ＩＳプログラム 
Ｍ．Ｆ 情報社会学科 二年 ＩＤプログラム 

 
 ４．１．２ 実験の手順 
 

 
図４．１ 実験の手順 
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図４．１は今回行う実験の手順である。まず実験参加者 7 人に対して、ビジネスプラン

の記述法が記載された「ビジネスプラン作成用紙」と、ビジネスプランの例、また添削結

果の例が記載された「プランの例と添削結果の例」という 2 種類の資料を配布する。 
ビジネスプランの記述法や例題を確認してもらった後は、それぞれに自由な発想でビジ

ネスプランを作成してもらう。ビジネスプランの提出期限は 12 月 21 日～28 日までとし、

提出され次第、報告者が第三章において紹介した添削パターンを用いて添削する。また、

全ての添削結果の返信は 1 月 4 日までとする。 
最後に参加者に添削結果を確認してもらい、1 月 8 日までにこの「ビジネスプラン作成演

習」についてのフィードバックを提出してもらう、という流れである。 
 
 ４．１．３ ビジネスプランの記述法 
 
 上記「ビジネスプラン作成用紙」に記載されたビジネスプラン記述法は、３．３で紹介

した通り、図４．２で示す 5 つの視点に沿って記述する。 
 

 
図４．２ ビジネスプランを記述するための 5 つの視点 

 
また、5 つの視点はそれぞれ図４．３「図４．２の 5 つの視点において特に重要となる項

目」から成る。これらの項目は３．３で紹介した添削パターンの中から、SUBC における

ビジネスプランの記述の際の軸となった部分（最も基本的な部分）を選択したものである。 
本実験では、参加者の内 6 名がビジネスプランを作成するのは初めての経験であること、

また本研究が「ネット上で、起業について気軽に学習できる環境を作る」ということを一

つの目的としているため、極力実験参加者の負担を減らす必要があった。よって、ビジネ

スプランを記述する上で最低限必要である図４．３の項目を選択し、「ビジネスプラン記述

法」とした。 
 

① 
•事前調査（市場調査、競合調査、業種・業界動向調査、立地調査の４つを含む分析） 

② 
•事業の目的 
•事業のセールスポイント、差別化の要因 

③ 
•マーケティング 
•販売方法の明確化 

④ 
•リスク管理 

⑤ 
•収支計画の立案 
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図４．３ ビジネスプラン記述法（「図４．２」の 5 つの視点において特に重要となる項目） 

 
以上の視点、項目を参加者に確認してもらい、一週間でそれぞれのビジネスプランを作

成してもらう。ここでは、初めてプランを作成する学生が、手順に沿って書く事できちん

と道筋の立ったビジネスプランを書くことができるか、という点を確認する。また、作成

したもらったビジネスプランに対して、静岡大学ビジネスコンテストから作成した添削パ

ターンが有効であるかも確認する。 
最後に、この「ビジネスプラン作成演習」のサービス全体に対する評価（もしこのよう

なサービスがあれば利用してみたいか、勉強になったか、もっとこうして欲しいと感じた

ことはあるか、など）を確認し、考察、改善案を検討していく。 
 

 
４．２ 実験の結果 
 
 ４．２．１ ビジネスプランと添削結果の紹介 
 
 表４．２は実験参加者に作成してもらったビジネスプランの一覧である。 
 
表４．２ 参加者のビジネスプラン一覧 

サービス名 概要 

中古パソコン販売 静岡大学内で不要になったパソコン、あるいはパソコンの

パーツを回収し安く販売する。 
家庭消費電力量照会サービ

ス 
顧客がマイページを通して現在の消費電力量を確認できる

「電気の見える化」によって節電への意識を高める。 
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実家生賃貸マンションサー

ビス 
実家生が、生協で申し込んだその日から、また一泊から、

個人または数人で生協の部屋を借りることができる。 
CAMERA★JOSHI カメラ女子のために、ミラーレス一眼を媒体としてネット

×リアルの両面からコミュニティを形成する。 
静大生向け就職活動スケジ

ュール管理アプリ S-Recruit 
静大生限定の就活スケジュール管理、また就活に関する

様々な情報共有ができるアプリを作成する。 
パシッテー 卒論や修論の実験、執筆が盛んになる冬の寒い時期に、買

い物を代行するサービス。 
大学、専門学校による複合商

業施設の設置、運営 
市民アンケートによりテナントやイベントを決め、それに

応じて大学や専門学校がサービスを提供する。 
 
 

 実験参加者に作成してもらったビジネスプランは、どれも個性やアイディアに溢れた素

晴らしいものばかりであった。ここからは、実験参加者に作成してもらったそれぞれのビ

ジネスプランについてきちんと道筋のたったプランになっているか、またプランに対して

添削パターンが上手く機能したかを検討するため、報告者がそれぞれのビジネスプランに

対して行った添削の内容を説明していく。 
 

 
一、「中古パソコン販売」 
①事前調査について 
 立地調査に関しては、大学から捨てられるパソコンがあること、大学近辺に中古パソコンを販

売している業者がないことなどしっかりと現状を把握していた。しかし、サービスを考える上で

根幹となる「ターゲットに対して需要があるのか」という点が浅かったように思える。このサー

ビスは学生を対象にしたサービスであるため、まずはそのニーズを聞き出す事が最優先であった。

また競合に関しても、実際の店舗だけではなくネットの格安販売業者を調査し、そこと差別化す

るための現状把握をする必要があった。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，不足している情報の補足 
Ｂ，該当するサービスが既に存在する、あるいは類似のサービスが既に存在するという指摘 
Ｃ，アンケート調査に対する指摘（母数の少なさ、定義の不明確さ、聞くポイントのズレ、掘り

下げ、など） 
Ｆ，ターゲットの特性の見直し、ターゲット間の関係性の考察の推奨 

 
②事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因について 

「不要なパソコンの有効活用」「学生が、研究で使われるような高スペックのパソコンを安く
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入手」という事業の目的は分かりやすく良かった。後は上記でも述べたように学生の間で需要が

あることを確認し、ネット販売会社との差別化（値段や保証について）ができれば、「静岡大学

限定」のサービスとして大きな魅力となる。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
Ｂ，事業のセールスポイント、既存サービスとの差別化の薄さへの指摘と改善案 

 
③販売方法の明確化、マーケティングについて 
 「中古パソコンの回収→保管→販売」という流れの中で、回収したパソコンの残るデータの削

除や修理、塵や衝撃、湿気対策など特に重要となる保管に関してしっかりと考慮されていたのが

良かった。しかし販売方法に関して、他のネット業者との差別化をするために、ネットではなく

生協で販売して、「静岡大学限定サービス」という部分を強調した方が良いのではないかとも感

じた。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｂ，利用者のメリットの追加、拡大の推奨とその対策案 
Ｄ，SNS の特性（口コミなど）を利用するという案 
Ｆ，相手と長期的な関係が築けるモデルの必要性 

 
④リスク管理について 
 リスク管理に関しては、上記で挙げられていたように、塵や湿気への対策などしっかりと考慮

されていた。残りのリスクとして、「中古品は壊れやすい」というイメージに対してどのように

対処するのかという点が残った。例えば、壊れた時のフォローもするのか、それとも購入後は顧

客に任せるのか、など。最後に、「需要が供給を上回ってしまった場合」への対処法だが、これ

に関しては、「商品の品質を一定水準に保つ」という観点の元、無理に仕入れはしないと結論付

けたことが良かった。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案 

 
⑤収支計画について 
 収支計画に関しては、コストが極力抑えられており、年に一台売れるだけで利益が出るという

持続性の高い計画となっていた。修理費やサーバ代なども考慮されていたため、修理するための

人件費や、部屋で管理する際に必要となる緩衝材、湿気除去にかかる費用まで考慮されていれば

より具体的になっていた。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｂ，具体的な収入モデルの言及の必要性 
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二、「家庭消費電力量照会サービス」 
①事前調査について 

確かに、東日本大震災以降市民の節電に対する意識は以前より高まっているように感じるが、

「電気の見える化」サービスに対する需要があるかと問われれば、やはり調査の必要がある。サ

ービスとして行うとなれば大きなインフラ整備が必要となり莫大な資金がかかる上に、各電気事

業者が家庭向けに行っている毎月の消費電力量照会サービスがあるため、「リアルタイムで消費

電力量を確認する」ことへの需要がどのくらいあるのか調査することが、やはり最優先項目であ

る。 
 ≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，不足している情報の補足 
Ｂ，該当するサービスが既に存在する、あるいは類似のサービスが既に存在するという指摘 
Ｄ，現状から見るサービスの実現可能性への懸念と対策案 

 
②事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因について 
 消費電力量を紹介するマイページから目標消費電力量を設定でき、達成すればポイントが増え、

後に商品と交換できるという事業は、利用者にとっても電力を確保したい事業所にとってもメリ

ットがあり良いと感じた。しかし事業の目的の一つ目が「自らの節電実績を確認できる」となっ

ており、それでは既存の電気事業者が行っているサービスと変わらなくなってしまうため、「リ

アルタイムで消費電力量を確認できる」とした方が重要があるのではないかと感じた。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
Ｂ，事業のセールスポイント、既存サービスとの差別化の薄さへの指摘と改善案 
Ｆ，ビジネスの目的の変更、拡大の提案 

 
③販売方法の明確化、マーケティングについて 
 始めは社員宅などで試験的にサービスを運用し、徐々に顧客に提供するという段階的な流れは

良かった。しかし、このサービスを太陽光パネルと共に販売するという点が非常に難しいと感じ

た。各メーカーが頭を悩ませているほど成長の芳しくない産業であるため、「リアルタイム消費

電力量照会サービス」という部分を売りにした方が良いだろう。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｂ，利用者のメリットの追加、拡大の推奨とその対策案 
Ｃ，段階的な事業展開の言及の必要性 

 
④リスク管理について 
 このサービスを広げるとなると、最終的には各電気事業所単位でもかなり広範囲となるため、
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初期の開発費用だけでなく維持管理費も莫大な金額となる。よって、利益や需要を注意深く確認

しながら広げていく必要がある。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
なし 

 
⑤収支計画 
 具体的な数字を用いて収支計画を作成したのは良いが、それぞれの数字が意味を持っているの

か疑問に感じた。アンケート結果を元に算出した数字なのか、あるいはネットや本を元に算出し

た数字なのか、なぜその数字を用いたのかが分からなかった。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｂ，具体的な収入モデルの言及の必要性 
Ｃ，収支計画の数字が意味を持っているのか、適当な予想ではないかという指摘 

 
 

三、「実家生賃貸マンションサービス」 
①事前調査について 
 静大生の間ではよく話題になる、「実家生は毎日実家に帰るのが面倒くさい」という問題を解

決するサービスである。静大には実家生が 25％いる、電車だと天候に左右される場合がある、

静大近隣にはスカイランドや不動産のアライブが提供するウィークリーマンションがあるなど

の情報に加え、既存のサービスでは何日以上からの利用で、一日いくら程度になるのか、25％
いる実家生の内どのくらいがこのサービスを利用したいと考えているのか、生協はどのくらいの

空き物件を抱えているのかまで調査できれば、かなり充実した事前調査となる。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，不足している情報の補足 
Ｇ，自己の経験を元にした、サービス普及のためのアドバイス 

 
②事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因について 
 事業の目的に関して、「大学生活の活性化」という面では非常に重宝されるのではないかと思

うが、「親元を離れた生活を体験」という面においては、ベースはあくまでも実家となるため厳

しいかなと感じた。しかし、目的の一つに「生協マンションのＰＲ」という生協側へのメリット

も入っており、持続性の高いサービスにするには良い切り口だなと感じた。差別化に関しては、

一泊から、また申し込んだその日から利用可能という部分が既存のサービスとの大きな差別化と

なっている。しかしその利用者メリットを実現するために、物件の契約に必要な大量の書類作成

の簡易化は不可欠である。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
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Ｃ，自己の経験を元にした、サービス推進のためのアイディアの提供 
Ｆ，ビジネスの目的の変更、拡大の提案 

 
③販売方法の明確化、マーケティングについて 
 始めの段階では試験的に 1，2 部屋でサービスを実施し、利用状況を確認しながら毎年利用で

きる部屋を少しずつ増やしていくというプランが計画的で非常に良かった。生協へのプランの売

り込みに関しては、学生へのアンケートを元に需要があることを確認、またそれに加え生協が持

っている空き物件のＰＲになるということ以外にも、現在生協が抱える空き物件の数、このサー

ビスを行う事でどのくらいの利益が見込めるのかという部分まで言及できれば、ビジネスの実現

性が高まるだろう。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，提携する相手のメリットの薄さへの指摘とその対策案 
Ｃ，段階的な事業展開の言及の必要性 
Ｄ，SNS の特性（口コミなど）を利用するという案 

 
④リスク管理について 
 部屋を貸すサービスにおいて一番重要である家や家具家電の保障に関しては、退去時に修理に

必要な金額を払ってもらう、火事や災害に対しては保険料を払ってもらい対処するなど、しっか

りと考慮されていた。後は細かい部分をもう少し考慮する必要があった。例えば、サークルのよ

うな大所帯の飲み会にこのサービスが利用されてしまう危険がある。「部活や卒論など、学生生

活の充実を支援する」という目的で始まったサービスが近隣に迷惑をかけることになってしまえ

ば、それこそサービスの存続に関わる大問題である。また、決まった時間に部屋を出てもらわな

ければ、次の利用者に悪影響が出てしまう可能性がある。時間になったら清掃員を派遣するか、

あるいはチェックアウトが遅れてしまった場合は遅延金を払ってもらうのか、何か対策を考える

必要がある。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案 
Ｂ，既存の類似するサービスが行っているリスク管理の情報提供 
Ｃ，サービスを悪用されてしまう危険性の有無 

 
⑤収支計画について 
 収入、支出ともにしっかりと考慮されていた。一つだけ疑問に思ったのが、宿泊料金をどのよ

うに設定したのかである。このサービスは複数人で借りる事が出来るのも一つの売りにしている

ため、二人の場合の料金が 6000 円、一人の場合の料金が 4500 円となり、二人で借りた方がお

得にすることで二人での利用を促進している。しかし、サービスを広げるためには一人での料金

もある程度お得にした方が良いだろう。例えば一般的なビジネスホテルの宿泊料金が一泊 3000
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円～3500 円程度であるため、その程度の値段で提供する。あるいは数日間利用するのであれば、

一日当たりの利用料金を少し安くする（例えば 3 日利用するのであれば一泊当たり 4000 円にす

る）など、ビジネスホテルとの差別化も必要である。一年目から利益をプラスにするために一泊

当たり 4500 円という価格設定にしたのだろうが、一年目はマイナスでも、二年目からプラスに

転じれば問題はないだろう。 
≪以下添削した利用パターン≫ 
Ａ，収入や利益を確保する手段への苦言 

 
 

四、「CAMERA★JOSHI」 
①事前調査について 
 ミラーレス一眼を購入する女子が 10 年で 10 倍になっているという事実や、女性を対象とし

たニコン塾がキャンセル待ちになっているという事実から、確かにカメラを媒体としたコミュニ

ティの形成には大きな需要があると感じる。しかしこれをビジネスとして成功させるためには、

仲良くカメラのことや写真のことについて話し合えるだけではなく、ニコン塾のように「カメラ

や写真に対する疑問を解消できる」という点が大きなポイントになるだろう。売上の伸びやニコ

ン塾のことに加え、サービス利用者がコミュニティに求める一番の要素は何かという部分まで述

べる必要があった。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，不足している情報の補足 
Ｂ，該当するサービスが既に存在する、あるいは類似のサービスが既に存在するという指摘 
Ｆ，ターゲットの特性の見直し、ターゲット間の関係性の考察の推奨 
Ｇ，自己の経験を元にした、サービス普及のためのアドバイス 

 
②事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因について 
 事業の目的は「ＳＮＳ上、また現実ではカフェでカメラ仲間同士交流する」となっているが、

「それによって何が提供されるのか」という部分まで述べなければならない。この場合だと、「カ

メラに対する質問をし合える」あるいは「撮った写真を見せあえる」となるだろうが、事業の目

的ではそこまで述べる必要があった。また、事業のセールスポイントに関して、「カメラ好きな

人々とカメラや写真について話し合える」というだけでは少し弱いと感じた。ニコン塾のように、

講義形式でカメラについてある程度深く理解した上で、写真を見せ合ったりする方が、よりサー

ビスとして充実するだろう。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
Ｂ，事業のセールスポイント、既存サービスとの差別化の薄さへの指摘と改善案 
Ｄ，ターゲットの特性を活かしたアイディアの提供 
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Ｅ，ビジネスの目的を達成するための手段の変更の推奨、案の提供 

 
③販売方法の明確化、マーケティングについて 
 マーケティングに関して、始めは小さい規模でサービスを開始し、様子を見ながら広げていく

というのは良いが、より具体的な方法について明記してほしかった。例えば浜松の大学生限定、

あるいは浜松市民限定など、学校や出身地で共通点のあるターゲットにすれば集客しやすい。ま

たフェイスブックなどのＳＮＳを利用して宣伝する予定であれば、やはり共通点のあるターゲッ

ト同士でなければ情報拡散の効率は低くなってしまう。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｂ，利用者のメリットの追加、拡大の推奨とその対策案 
Ｃ，段階的な事業展開の言及の必要性 

 
④リスク管理について 
 カフェでカメラ操作に関する説明をする際には、実際に本物の一眼を用いて体験してもらうこ

とが必要になる。その際、主催者側でカメラを購入するとコストがかかってしまうため、他の参

加者でカメラを持参している人のものを共有するという案は確かに合理的で良いと感じた。しか

し大切なカメラを提供してくれる参加者にも、参加費無料などそれに応じたメリット、またカメ

ラが壊れてしまった際の保証を与える必要がある。また、このサービスを長期的に行いたいと考

えているのであれば、主催者側が始めに数台カメラを用意しても良いのではないか。現在は一台

4，5 万程度で購入できるため、初期投資としてもそれほど高くはならない。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案 

 
⑤収支計画について 
 収支計画については概ね妥当であった。上記のように主催者側で一眼を用意するのであれば、

台数×5 万円程度の出費も考慮しなければならない。しかし収支計画にあるような利益が見込め

るのであれば、一眼の初期投資もあまり痛手にはならないだろう。ＳＮＳに関しても、参加者が

増えフェイスブックではなく独自のサイトを作成するのであれば、開発費 10 万円＋年間維持費

2 万程度を考慮しなければならない。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｂ，具体的な収入モデルの言及の必要性 

 
 

五、「静大生向け就職活動スケジュール管理アプリ S-recruit」 
①事前調査について 
 就活におけるスケジュール管理と情報交換の両立を目指したアプリである。事前調査に関して
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は、全く同じサービスを提供するサイトがないことや競合となり得る他のサイトがきちんと調べ

られていた。しかし、静大生向けのサイトにするにはどのようなニーズを満たす必要があるのか、

という部分が弱かった。例えば、静大生には地方企業志望者が多いことから、地方企業に特化し

た情報提供を求めているなどの情報があれば、大手のサイトにはない魅力を構築できる。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，不足している情報の補足 
Ｂ，該当するサービスが既に存在する、あるいは類似のサービスが既に存在するという指摘 
Ｆ，ターゲットの特性の見直し、ターゲット間の関係性の考察の推奨 
Ｇ，自己の経験を元にした、サービス普及のためのアドバイス 

 
②事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因について 
 事業のセールスポイントや差別化の要因に関してはとてもしっかりと出来ていた。例えば、こ

のサービスを学内限定サービスとすることで、「みんなの就職活動日記」にはない情報の信ぴょ

う性を確保している。また、静大は理系と文系でキャンパスが二つに分かれているという現状が

あるため、このサイトによって他のキャンパスで行われている説明会の情報や他キャンパスの同

業種志望者と知り合えたりもできる。それは他のサイトにはない大きな魅力である。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
Ｃ，自己の経験を元にした、サービス推進のためのアイディアの提供 
Ｄ，ターゲットの特性を活かしたアイディアの提供 

 
③販売方法の明確化、マーケティングについて 
 学術的に関連のある浜松キャンパスからユーザビリティテストも兼ねて試験的に運用し、レビ

ューを書いてもらえば利用料が無料になるなどサービスの展開が計画的で非常に良かった。販売

方法に関して提案の通り売り切り方式で良いと思うが、生協に販売を委託する際は生協側へのメ

リットをきちんと示さなければならない。それができれば、就活生は毎年一定人数確保できるた

め長期的な関係を築く事が出来る。また販売後は、購入していない利用者が他者のアカウントな

どを用いてサービスを利用しないように対策しなければならない。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，提携する相手のメリットの薄さへの指摘とその対策案 
Ｃ，段階的な事業展開の言及の必要性 
Ｆ，相手と長期的な関係が築けるモデルの必要性 

 
④リスク管理について 
 サイトを運営する上でリスクとなる情報の漏えいに関してはしっかと考慮されており、ユーザ

が集まらないという大きなリスクに関しても、売り切り制にすることや最初に 30 人程度のモニ
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ターを募集しレビューとプロモーションを行ってもらうなど細かく対策されていた。しかし、卒

業生にアドバイザーとしてサイトに残ってもらうためにはもっと考慮が必要である。在校生に情

報を提供するだけでは少し味気ないので、例えばＯＢＯＧ訪問を受けられるようにし、実際会っ

て就活に関するノウハウを伝授することでやりがいや母校に貢献しているという実感を得られ

るようなシステムにすれば魅力的になるだろう。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案 

 
⑤収支計画について 
 収支計画に関しては、既存のインフラを活用でき、利用人数を計画通り増やすことが出来れば

かなり現実味のある数字である。開発費や管理費などを差し引いて三年目から利益が出る計算で

あるが、このビジネスの委託先である生協と提案者が利益をどのように配分するのかという部分

も興味深い点である。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｄ，既存のサービスを利用していかにコストを抑えるかという提案 

 
 

六、「パシッテー」 
①事前調査について 
 研究室で学習する学生の買い出しを代行するという、非常に斬新なアイディアであるため競合

は存在せず、卒論制作が活発化する 12 月～2 月という時期に関しても必ず需要はあると感じる。

後は、その時期に一日平均でどれだけの研究室が稼働しているのか、またどのくらいの学生がこ

のサービスを利用したいと思うのかアンケートなどで調査できればしっかりとした裏付けが取

れる。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｄ，現状から見るサービスの実現可能性への懸念と対策案 

 
②事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因について 
 事業の目的やセールスポイントは明確で分かりやすく、既存のサービスがないため差別化の必

要もない。しかし、このサービスの利用方法に関してはもう少し考慮が必要である。ツイッター

のハッシュタグを用いて利用者を募集するのが一番便利ではあるが、ツイッターを利用していな

い人も中には多いので、他のＳＮＳも用いた方がより広い層をターゲットにできる。また、利益

はサービス利用者からのチップとなるが、これに関しては固定料金にした方が利用者は利用しや

すくなると考える。なぜなら利用者にチップの値段を任せてしまうと、いくら払えばお互いに得

をするのかというラインが分かりづらくなり、かえって利用の妨げになってしまう可能性がある

からである。 
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≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
Ｄ，ターゲットの特性を活かしたアイディアの提供 

 
③販売方法の明確化、マーケティングについて 
 広告や事業費は既存のＳＮＳを利用するため 0 円、サービス提供も友人のみで行うためチッ

プがそのまま時給となる、シンプルで分かりやすいシステムである。スタッフ二人体制の三時間

交代制であるため、三時間で 20 の研究室から依頼を受ける事ができれば、利用料金を 300 円と

して一人当たり 3000 円の給料を得る事が出来る。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ｃ，段階的な事業展開の言及の必要性 
Ｄ，SNS の特性（口コミなど）を利用するという案 

 
④リスク管理について 
 このサービスを行う際考えられるリスクは 2 点挙げられていた。商品を買い忘れる、あるい

は注文と異なる商品を買ってしまった場合は、やはりチップを受け取らないというのが原則だろ

う。少しずつ利益を生み出すビジネスであるため、このような小さなミスは避けなければならな

い。また、チップ制が上手く機能しない可能性は十分に考えられるので、予め決まった金額を考

慮しておいた方が良い。また、もう一つ考えられるリスクとして、ツイッターが何らかの原因で

利用できなくなる可能性もある。その際フェイスブックなどメジャーなＳＮＳも利用していれば、

サービスを存続させることが可能である。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案 

 
⑤収支計画について 
 事業費が 0 円であるためマイナスになるリスクがないというのは大きな魅力である。しかし、

収支計画にあるように一日 10000 円の利益を生むためには一日 35 の研究室に 300 円の料金で

利用してもらう必要があるため非常に厳しい。また、それを実現しても一日四人で行う場合一人

当たり 2500 円の給料にしかならない。そもそもではあるが、このサービスの目的が「学生の論

文を執筆するための貴重な時間を寒い中の買い出しにあてる手間を省かせる」というものだった

ので、ビジネスというよりも「研究活動への貢献と軽いお小遣い稼ぎ」という認識に切り替えれ

ば収支計画としては問題のではないだろうか。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，収入や利益を確保する手段への苦言 
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七、「大学、専門学校による複合商業施設の設置、運営」 
①事前調査について 
 浜松市には数多くの大学や専門学校がありその専門性も多岐に渡るため、学生が様々なサービ

スを低価格で提供することよって市民の幅広いニーズを満たせるのではないかという発想は素

晴らしい。しかし、複合商業施設のような大きな事業を行う場合は、まず本当にニーズがあるの

かという根本的な調査が必要不可欠である。また、イオンなど競合となる相手にはない魅力も必

要である。低価格というだけで本当に顧客を呼び込む事が出来るのか、他に付加価値は付けられ

ないのかなど、多方面から調査をする必要がある。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，不足している情報の補足 
Ｄ，現状から見るサービスの実現可能性への懸念と対策案 
Ｆ，ターゲットの特性の見直し、ターゲット間の関係性の考察の推奨 

 
②事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因について 
 事業の流れは概ね良かった。市民全体をターゲットとするサービスなのでその調査範囲も市全

体に及ぶが、どのようなニーズが存在しどの学校に頼めばそのニーズを満たせるのかという部分

を明確にしなければならない。事業の目的に関しては、学生が低価格で様々な商品を提供すると

いうだけではなく、学校間の交流が活性化されることや、学生と市民の交流が促されることなど

を入れても良い。また、中学生や高校生は大学の雰囲気や実際どのような活動をしているのか肌

で感じる事ができ、進路決定の参考にすることもできる。これらの部分を既存の商業施設との差

別化とすれば、事業の魅力が出てくる。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価 
Ｂ，事業のセールスポイント、既存サービスとの差別化の薄さへの指摘と改善案 
Ｄ，ターゲットの特性を活かしたアイディアの提供 

 
 
③販売方法の明確化、マーケティングについて 
 マーケティングに関して、「広告を出す」だけではなく、具体的に書く必要があった。大学イ

ベントに人が集まらない一番の原因は宣伝不足にあるので、ＳＮＳやチラシ、ポスター、メディ

アなど様々な要因を駆使して宣伝しなければ人は集まらない。また他大学とのテナント出店の交

渉の際は、相手側へのメリットをしっかりと示す必要がある。利益や職業観の育成、大学間交流、

就活のネタなど、相手を動かすためのメリットを多く用意しこの事業の魅力を伝える。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，提携する相手のメリットの薄さへの指摘とその対策案 
Ｄ，SNS の特性（口コミなど）を利用するという案 
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④リスク管理について 
 学生が提供するサービスとは言え絶対にミスが許されない「食品衛生」に関してはしっかりと

考慮されていた。専門家に管理してもらう、あるいはアドバイスを請うなど食品に関しては徹底

して安全を保障しなければならない。また、その他のサービス（マッサージやカウンセリングな

ど）に関しても、全く効果がなかった、あるいは逆に悪くなってしまった場合は、料金を頂かな

いなどそれなりの対策を考えなければならない。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案 

 
⑤収支計画について 
 このサービスを考慮する上で一番難しいのが収支計画である。挙げられているように巨大な複

合施設を建物から建設するとなると莫大な金額が必要になるため、学生で工面するのはとても厳

しい。とはいえこのビジネスプランをどこかに委託すると「学生の手作り感」というサービスの

魅力が薄れてしまう。よって、施設を建設するのではなく、市が市民に貸し出している施設を利

用し、休日のみのイベントとして始めてみるのも一つの手である。そうすればコストを大幅に抑

えられ、一回目から利益を計算できる。また、毎回成功を収めれば規模を拡大（専用施設の建設）

という話になる可能性もある。 
≪以下利用した添削パターン≫ 
Ａ，収入や利益を確保する手段への苦言 
Ｄ，既存のサービスを利用していかにコストを抑えるかという提案 

 
 

 ４．２．２ 実験参加者の感想 
 
ここからは、実験参加者に提出してもらった「ビジネスプラン作成演習」に対しての感

想を紹介する。順番は表４．１の順に紹介する。 

 

①自分のプランに対する検討が不十分だということを思い知りました（需要の高さや、競

合など）。こうして人に指摘していただくと、なかなか見落としの点が多いなと思います。

客観的に自分の見落とし点を調べることができるようなチェックリストなどがあると、こ

ういったミスは少なくなると思ったのですが…。（それでもチェックリストを一般化する

のは難しそうですね） 

 
②ただ使用電力を示すのではなく、「前日よりもどれくらい多く or 少なく電気を使用したか」

などのほうが、利用者が理解しやすいのかもしれないと感じました。また、指摘していた
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だいた「電気の見える化」によるサービスの差別化を図るのは気づきませんでした。コス

トに関しては、一番悩んでいた部分だったので(そのサービスを利用してくれる顧客はどれ

だけいるのか、という点で)アドバイスいただき、やはり事前調査が必要であると感じまし

た。 
 

③プランのアイディアを一から現実的なマーケティング、コストまで考えるのは難しかっ

たですが、勉強になりました。自分ひとりでプランを立てるだけでは思いつかなかったこ

とが添削に書かれており、参考になりました（サービスの悪用に関してはなるほどと感じ

ました）。このようなプラン立てはひとりではなかなか難しいことも実感し、グループワ

ークの大切さも理解できました。 

 

④今回「ビジネスプラン作成演習」に参加させてもらって、これがサイトになったら魅力

的だと思いました。こういったプランを考えることは、ビジネスモデルやマーケティング

について学生のうちから考える良いきっかけになると思ったからです。サイトでこのよう

な添削がしてもらえるのであれば、簡単に参加できると思います。ただ、最初からいきな

り考えるというのは初心者にとってはなかなか難しいかなと思いました。段階的にビジネ

スプランの作成を行っていく（例えばテーマのような考え方の切り口を与えるとか…）と

初心者でも参加しやすいと思いました。また、ネットでもチームで考えるような場があっ

たら面白いと思います。 
 

⑤今回のビジネスプラン作成演習では自分では気づかない点が数多くあったので非常に勉

強になりました。特に私のビジネスプランは就職活動についてのプランだったので経験者

の意見が得られたのは有益でした。自分でビジネスモデルを作成している際には論理の飛

躍や細かい点については配慮がいかなかったり、計画を誤ったりしたまま計画を進めてし

まうことがあるので、こうしてフィードバックが得られることや評価がわかる点は画期だ

と思いました。また、このようなサービスがＷＥＢ上で実現されたら起業家や学生などか

ら幅広い需要が見込まれるのではないかと考えます。 

 

⑥私がふと思いついたサービスを実現させるためには多くのステップ、段階が必要であっ

た。その段階がなんなのか、もし一人で考えるとしたらより多くの時間を必要としただろ

う。けれども、今回のようにその段階の雛形に沿って組み立てることで、考えなければな

らない事や事前に必要な準備がある程度明確となり、このようにプランを建てる事が出来

た。今回の反省点は、事前の市場調査が出来なかったことだと思う。添削にも書かかれて

いたが、市場調査が不十分だったため利益の見込みがあまく、ビジネスとして成功するの

かという決定的な部分をあまり考えられなかったことだ。このような反省を得られたのも、

課題にそってプランを製作できたからであると思うし、自分でもよい経験だったと思う。 
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⑦今回最も難しかった点はどんなビジネスを始めるかという一番肝心な点です。既存の事

業をより良いものにする場合、どこに差別化の要素を入れるか、新たに始めるとしたらど

のくらいニーズのある事業なのか、それらを考えると簡単には決まりませんでした。また、

どのくらいのコストを見積もり、どのようなことをリスクとして挙げるかも難しかったで

す。しかし、これでいこうという案が出ると事業の目的や販売方法などはすらすらと書け

ました。添削をしていただいて、自分だけでは気付くことのできなかった差別化の要因や

宣伝方法、リスクに対する対処方法、施設を建設する以外の方法などがより明確になりま

した。初めてビジネスプランを作成した私にとってとても良い経験になったと思っていま

す。今回の演習を通して自分だけで独りよがりなビジネスをするのではなく、事前調査や

第 3者によるプランのチェックを通して価値あるビジネスを考える必要性を感じました。 

 
 
４．３ 結果の考察 
 
 ４．３．１ ビジネスプラン作成演習についての考察 
 
 上記４．２．２が、今回得られた 7 名からの感想である。全体的に見てみると、「マーケ

ティングの方法やリスクへの対処法など、自分一人では気がつかないポイントを指摘して

もらえて勉強になった」「予め準備された手順に沿うことで、円滑にビジネスプランを作成

できた」「このようなサービスがＷＥＢ上にあれば需要が見込めると思う」といった肯定的

な意見が多く見られた。予め作成した図４．３「ビジネスプラン記述法」により、実験参

加者がどのような手順でアイディアを落とし込むのか考えやすかったという点、また表３．

５「添削パターン」が、参加者が考慮しきれなかった部分を補う形で上手く機能したとい

う点が根拠として挙げられるのではないか。表３．５に関しては４．３．２で詳しく考察

する。 
しかし、「客観的に自分の見落としを調べられるようなチェックリストがあればもっと便

利である」「手順があるとは言え、テーマや課題がないため始めのアイディアを考えるのが

とても難しい」といった意見も見られた。前者の意見に関して、今回の実験では、参加者

が一名を除いてビジネスプランを作成するのが始めてだった点、また本研究が「ネット上

で、起業について気軽に学習できる環境を作る」ことを目的としている点を考慮し、最低

限必要な項目のみを最初のチェックリストとしたため、このような意見が上がったと考え

られる。よって、参加者のレベルによって図４．３「ビジネスプラン記述法」の内容を変

える事が出来れば、その利用者にあったチェックリストとすることが出来る。しかし後者

の意見に関しては、確かに始めからアイディアを持っていなければ難しい問題である。そ

もそも報告者が提案する「起業家トレーニングサイト」は、始めにサイト上で起業に関す
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る座学を学んだ学習者が、その知識を活かすための場としてビジネスプラン作成演習を提

案している。よって、アイディアありきでこのサイトを利用するわけではない場合が大半

であると考えられるため、予めテーマや課題（例えば「レンタルビジネスについて」など）

を与えた方が、アイディアのイメージは掴みやすくなるだろう。 
 
 
 ４．３．２ 添削パターンについての考察 
 
 ここでは、実験参加者に作成してもらったビジネスプランに対し、どの添削パターンが

有効であり、どの添削パターンが有効でなかったのかを考察する。まず、表４．３は添削

パターンの利用回数を表している。 
 
表４．３ 添削パターンの利用回数 

１、事前調査（市場調査、競合調査、業種・業界動向調査、立地調査）の４つを含む分析 
Ａ，不足している情報の補足                         ６回 
Ｂ，該当するサービスが既に存在する、あるいは類似のサービスが既に存在するという指

摘                                     ４回 
Ｃ，アンケート調査に対する指摘（母数の少なさ、定義の不明確さ、聞くポイントのズレ、

掘り下げ、など）                              １回 
Ｄ，現状から見るサービスの実現可能性への懸念と対策案            ３回 

Ｅ，サービスの主流となる概念の見直しの提案                 ０回 
Ｆ，ターゲットの特性の見直し、ターゲット間の関係性の考察の推奨       ４回 
Ｇ，自己の経験を元にした、サービス普及のためのアドバイス          ３回 
Ｈ，サービスを広めるために連携出来そうな企業や団体の情報提供        ０回 

 
２、事業の目的、事業のセールスポイント、差別化の要因 

Ａ，ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの評価  ７回 
Ｂ，事業のセールスポイント、既存サービスとの差別化の薄さへの指摘と改善案  ４回 
Ｃ，自己の経験を元にした、サービス推進のためのアイディアの提供       ２回 
Ｄ，ターゲットの特性を活かしたアイディアの提供               ４回 
Ｅ，ビジネスの目的を達成するための手段の変更の推奨、案の提供        １回 
Ｆ，ビジネスの目的の変更、拡大の提案                    ２回 

Ｇ，ビジネスプラン全体（目的、立場、課題、解決のための施策、見通し）の不明確さへ

の指摘、整理の推奨                             ０回 
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３、マーケティング・販売方法の明確化 
Ａ，提携する相手のメリットの薄さへの指摘とその対策案            ３回 
Ｂ，利用者のメリットの追加、拡大の推奨とその対策案             ３回 
Ｃ，段階的な事業展開の言及の必要性                     ５回 
Ｄ，SNS の特性（口コミなど）を利用するという案               ４回 

Ｅ，ビジネスプランを売り込めそうな企業や業界の情報提供           ０回 
Ｆ，相手と長期的な関係が築けるモデルの必要性                ２回 
Ｇ，参加者を巻き込んでいく魅力の構築                    ０回 

 
４、リスク管理 
Ａ，扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案              ６回 

Ｂ，既存の類似するサービスが行っているリスク管理の情報提供         １回 
Ｃ，サービスを悪用されてしまう危険性の有無                 １回 
Ｄ，イベントやコンテンツを盛り込みすぎることで、当初の目的があやふやになってしま

うという指摘                                ０回 
Ｅ，サービス自体がその目的とは反し、自己利益の追求などマイナスの視点で見られてし

まうという指摘                               ０回 

 
５、収支計画の立案 

Ａ，収入や利益を確保する手段への苦言                    ３回 
Ｂ，具体的な収入モデルの言及の必要性                    ３回 
Ｃ，収支計画の数字が意味を持っているのか、適当な予想ではないかという指摘  １回 
Ｄ，既存のサービスを利用していかにコストを抑えるかという提案        ２回 

 
 表を見ると、やはり添削パターンの利用回数には開きがあった。今回の実験では 7 名が

参加したため、添削パターンの利用回数は最高で 7 回となる。よって、利用回数が 5 回か

ら 7 回の場合、2 回から 4 回の場合、0 回または 1 回の場合に分け、それぞれの頻度別に有

効性を検証していく。 
 
 利用回数が 5 回から 7 回だった添削パターンは、１のＡ（6 回）、２のＡ（7 回）、３のＣ

（5 回）、４のＡ（6 回）の 4 つである。これらは利用頻度が高く、今回の実験では有効だ

ったと言える。 
それぞれのパターンについて考察していくと、まず１のＡ「不足している情報の補足」

は初めてビジネスプランを作成する人にはとても重要であると考えられる。初めて事前調

査をする場合、そのサービスが属する市場や競合他社、業界の動向、サービスを行う地域
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の特性など調査する範囲が広く見落としてしまう点が多い。それらを補足することは、事

前調査の添削においては必須であったため有効なパターンとなった。 
次に、２のＡ「ビジネスの目的、セールスポイント、既存サービスとの差別化などへの

評価」は、ビジネスプラン作成で最も重要である「誰に対し、何が提供され、どのような

メリットをもたらすのか、また既存のサービスとどう違うのか」という部分についてまず

評価することで、そこから次のアドバイスや指摘にもスムーズに繋げる事ができるため、

添削パターンの中では最多の利用回数となった。 
次に、３のＣ「段階的な事業展開の言及の必要性」について、初めてプランを作成する

人にとっては難しいマーケティング計画の中で、「事業を段階的に大きくしていく」ことが

考慮されている例が少なかった。いきなり大規模にマーケティングを進めては、もし想定

する利用者数が得られなかった場合のリスクが大きくなってしまう。小規模な運営からサ

ービスの普及状況次第で徐々に大きくしていった方が良いのではないかというアドバイス

が、今実験では多かった。 
 最後に、４のＡ「扱う商品の品質、利用期間を守らせる方法の提案」について、提供す

る商品やサービスの質を保証すること、利用期間が決まっている場合はそれを守らせるの

は、どのようなサービスを行う上でも必須である。これらが甘ければサービスの存続にも

関わる非常に重要な項目であるため、添削における利用回数も多くなった。 
 
 利用回数が 2 回から 4 回であった添削パターンは１のＢ（4 回）、１のＤ（3 回）、１のＦ

（4 回）、１のＧ（3 回）、２のＢ（4 回）、２のＣ（2 回）、２のＤ（4 回）、２のＦ（2 回）、

３のＡ（3 回）、３のＢ（3 回）、３のＤ（4 回）、３のＦ（2 回）、５のＡ（3 回）、５のＢ（3
回）、５のＤ（2 回）と最も多い。１のＢ「該当するサービスが既に存在する、あるいは類

似のサービスが既に存在するという指摘」、１のＦ「ターゲットの特性の見直し、ターゲッ

ト間の関係性の考察の推奨」、２のＢ「事業のセールスポイント、既存サービスとの差別化

の薄さへの指摘と改善案」、３のＡ「提携する相手のメリットの薄さへの指摘とその対策案」、

３のＢ「利用者のメリットの追加、拡大の推奨とその対策案」、５のＢ「具体的な収入モデ

ルの言及の必要性」などはプランを作成する上で非常に重要な項目であるため利用回数は

多かったが、参加者に最初に配布した「ビジネスプラン記述法」にも記載した項目だった

ため、きちんと考慮されているプランもあり利用回数は半数程度となった。これらも、利

用回数が少なかったわけではなくある程度有効だったと言える。 
 また、１のＧ「自己の経験を元にした、サービス普及のためのアドバイス」、２のＣ「自

己の経験を元にした、サービス推進のためのアイディアの提供」は添削者の経験を元にし

たアドバイスとなるため、報告者の場合は 2 回と少ない利用回数となってしまった。 
 
 利用回数が 0 回または 1 回であった添削パターンは１のＣ（1 回）、１のＥ（0 回）、１の

Ｈ（0 回）、２のＥ（1 回）、２のＧ（0 回）、３のＥ（0 回）、３のＧ（0 回）、４のＢ（1 回）、
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４のＣ（1 回）、４のＤ（0 回）、４のＥ（0 回）、５のＣ（1 回）である。今回の実験では利

用されなかったためプランの添削に有効であったとは言えないが、この添削パターンを作

るに当たり参考にした静岡大学ビジネスコンテストにおける議論では、この中から使われ

たパターンも多く存在した。例えば２のＧ「ビジネスプラン全体（目的、立場、課題、解

決のための施策、見通し）の不明確さへの指摘」や４のＤ「イベントやコンテンツを盛り

込みすぎることで、当初の目的があやふやになってしまうという指摘」は、提案するサー

ビスをより便利にするためにコンテンツを増やし、それがかえって当初の目的から逸れて

しまうといったケースによく使われた。また、１のＣ「アンケート調査に対する指摘」や

１のＨ「サービスを広めるために連携出来そうな企業や団体の情報提供」は、今演習のよ

うに一週間という短い期限でなければ必ず考慮しなければならない、アンケート調査や外

部との連携に関するアイディアに対しては有効である。よって、ビジネスプランに関して

初心者であるか経験者であるかという点だけではなく、ビジネスプラン作成にかけられる

期間によっても、利用する添削パターンを変えなければならない。 
 
 
４．４ 専門家の意見 
 
 最後に、この「ビジネスプラン作成演習」に関する意見を 2 名の社会人の方に求め、社

会人の立場からこのようなサービスに需要があるのかということを確認した。それぞれ質

問項目が少し異なるため、一人目の質問項目は表４．４、二人目の質問項目は表４．５と

する。 
 
表４．４ 質問項目１ 

 質問内容 

（１） 中間層の底上げという狙いをどう思うか？とくに企業において教育のニーズがあ

るか？ 

（２） 企業教育において役立つようにするためには、何を強化すべきか？ どういう運用

をすべきか？ 

（３） 産学連携の大学教育や社会教育で採用されるとして、企業人が添削に参加するこ

とは期待できると思うか？ 

（４） その他、気の付いたこと 
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以下、Ａ氏の回答 
 

 

まず、以下の状況だと設定（想定）します。 
＊学部学生の卒論の「考察および今後」の部分に、企業や社会人を対象としたマーケット

へもこれが適用できるかを論じるため、実際に企業人に対して “ヒアリング”する。そして、

資料の詳細のレビューではなく、以下の問いに対しての見解を求められていると解釈しま

した。 以下、簡単に私見を述べます。  
 
（１）確かにニーズはあると思う。いわゆる少数の選抜者に対する育成計画 (succession 
planning) だけではなく、もう少し広い人材群に対するミニ MBA 的な集中コースを実施す

る、あるいは必須科目としてこれらを個別に学習させるなどの具体的ケースが多数ある。  
 
（２） お堅い“人事部”としては、コトラーのマーケティングや BABOK/REBOK などのよ

うに広く知れ渡っている概念や個別詳細との間で多少なりとも連携がとれていると安心す

るので、企業教育としての検討土台に乗る可能性が高まると思う。ただし、上記 3 分野自

体はそれぞれが単独 or 複数の研修で既に提供されており、これらの中でビジネスコンテス

トのような演習も実施されている。本研修コンテンツとしては、“これらの上位詳細知識を

全て修得するのではなく、ビジネス創造の楽しみと基本的なお作法を短時間で網羅してい

ます（≠短時間で修得できます）”という特徴を打ち出し上記古典的お作法は必要最小限な部

分のみ紹介解説することにしてはどうだろうか。 
 
（３）今回、ビジネスコンテストに参加させていただいてみた立場からすると、ボランテ

ィアで添削に参加する企業人も０ではないと思う。ただし、企業人は内容以外のところで

あまり価値を感じない行為に長時間振りまわされることは避けなければならない。学生側

には、提出物の納期（中間納期等を含む）に対してより一層の頑張りと約束履行が求めら

れる。 
 

 
上記Ａ氏の意見より、企業教育においても中間層の底上げをするような教育が必要とさ

れる可能性があることが分かった。しかし、ある程度ビジネスについての知識を習得して

いると考えられる社会人を対象にしたビジネス教育となると、本研究のように「明確に起

業を目指しているわけではないが、ある程度関心の高い層」をターゲットとしているサー

ビスに需要があるのかは疑問である。「社会人として最低限必要なビジネススキル」という

意味で、例えば新人研修などでこのサービスが活用できれば面白いのではないか。 
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表４．５ 質問項目２ 

 質問内容 

（１） 中間層の底上げという狙いをどう思うか？ 
（２） 社会教育あるいは企業教育のなかで役立てるチャンスがあるか？ 

（３） 役立つようにするためには、何を強化すべきか？ どういう運用をすべきか？ 
（４） その他、気の付いたこと 

 
以下、Ｂ氏の回答 
 

 
（１）そもそもビジネスコンテストの狙い、期待する成果は何か？そこと照らし合わせて

必要か否かを検討したらどうか？ 
 
（２）（３）ビジネスアイディアのシミュレーションとしては面白いかもしれないが、実際

のビジネスでは、実現するためのリソース(現有のもの、外部リソースの活用)、その事業の

中心となる人物(リーダー、今回言えば提案する学生たち)のプレゼンスが重要になる。先般

の発表を拝聴し外部リソースへの働きかけは積極的で感心したが、自分たちのリソースお

よびプレゼンスの評価の観点が抜けているように感じた。実際にはビジネス計画の策定知

識、経験は将来社会や企業の中で直接役立てられる場はなかなかないと思うが、自分たち

のリソースを評価し強みを育て作り、プレゼンスを高める努力をしていくというビジネス

マンとしては普遍的なテーマに取り組む基礎作りに大いに役立つのではないかと私は期待

する。ビジネス計画を通じて、自分自身をみつめる場を持つことに意義がある。その人物

に魅力がなければどんな素晴らしいプランにも他者は賛同、協力してはくれない。「金にな

る」「べき」だけでは周りは動かない。起業しようと企業に勤務しようと同様だ。私は企業

教育でのケーススタディやケースワークなどを実施した場合や起業家教育の最後に必ずビ

ジネス戦略策定手順を活用した「自分戦略」を策定してもらうようにしている。 
 
（４）アンケート調査に対する指摘に関して、「アンケートを実施するターゲットが適当か」

も盛り込んだらどうか？添削パターンにＳＮＳがたびたび登場するが、敢えて明記してい

るのはなぜか？ＳＮＳの特性をどう捉えているのか？敢えてＳＮＳと明記することでＳＮ

Ｓ以外の可能性を排除してしまう危険はないか。 
 

 
確かに、ビジネスコンテストやこのビジネスプラン作成演習では「自分たちのリソース

およびプレゼンスの評価」という観点は言及されていなかった。しかし静岡大学ビジネス

コンテストの目的は、勿論良いビジネスプランが書けるようになることもそうだが、それ
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よりも自分がどれだけプラン作成に熱中し、作成したプランを達成できる人間になるか、

あるいは達成できる人間になるために努力できるかという点を感じさせるということも一

つの目的である。もっと分かりやすく言えば、「起業し利益を生み出せるようなプランを作

る」よりも「起業し利益を生み出せるようなプラン作りを経験することで、自分の知識や

行動力を養い、社会でも活躍できる人材になる、あるいはそのような人材に近づく努力を

する」ということである。本研究におけるビジネスプラン作成演習でも、「起業するために

必要な知識や経験を積ませる」という目的だけではなく、「ビジネスプランを作成するため

に様々な要素を考えることで、『考える力を養う』」という目的もある。ただそれは大きな

目的を達成するために努力をした上で自然と身に着く力であると考える。 
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第五章 おわりに  
 
５．１ 結論 
 
 本研究では、独自のオンライン演習（ビジネスプラン作成演習）を考案した。このオン

ライン演習では、静岡大学ビジネスコンテストの Facebook 上における会話記録を元に添削

パターンを作成し、このパターンを用いて学習者に作成してもらったビジネスプランを添

削する。更に、これに中小企業ビジネス支援サイト J-net21 内「起業家 ABC」のような、

座学を学べるコンテンツを加えたトレーニングサイトを提案する。 
このオンライン演習については、数名の学生を対象に実験を行い、有効性を検証した。

学生への適用実験に際しては、添削パターンからプランを作成する上で最低限必要な項目

を選択した「ビジネスプラン記述法」を用意し、それを予め実験参加者に配布することで、

初めてビジネスプランを作成する参加者が円滑に作業を進められるように促した。 
実験では、ビジネスプランを初めて書く場合でも、「ビジネスプラン記述法」に記載され

た流れに沿ってアイディアを落とし込むことで、ある程度要点の抑えられたビジネスプラ

ンを書く事が出来るという結果となった。勿論それぞれのプランにおいて見落としている

点や改善すべき点は多くあったが、図４．２「ビジネスプランを記述するための 5 つの視

点」の基本的な項目はしっかりと記述されていた。そのようなプランに対し、報告者が添

削パターンによる添削を行う事でプランに記載されていない情報の補足や、プランをより

具体的にしていくアドバイスなどを行った。その結果、「マーケティングの方法やリスクへ

の対処法など、自分一人では気がつかないポイントを指摘してもらえて勉強になった」「予

め準備された手順に沿うことで、円滑にビジネスプランを作成できた」「このようなサービ

スがＷＥＢ上にあれば需要が見込めると思う」といった肯定的な意見を多く得る事ができ、

オンライン演習が起業家教育に役立つ可能性があることを示す事が出来た。 
しかし、「客観的に自分の見落としを調べられるようなチェックリストがあればもっと便

利である」「手順があるとは言え、テーマや課題がないため始めのアイディアを考えるのが

とても難しい」といった意見も見られたため、利用者のレベルによって「ビジネスプラン

記述法」のレベルを変える、また「作成するプランに関するテーマや題名を与える」とい

った対策が必要である。 
添削パターンの有効性に関しては、7 名の実験参加者に対してのパターンの利用回数が 5

回～7 回が 4 件、2 回～4 回が 15 件、0 回または 1 回が 12 件と利用の頻度に開きがあった

ため、有効であったパターンと有効でなかったパターンがあると言える。今実験で有効で

あったパターンは、ビジネスプランを作成する上で最も基本となる部分へのアドバイスが

多く、見落としている点の補足や基本的なアイディアの改善案が主であった。また有効で

なかったパターンに関しては、ビジネスプラン自体がそのパターンで添削するレベルにま
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で達していないということが多かった。添削パターンは静岡大学ビジネスコンテストにお

ける会話記録を元に作成しているため、静岡大学ビジネスコンテストレベルのビジネスプ

ランを対象としたパターンも多い。よって、今実験におけるビジネスプラン（作成時間は 5
時間程度を想定）では利用できなかったと考えられる。 
 
５．２ 今後の展望 
 
 この「起業家トレーニングサイト」を普及させるためのポイントは 3 つある。 
一つ目に、本研究で行ったオンライン演習（ビジネスプラン作成演習）だけではなく、

起業に関する基礎知識が学べるコンテンツに関しても検証が必要である。本研究では「サ

イト内コンテンツにおいて、起業に関する基礎知識を学ぶ→その知識を体得するため、オ

ンライン演習でビジネスプランを作成する」という流れを提案しており、その基礎知識を

学ぶためのコンテンツに J-net21 を提案している。確かに J-net21 は中小企業支援に関す

るサイトとしては日本一であり、起業に関する座学についても充実しており申し分はない。

しかし、起業に関する情報が一から細かく書かれており、本研究のメインターゲットであ

る「明確に起業を目指している わけではないが、関心の高い層 」にはかなり難しいと感

じられる可能性が高い。よって、J-net21 をそのまま座学のコンテンツとして利用できるの

か、あるいはより簡単なコンテンツを提供すべきなのかは検証する必要がある。 
 二つ目に、本研究で作成した添削パターンが、他の添削者にとっても利用し易いもので

あるか検証する必要がある。本研究では報告者による添削のみでパターンの有効性を検証

したが、報告者以外の添削者にとってもパターンが利用し易いものでなければ、真に有効

なパターンであるとは言えない。よって他の添削者にも、添削パターンを利用したビジネ

スプランの添削を行ってもらい、その結果有効であるということが証明できれば、「起業家

トレーニングサイト」において多くの添削者を得られる可能性が高まる。そこから、プラ

ンの添削者が、他の添削者がどのような項目により添削をしたのか検索できるようにし、5
つの視点における添削項目を増やしていく事が出来れば、学習者だけでなく添削者にとっ

ても利用し易いシステムとなる。 
そして最後に、社会人へこのサービスを適用できるかどうかである。上記４．４では、

企業教育でも活用できる可能性はあるということを述べて頂けたが、ビジネスに関する知

識を持った社会人を教育するためにはある程度の難易度が求められる。また、大学でのビ

ジネスコンテストを元に作成した添削パターンでは、質の高いプランの質を更に上げる援

助ができるとは考えづらい。企業教育という観点では、新入社員研修などでこのサービス

を用い、ビジネスプランを作成するための知識や経験を積んでもらうということであれば

十分利用できる可能性があるのではないか。 
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