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卒業研究要旨 
 
 
 近年我が国では観光立国の実現に向け、観光産業の活性化に向けて主体的に取り組んで

いる。観光という産業は経済波及効果が大きく、観光需要の増大は地域の活性化や雇用機

会の増大などを通して日本のこれからの経済の回復に大きな貢献をするものになりえると

期待できる。 
 一方で、国内旅行者の数はここ数年減ってきており、旅行会社はいかに旅行者の旅行意

欲を高め、顧客を増やしていくかといった課題に直面している。その中で旅行業界の現状

も変わってきている。実際に客自身が店舗に足を運んで店員と一緒に旅行計画を行う旅行

代理店が長年高いシェアを持ってきている。ただ近年はインターネットを利用しての旅行

会社が台頭してきている。特に IT 化が進む今日において、インターネットを利用し、個人

手配で旅行に行くという旅行者は増える傾向にあると推測できる。 
 またここで、近年注目されてきているリーンスタートアップと呼ばれるビジネス企画手

法がある。フィードバックループと呼ばれる構築―計測―学習の 3 つのサイクルを短い時

間で繰り返すことで作業の無駄を減らし、効率的な商品開発を行うことができる。また、

課題や顧客などの項目を書くことで自分のビジネスモデルについて俯瞰的に見ることがで

きるリーンキャンバスと呼ばれるツールも存在し、新しいビジネス企画手法として知名度

を高めている。 
 本研究では効率的な旅行計画と、旅行者の旅行意欲を喚起する環境の提案を目的とする

新サービスの提案を行う。また、実用化に向けての課題についての考察も行う。 
 新サービスの提案にあたり、学生の旅行の実態を調査し、旅行のタイプを目的重視型と、

雰囲気重視型の 2 つに分けた。また、利用者の旅行計画を支援する旅行計画支援用のキャ

ンバスを 2 つの旅行型用にそれぞれ作成した。このキャンバスはリーンキャンバスを改変

したものであり、旅行の計画に役立つものである。 
 旅行のタイプ分けとキャンバスの作成の後、被験者にこれらを用いた旅行計画のシミュ

レーションを行った。その後利用実験についてのインタビュー調査を行い、その結果を考

察した。 
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第 1 章 序論 
1.1 研究の背景 

 近年我が国では観光立国推進基本法のもと、観光立国の実現に向けての取り組みを政府

が主体となって進めている。観光という産業は経済波及効果が大きいとされており、観光

需要の増大は地域の活性化や雇用機会の増大などを通して日本のこれからの経済の回復に

大きな貢献をするものになりえると期待できる。 
 しかし、日本の観光産業において、海外旅行者数や国内宿泊旅行人数が共に減少してい

るという現状がある。この現状の中でいかに観光客を増やしていくかという課題のもと、

旅行業界の状況も変化してきた。JTB グループ(以下：JTB)や H.I.S をはじめとする旅行会

社だけでなく、近年はじゃらんや楽天トラベルなどを例とするインターネットを通じての

旅行計画サービスが台頭してきている。これらのインターネットを通じての旅行計画サー

ビスには簡単にいつでも旅行の手配ができるなどといったメリットがある一方、宿や旅行

会社とのコミュニケーションが取れないといった不便な要因も存在する。よって旅行計画

において利用者に合った観光情報の価値を提供することが重要であるとされている。 
 旅行を計画している顧客が欲している情報というものは多岐にわたる。サイトや旅行会

社などの情報を提供する側から与えられる情報もあらかじめ用意された情報の羅列にすぎ

ず、必ずしも顧客自身が欲する情報を引き出すことができないために顧客が満足できる情

報収集が難しいものとなっている現状が存在する。 
 また、観光業に限ったことではないが、顧客のニーズを把握し、ニーズに合わせた価値

を提供することはビジネスの成功において重要である。その中で、顧客との距離を近く保

ち、短いサイクルで展開を行うリーンスタートアップというビジネス企画手法が近年注目

されている。 
 

1.2 研究の目的 
 これらの背景を踏まえ、本研究では、旅行計画での無駄をなくし、旅行者の旅行意欲を

喚起する環境の提案を目的とする。新サービスを用いることで利用者が分かりやすく、詳

しく、楽しく旅行計画を進めていけるような環境の構築を行っていく。 
 

1.3 論文の構成 
 第 1 章では、本研究の背景・目的を述べた。 
 第 2 章では、旅行計画の新サービスを進めるうえで用いるうえでの前提を紹介する。ま

た、旅行計画を進めるための手法も説明する。 
 第 3 章では、実際の新サービスの説明を行う。 
 第 4 章では、新サービスを用いた疑似の旅行計画の利用実験を行い、評価を行ってもら

う。その結果をもとに考察し、サービスの有用性などについて検討する。また、本サービ

スの開発過程についても考察を行う。 
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 第 5 章では、最後本研究の結論を出し、今後の課題について述べる。 
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第 2 章 旅行計画の課題と改善の方向性 
2.1 旅行計画の現状 

 ここでは旅行計画や旅行業界についての現状について述べていく。 
まず初めに、今日多くの人が行っている旅行計画について考えていこう。 

 

 

図 2-1 旅行計画手順 
 
最初に行うことは旅行の大まかなテーマを決めることである。テーマとは、例えば「ど

こに行きたい」や「何をしに行きたい」などの漠然とした願望から、具体的な目的などと

なることが多い。大まかなテーマが決まったら次にすることは情報収集である。インター

ネットやガイドブックなどを通して、自分の行きたい場所や交通手段などについて調べる

ことが重要となる。 
情報収集が済んだら今度はもっと具体的な計画段階に移っていく。移動方法を決めたり、

宿泊を挟む場合には宿泊地の決定をして実際の予約を行ったりする。その後ルートの策定

を行う。そして計画が完了すれば、あとはその日を待ち、携行品の準備をして実行するの

みとなる。本論文はその旅行の計画に焦点を当てている。 
 次に旅行に関する様々なサービスを提供する観光・旅行業界についてである。これらの

業界は規模が非常に大きい。旅行業界の現状として、大企業から中小企業まで幅広く事業

を展開する企業が存在している。国内外に事業所を持ち多くの社員を抱えてサービスを提

供する大企業だけでなく、取り扱う国や地域に特化し、ニッチな市場を得意とする専門型
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の旅行会社も多い。それぞれが自信を持つサービスの提供を行うことで、顧客の旅行に携

わっている。 
 JTB や近畿日本ツーリストなどの旅行代理店が国内で多くのシェアを持つ一方で、楽天

トラベルやじゃらんをはじめとした、インターネットを用いての旅行会社が取扱額の伸び

を見せている。特にインターネット最大手の楽天トラベルは、2010 年度の国内旅行取扱額

において JTB に次ぐ 2 位を獲得した。また、2013 年度の旅行会社取扱額ランキングでは 6
位になっている。全体で旅行に行く人が減ってきている中で楽天トラベルは取扱額を増や

してきている。今後もインターネットを介した旅行会社の需要は増える傾向にあると見ら

れる。 
またここで、旅行計画を旅行代理店で行う場合と、インターネット上でのサービスを用

いて個人手配で行う場合それぞれについてのメリットとデメリットを下の表にまとめてみ

る。 
 

 メリット デメリット 

旅行代理店  予約などの手間がかからな

い 
 安くあがることが多い 
 トラブルやリスクが少ない 

 融通が利かないことがある 
 店に行かなければならない 

ネット・個人手配  時間や日程の融通が利く 
 自分の希望通りにできる 
 家でできる 
 楽に予約ができる 
 ポイントが貯まることがあ

る 

 プランを立てることが面倒 
 リスクがある 
 十分なコミュニケーションが

取れない 

表 1-1 旅行計画メリット・デメリット 
 
 インターネットを用いた旅行計画での問題として、自ら計画することの面倒さがある。

個人各々のスケジュールの中で、現地に詳しくない旅行者が効率良く目的地をまわる旅行

プランを作成することは簡単ではない。また、それに加え旅行者が求める観光情報は多岐

にわたるために、旅行者の嗜好に合った情報の提供や計画の提案が難しいものとなってい

る。 
 

2.2 ビジネス企画手法 リーンスタートアップ 
2.2.1 概要 

 ここでは、近年注目を集めてきているビジネス企画手法であるリーンスタートアップに

ついて述べていく。 
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リーンスタートアップは、トヨタで開発されたリーン生産方式をもとにして作られた考

え方である。まず顧客が必要とするサービスについての仮説を立て、仮説に基づいて戦略

を練ることから事業計画は始まる。それから構築から実装、軌道修正までの過程を迅速に

繰り返すことで、作業で出る無駄を最小限のものに抑えることができる。それにより、サ

イクルタイムの短縮を目指すことがリーンスタートアップの考え方である。 
 

2.2.2 フィードバックループ 
 リーンスタートアップで基本的な考え方として、フィードバックループと呼ばれる構築

―計測―学習の 3 つのサイクルを繰り返すことにある。下図 2-1 はそのフィードバックル

ープを表したものである。最初の構築フェーズで最小成果物を作る。構築フェーズとはそ

もそもアイデアを形、製品にすることである。次の計測フェーズではその製品の現状を把

握する。目的は、主には顧客の反応を見ることにある。そして学習フェーズで現状につい

て学び、次に活かしていく。方向転換をするべきか、もしくはこのまま辛抱するべきかと

いった判断も行う。このようなループをたどることで製品の開発を動かしていく。方向転

換するべき時期はいつか、もしくは辛抱して方向性を変えずにいるべきなのかをこのサイ

クルを通じて学び、製品やサービスの開発につなげていく。 
  

 

図 2-2 フィードバックループ 
出典：参考文献[3] をもとに作成 

 
2.2.3 リーンキャンバス 

 次にフィードバックループの他にリーンスタートアップで重要な要素の一つとして、下

図 2-2 のリーンキャンバスがある。 
 リーンキャンバスは、課題や顧客などの項目を書くことで自分のビジネスモデルについ
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て俯瞰的に見ることができるというツールである。リーンキャンバスの特徴として、書き

上げるスピードが早いことにある。さらに、9 つに項目が細分化されているため、全体の把

握がしやすいことも挙げられる。リーンキャンバスはビジネスを立ち上げるにあたって、

目指す指針のようにもなりえるため、重要性は高いものであると考えられる。 
 

 

図 2-3 リーンキャンバス 
出典：参考文献[4] 「RUNNING LEAN」(2012) 

 
2.3 旅行プラン作成支援システム―CT－Planner― 

2.3.1 概要 
ここで旅行計画を支援する形で開発された CT－Plannerというシステムについて述べて

いく。 
 首都大学東京准教授倉田陽平氏らにより、2010 年に CT－Planner、2011 年に CT－
Planner2、2012 年に CT－Planner3 が開発され、これらは対話的な旅行計画の作成支援を

目指して開発された。 
「このシステムでは，地図上に表示された旅行プランを見ながら，訪れたい／訪れたく

ない観光資源を指定したり，プラン全体の性格を指示したり，滞在時間や起終点を調整し

たりして，探索的かつ能率的に各自の好みにあった旅行プランを作成していくことができ

る。このシステムによってインターネットを介していつでもどこでも多様な言語によって

旅行プランの相談ができるようになるため，日本を訪れる外国人旅行者にとって有用なツ

ールとなることが期待できる」（倉田 2012）とある。 
 

2.3.2 CT-Planner3 システム内容 
 次に CT-Planner3 の具体的な内容について述べていく。このシステムは、提示された計
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画に対して利用者が要望を出し、またそれに応じて改善されたプランの提示と要望がされ、

このように要望と改善・提案のサイクルを繰り返すことで、利用者が満足できる旅行計画

ができるようにするものである。まず、以下に CT-Planner3 のメイン画面図を表示する(図
2-4)。 
 

 

図 2-4  CT－Planner3 メイン画面 
出典：参考文献[6] CT-Planer 3: Web 上での対話的な旅行プラン作成支援(2012) 

 
 この例では、システムによって提示された桜木町駅から関内駅まで 3 時間かける旅行計

画を表示している。画面右の写真群は主な観光地の写真と旅行の条件を示すレーダーチャ

ートである。またここで、右上のレーダーチャートの画像を下に載せる。 
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図 2-5 レーダーチャート画面 

出典：参考文献[6] CT-Planer 3: Web 上での対話的な旅行プラン作成支援(2012) 
をもとに作成 

 
 
レーダーチャートでは旅行条件の設定ができる。旅行にかける時間を指定し、各項目に

ウェイトを与えることで観光資源の紹介を行う。 
 また、本サービスと、ここで取り上げた CT-Planer3 との明確な違いとして、“対話手段”

と“旅行計画支援用キャンバスというツール”の 2 点を挙げる。 
 対話手段については、CT-Planer3 では旅行計画の提案はシステムによって自動的に行わ

れる。一方本サービスは旅行計画での対話は人同士の行為を重視している。特に旅行者同

士の議論を行うことで対話的な旅行計画の実現を目指している。 
 旅行計画支援用キャンバスとはこれからの第 3 章で詳しく紹介していく。旅行計画はこ

のキャンバスを記入しながら進めていくサービスをここでは提案する。 
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第 3 章 リーンスタートアップを応用した旅行計画手順 
3.1 新サービス コンセプト 
次に本論文で提案する旅行計画の新サービスについて述べていく。なお、本サービスを

用いての旅行計画は、すべて個人手配をし、インターネットを用いての計画である。 
新サービスについて、重要な点は以下の 2 つである。 
 
1. 旅行計画にリーンスタートアップの考え方を導入すること。 
2. 旅行計画用のキャンバスを作成すること。 

 
 これらについては次々節以降で解説していくとする。 
 本サービスのイメージ図を下部に示す。ユーザがまず旅行の原案(またはスケッチ)を構築

し、それを旅行支援者の立場が評価をする。それから評価を受けた結果を学習という形で

計画に活かしていく。そして次の構築―評価―学習というサイクルにつながる。 

 
図 3-1 サービスイメージ図 

 
次節から各フェーズで行われる内容についての説明を示していく。なお、本サービスの

旅行計画手順において、本来のフィードバックループでは計測フェーズとされているとこ

ろを評価フェーズと名前を変更して提案する。その理由は、大まかに言えば評価フェーズ

では旅行の支援者が計画の具体化や新たなプランの提案を行うことである。この作業に名

称をつけるときに計測という名称はふさわしくなく、旅行原案の評価をする意味合いが強

いため、評価フェーズという名称がふさわしいと思われるためである。 
 
3.2 学生旅行の実態調査とタイプ分け 

3.2.1 旅行データ収集 
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 ここで、新しい旅行計画手順や旅行支援用キャンバスの作成にあたり、学生旅行の実態

を調査した。ここで収集したデータを“旅行データ”と呼ぶことにする。これは、回答し

た学生がどういった旅行をし、何を重視したかということに主に焦点を当てた。特に旅行

で重視したことについては、それに応じたキャンバスを作成する。 
 データ収集の方法は、筆者独自にアンケートを作成し、それを元にアンケート調査を行

った。調査に協力していただけた人は計 33 人。うち、男性 25 人、女性 8 人。聞いた項目

は、性別・年齢・目的地・旅行の目的・同行者・支援者(いたら)・調査手段・コスト内訳(大
まかに)・重視したこと上位 3 項目の以上 11 項目である。 
 なお、アンケート結果に基づき、リーンキャンバスの数項目への書き換えを筆者自身で

行った。その結果を本論文では旅行データの結果として表記する。リーンキャンバスの項

目名はそのまま使ったが、それぞれの項目の内容は以下のとおりである。 
 

1. 課題：主目的 
2. 顧客セグメント：同行者 
3. 独自の価値：目的の中の最重要項目。特に重要な目的があったときの課題 
4. ソリューション：旅行計画を手助けしてくれた人 
5. チャネル：調査手段 
6. 収益：利用しない 
7. コスト：大まかなコスト内訳 
8. 主要指標：利用しない 
9. 優位性：利用しない 

 
 

3.2.2 旅行データ収集結果・分析 
 それでは、まず収集した結果を質問別に表示していく。なお、キャンバスに移した後の

全結果は付録として最後にまとめて掲載する。 
 
質問 1.旅行計画を進める上で最も重視したことは何か？ 
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図 3-2 最も重視した項目 全体 
  
課題と答えた人が 27％を占める人。同行者を意味する顧客セグメントと答えた人が 15％

を占める 5 人。独自の価値を選んだ人が 58 を占める 19 人であった。他のことを最も重視

した項目と答えた人は誰もいなかった。 
よってアンケートに答えた人すべてが課題か顧客セグメントか独自の価値のいずれかを

もっとも重視した項目として選んだことになる。また、課題と独自の価値は共に旅行の目

的を意味するものである。ただし独自の価値の方が内容としてより細かいことを意味して

いる。これからは課題と独自の価値を目的という意味で同一に考えていく。 
次に 2 番目に重視した項目の結果を示す。 
 

 

図 3-3 2 番目に重視した項目 全体 
 
結果として、最も重視した項目に誰も選ばなかったコストの項目が半数近くを占める結

果となった。ある程度目的や同行者が決まってからは極力お金のかからない旅行を目指す

傾向にあると推測される。 
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最後に、最も重視した項目に課題や独自の価値を選んだ人と顧客セグメントを選んだ人

それぞれの 2 番目に重視した項目の結果を表示する。 
 

 

図 3-4 最重要項目が“目的”の人が 2 番目に重視した項目 
 

 

図 3-5 最重要項目が“顧客”の人が 2 番目に重視した項目 
 

 
 以上の通り、目的を重視するタイプでコストを 2 番目に重視した人は半数にも満たない

結果となったが一番多い割合を占めている。一方同行者を重視するタイプはコストをより

重視する傾向にあるという結果になった。 
 コストという項目を重視する人が多いというアンケート結果から、旅行支援用キャンバ

スの作成においてコストの重要さも念頭に置いて作成する。 
 

3.2.3 旅行型組分け 
 3.2.2 で今回収集した旅行データから明らかになったこととして、旅行者は主に課題と独
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自の価値といった目的を意味する項目と、同行者を意味する顧客セグメントの 2 つを最重

要項目とした。よって本論文では、旅行者を以下の 2 つの型に分けて考えていく。 
 

 最重要項目 名称 

①  課題・独自の価値 目的重視型 
②  顧客セグメント(=同行者) 雰囲気重視型 

表 3-1 旅行型組分け 
 
 それぞれの名称について解説していこう。 
 まず①の目的重視型について。これは旅行に明確な目的を持って臨む人のタイプである。

今回収集した旅行データにおいて多かったことがサークルの合宿や、好きな歌手のライブ

など、“○○をしに行く”の○○の部分が明らかになっている人である。 
 一方②の雰囲気重視型について。これは一緒に行く人を重視し、旅行自体の雰囲気を楽

しむタイプであるため、このような名前をつけた。旅行データの中には大学に入って仲良

くなった人と仲を深めるという目的や、卒業旅行での思い出づくりという目的が代表的な

例として見受けられた。また、旅行に行くことができればどこでもいいというアバウトな

希望しか持っていない層もここに入る。雰囲気重視型の旅行は一緒に行く人が決まっても

場所や観光地を決めるところから始めなくてはならず、決めるべきことが多くなってしま

うことが特徴としてある。行きたいけれど計画が面倒だといった人に本サービスの素早い

旅行計画という利点が向いているのではないかと考えられる。 
 

3.3 リーンスタートアップの応用 
 まずは 1 の旅行計画へのリーンスタートアップの導入について。2.2.2.で述べたフィード

バックループの構築―計測―学習というサイクルに則って旅行計画を進めていく。各フェ

ーズで行うことについては後述する。リーンスタートアップを用いることのメリットとし

て、旅行計画を効率的に進められることが挙げられ、これが一番の目的でもある。 
 

3.3.1 始動フェーズ 
 ここからはフィードバックループ上での構築―計測―学習というサイクルの各フェーズ

で行うことについて述べていく。 
 最初に、構築のさらに前に行うこととして、旅行計画の始動がある。ここでは旅行計画

の考案をし、計画のスタートとなる。自分が旅行で満たしたい欲求や願望を明確にし、ま

た一緒に行く人がいれば同行者を明らかにしておく。 
 

3.3.2 構築フェーズ 
 次に構築フェーズ。ここで行われることはユーザによる旅行計画の原案の作成である。
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旅行計画キャンバスなどを用いて、自分がやりたいことや、行きたいことなどをすぐ確認

できるような形にすることが一番の目的である。 
 

3.3.3 評価フェーズ 
 評価フェーズでは、ユーザが作成した旅行原案の評価を行う。評価を行う人は、利用す

る場合は旅行会社、もしくは旅行を支援してくれる人とする。ここで重要なことは、計画

の具体化という点にある。構築フェーズでできた希望に沿う形でけいかくの具体化をして

いかなければならない。同時に新しい行動などの提案も行う。「○○に行ってみてはどうか」

ということや「××はするべきではない」などの忠告のような形で提案を行うことで旅行

者の支援につなげていく。 
 

3.3.4 学習フェーズ 
 最後に学習フェーズでは評価された自分の計画を見直していく。それに応じて同行者が

いる場合は同行者と一緒に計画についての議論や調査を行う。 
 リーンスタートアップでは、学習フェーズを“検証による学び”という概念で称すこと

が一般的である。この概念は、学習という行動が自らの計画の進捗を俯瞰的に、的確に測

る方法であるとされている。そして学習において最も重要なことがコミュニケーションを

よく取り合うことだ。自分や同行者がいればそれらの希望、現状、環境など、旅行に関わ

る事象について調査を綿密に行うことが旅行の成功につながると思われる。 
 

3.3.5 二周目以降 
 そして学習フェーズが終わった後には、再び計画の構築に移り、計画の完成を目指して

いく。学習フェーズで得られた内容をもとに、計画を変更するのか、もしくは追加、削除

するのかを判断し、更に具体的な計画に入っていく。 
 
 3.4 キャンバスフォーマット 

3.4.1 概要 
 次に 2 の旅行計画用のキャンバスについて。このキャンバスは、旅行計画が進むにつれ

て顧客が記入していくものであり、リーンキャンバスを改変したものを用いる。ただし、

リーンスタートアップの改変にあたって不要な項目などは排除、ふさわしくない項目名は

名前を変えたりなどの作業を行う。リーンキャンバスはもともとビジネスの立ち上げに用

いるものであり、単に自分の欲求を満たす旅行において趣旨の異なる横目が存在してしま

うためである。本サービスでのキャンバスの位置づけとして、自分の旅行計画を目に見え

るものとして残していくことが重要となる。 
 このキャンバスは、リーンキャンバスの項目を改変や追加をして作成した。また、3.2.3
で旅行型を目的重視型と雰囲気重視型の 2 つに分けたが、その 2 つの型それぞれのキャン



 

19 
 

バスを作成する。その 2 つに大きな差異はないが、重視するポイントが異なるため、別の

ものを作成する必要があると考えた。なお、本来リーンキャンバスには書いていくための

順番があるが、このキャンバスでは順番は存在しない。また、これは本来のリーンキャン

バスにも言えることであるが、全てを埋める必要もないものとする。あくまで支援するた

めのキャンバスであるため、使い方などは利用者の裁量に委ねるものとする。 
 

3.4.2 目的重視型 
 それではまず下に目的重視型の方の旅行支援用キャンバスを表示する。 
 

 
図 3-6 キャンバス：目的重視型 

 
 以上の通りである。各項目について順に述べていく。 
1. 主目的 
 これは旅行で達成した目的、または旅行行くことそのものの目的である。3.2.1 で旅行デ

ータを収集した時の課題にあたる部分である。目的重視型なので旅行の目的ははっきりし

ているだろう。明確に行きたい場所が決まっている場合にはその場所を、やりたいことが

あればそれを書くなどという使い方をするものである。 
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2. 人為的・社会的課題 
 ここには旅行計画を進めるうえで抱えるリスクについて書く場所である。この項目を作

成した理由として、旅行データを集めているときに計画中にいくつかの問題、トラブルが

起きてしまったことがあると言った人がいた。これらの問題が起きてしまう場合に備えて

この項目を用意し、うまく共有していくために記入する利点があると考える。 
 人為的課題の方には、人の手で起きうる問題を書くようにする。例えば一緒に行く人が

キャンセルしてしまった場合などが考えられる。 
 社会的話題の方には利用者の意思とは関係なく起こりうる問題を書く。季節・天候の問

題や時間などの問題が該当する。 
  
3. ソリューション 
 次にソリューションという項目をこちらも 2 か所に作成した。この項目は 2 で述べた課

題の解決策が判明した場合に利用する。項目が 2 か所あるので上部が人為的課題、下部が

社会的課題の解決策をそれぞれ書くようにする。 
 
4. 独自の価値 
 独自の価値の項目では、目的の中でも更に重要で重視したいことを書く。旅行先でやり

たいことなどについて明確なものがあればそれになると考えられる。 
 
5. 支援媒体 
 支援媒体と複雑に思われる名称にしたが、ここは旅行を支援してくれるものについて書

くところである。旅行の方法は人によって異なるが、支援してくれる人や団体があること

もあると考えられる。それに、旅行を仲介してくれる会社についてもここにあたる。特に

旅行をするにあたって用いたものが入る項目である。 
 
6. 調査手段 
 これは支援媒体と似ているがどのような手法を使って情報収集をしたのかについてであ

る。ただこの項目にはインターネットを入れる人が多いものだと推測される。その理由と

して、旅行データの中で調査手段をインターネットと答えた人が 33 人中 29 人いた。ほと

んどの人がインターネットを利用して調査をするとも言える。 
 
7. メンバー 
 ここは一緒に行く人がいればその同行者や旅行の参加者を書く。ただ再確認するべきで

はないことでもあり、項目の必要性がなくなる場合もある。 
 
8. コスト 
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 ここには考えられるコストの内訳を書く。旅行データでもコストの重要性を述べたが、

多くの人が重視する傾向にあるコスト内訳について書いて見えるようにしておくことで分

かりやすさを高める。旅行は大きなイベントでもあり、かかる金銭も多くなる。特に金銭

の流れを明確にしておくことは旅行において大切なことであると考えられる。 
 
9. メモ欄 
 ここは何かメモを取ることが生じた場合に用いる。旅行に関係あることでも、関係ない

ことでも、書くスペースを設けることで、利便性を高めることを目的とした。 
 
10．行程表 
 最後は行程表の項目である。ここは旅行の日程について書く欄である。このキャンバス

は旅行の計画から実施まで通しての利用を見込んでいるために、いつでも日程を確認する

ことが重要であると考えた。書く範囲は利用者の裁量によるものとする。 
 

3.4.3 雰囲気重視型 
次に雰囲気重視型の方のキャンバスを示す。 

 

 
図 3-7 キャンバス：雰囲気重視型 
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 雰囲気重視型のキャンバスで目的重視型と大きく変わった点が 2 点。目的重視型のキャ

ンバスと重複している項目については説明を省略する。 
 

1. 最上部に設けたタイトルの項目 
 雰囲気重視型において最も重要なことは旅行に行く名目・理由である。それをタイトル

という形で付する形で共有する。 
 

2. 目的地の項目 
 目的重視型の方で作成した独自の価値の項目の場所に目的地という項目を作成した。旅

行の名目が明確になっても場所を後で決めるということが雰囲気重視型の特徴である。そ

の重要な場所についてこの項目で明確にする必要がある。 
 

3.4.4 実用化に向けて 
 ここで、本論文では本サービスの提案までを行っているがゆくゆくはシステム化、もし

くはアプリケーション化し、オンラインでの旅行計画を目指していくものである。3.4.2、
及び 3.4.3 で表示したキャンバスについて、これらはキャンバスの概念までを記載して表示

したものであり、このキャンバスでは実用化に向けては難しいものであると思われる。そ

の理由は、キャンバスの色や形状などの観点から判断すると、利用者の旅行計画への意欲

の喚起にはつながらないと推測できるためである。そこで、今回実用化を考え、旅行意欲

を掻き立てるためのキャンバスの作成を行った。その結果、目的重視型のキャンバスとし

て、以下のような成果物を表示する。 
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図 3-8 新キャンバス：目的重視型 

 
 このキャンバスはデザインの面ではより利用者の旅行意欲を喚起できるものになったと

思われる。しかし、実用化されて 1 つの画面として表示したときに、書く欄が狭くなって

しまったり、画面が窮屈になってしまったりと、使用感の面で支障をきたすことが推測さ

れる。よって、実際に画面に表示する際、各々の項目を 1 つの画面に表示し次の項目へは

縦スクロールすることで移っていく形の仕様にすることがよいと考えた。このキャンバス
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をスマートフォンで表示した時の例を下に示す。 
 

 
図 3-9 キャンバス画面図 
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第 4 章 旅行計画手順の評価 
4.1 利用実験 

4.1.1 利用実験手法 
以上、本論文で提案する新サービスについて、有用性を検証するために評価利用実験を

行った。 
 実験の方法は被験者に架空の旅行計画を想像してもらうと同時に筆者が旅行支援者の役

割を担い、旅行支援用キャンバスを用いつつ旅行計画のシミュレーションを行う。そして

旅行計画を実行した感触などをいくつかの項目に応じてインタビュー調査していくもので

ある。被験者は計 12 名。内、静岡大学情報学部生が 3 名。他大学生が 9 名である。年齢は

利用実験当時 19 歳～22 歳の間である。 
また、目的重視型と雰囲気重視型共に 14 件ずつの利用実験を行った。14 件の中の内訳と

して、個人旅行のシミュレーションが 9 件、複数人旅行のシミュレーションが 5 件である。 
 ここで最初に、行った利用実験の例の 1 つを手順ごとに示していく。今回複数人旅行を

する目的重視型の被験者を例として取り上げた。 
 
1. 始動 
 旅行計画のスタートである。ここで被験者は友人と 2 人で北海道へ 1 泊 2 日で行くこと

を目的として計画を立て始めた。一番の目的はさっぽろ雪まつりの見物とし、また北海道

独特の食事を嗜みたいという願望に基づき計画を進めることにした。 
 
2. 構築－1 
 まず、旅行計画を始めるときに被験者が作成したキャンバスを表示する。なお、今回キ

ャンバスは 3.2.2 で取り上げた概念のみを表示したキャンバスを利用する。 
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図 4-1 キャンバス例：構築-1 

 
 赤の実線で囲んだ項目は、始動フェーズにて最初に決まった項目であり、水色の実線で

囲まれた項目はこの構築－1 のフェーズで決まった項目である。 
 
3. 評価－1 
 次に本実験で旅行支援者を務める筆者が構築フェーズで作成されたキャンバスを評価す

る。この評価フェーズで提案された内容は以下のとおりである。 
 
 往復で航空券を購入することで安く済む場合がある 
 学生 2 人で安く泊まることができる宿泊施設をいくつか挙げる 
 スケジュールの提案 
 
4. 学習－1 
 ここでは旅行支援者が評価した内容に関して、被験者に見直し・議論を行ってもらった。

議論の内容としては、スケジュールと交通手段、宿泊施設の決定を行った。特に、評価フ

ェーズでされた交通手段に関しての提案に基づき、航空券の手配を重視していた。簡単で

はあるが、インターネットで調査を行った。 
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5. 構築－2 
 2 回目の構築フェーズである。学習フェーズで見直された計画の構築を行った。ここで作

成されたキャンバスは以下の図で示す。赤の実線で囲んだ項目が、評価フェーズと学習フ

ェーズでの見直しを踏まえ、“構築－2”にて最初に決まった項目である。 
 

 
図 4-2 キャンバス例：構築-2 

 
 
6. 評価－2 
 2 回目の評価フェーズである。ここで旅行支援者が行った評価の内容は以下の通り。 
 
 料理店の提案 
 現地の情報提供 
 スケジュールの確認 
 
 スケジュールの確認とは、旅行者が行程表に記入したスケジュールに無理がないかを検

証することである。例えば、新千歳空港から札幌市街までは 50km ほどあることを考え、



 

28 
 

スケジュールの多少の変更を要請した。 
 
7. 学習－2 
 スケジュールを 8 割がた立て終えた。雪まつり以外は行く場所について詳しく決めるこ

とはせず、自由に散策することで旅行を楽しみたいということで考えが一致した。結果的

に、自由に市内を散策する時間が増えることとなった。 
 
8. 構築－3 
 3 度目の構築をもって、本実験での旅行計画は完了した。最後のキャンバスを表示する。

青の実線で囲んだ項目が、“構築－3”にて新しく決まった項目や修正された項目である。

また、“構築－2”で書かれた項目については、赤字で示してある。 
 

 
図 4-3 キャンバス例：構築-3 

 
 以上、利用評価実験を行ったときの例の 1 つを紹介した。今回は被験者の目的があらか

じめはっきりしており、雪まつりが行われる 2 月 5 日(木)～11 日(水)まで(2015 年の予定)
でいつ行くかということが重要であった。また、コストも重要視しており、極力費用のか

からないような交通手段や宿泊施設の提案を行ったので、その中から被験者の間で議論し
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て決めるという形をとった。 
 

4.1.2 評価方法 
 次に評価の方法について述べる。 
 評価項目は以下の項目とし、これらの質問内容についてインタビュー調査を行った。 
 

1. 本サービス全体の満足度 
2. キャンバスの内容は充実していたと感じたか 
3. キャンバスに付け加えて欲しいと感じる項目などはあるか ※自由記述 
4. 旅行計画を効率的に進めることができたと感じたか 
5. 旅行計画を進める上で面倒さを感じたか 
6. このサービスがシステムで実用化された時に使いたいと感じるか 
7. 意見・要望・疑問等 ※自由記述 

 
 以上、計 7 項目である。評価方法として、「※自由記述」と付されているもの以外の項目

は全て 1~5 の 5 段階評価とした。この結果から考察をする。次節から利用実験の結果を示

していくが、目的重視型と雰囲気重視型のアンケート結果を比較しながら表示していく。

個人旅行と複数人の旅行の結果を別々に表示する。また、5 段階評価をしたものの結果につ

いては、棒グラフという形で、自由記述にしたものについては記載されたものをそのまま

表示する。 
 

4.1.3 利用実験結果と考察 
 それでは結果を順に示していく。 
質問 1. 本サービス全体の満足度 

 

 
図 4-4 グラフ―満足度 
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 5 段階評価をする項目の最後にサービス全体の満足度である。全体的に満足した被験者が

多く、一方で悪いと答えた被験者も何人か見受けられた。 
 判断した理由は以下の通り。(3 件代表して抜粋) 
 
 キャンバスが埋まっていく感じがよかった。(個人、目的重視型、回答：良かった) 
 複数だと内容でもめる場合もありそうだが、課題を書いて共有できることは良いと思

う。(複数、雰囲気重視型、回答：良かった) 
 まだ完成してないサービスだと思うが、楽しさがあった。(個人、雰囲気重視型、回答：

少し良かった) 
 
 キャンバスが埋まっていくことやキャンバスを使って旅行計画ができていくことに利点

を感じた被験者が多かったと考えられる。従来通りの旅行計画を好む被験者も見受けられ

たが、キャンバスを書くことにも楽しさを見出した被験者が多く、旅行計画を進めるうえ

で楽しさを感じられるという目的に近づくことができた。ただ、被験者が 2 周目のフィー

ドバックループに入る段階で戸惑い、難しさを感じてしまったことも見受けられた。それ

らは今後の課題と言うべきことである。 
 
質問 2. キャンバスの内容は充実していたと感じたか 

 

 
図 4-5 グラフ―キャンバスの充実度 

 
 キャンバスに関しては内容に満足する被験者が多くいて、高評価を得た。よりキャンバ

スの目的地の項目が重要となる複数の雰囲気重視型に高評価が見られた。 
 判断した理由は以下の通り。(3 件代表して抜粋) 
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 項目が綿密であると感じた。(個人、雰囲気重視型、回答：非常に感じた) 
 必要なことは全部載っていると感じた。(複数、目的重視型、回答：感じた) 
 簡単すぎるのではないかと思う。(複数、雰囲気重視型、回答：あまり感じなかった) 
 
 項目の充実さを述べる一方で、複数人の旅行をするには内容の単純さを指摘する声があ

った。この被験者は雰囲気重視型では目的地を決めるのが難しいのではないかと指摘して

おり、目的地を決めるための環境が必要であるように考えられる。 
 
質問 3. 旅行計画を効率的に進めることができたと感じたか 

 

 
図 4-6 グラフ―効率の良さ 

 
 この問いについては、共に効率的だと感じた人が見受けられた。比較的複数人での旅行

で効率的と感じた人が多い。無駄な作業を減らしてイメージを共有させながら計画を進め

ていくことが効率的な計画に結びついたものと考えられる。 
判断した理由は以下の通り。(3 件代表して抜粋) 

 
 やっている内に確かに決まるのは早そうだと思った。(個人、目的重視型、回答：感じ

た） 
 今までの方法よりも無駄は減らせたと感じた(複数、目的重視型、回答：感じた) 
 どちらにしても場所決めで難航しそう(複数、雰囲気重視型、回答：あまり感じなかっ

た) 
 
質問 4. 旅行計画を進める上で面倒さを感じたか 
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図 4-7 グラフ―面倒さ 

 
 最初は本サービスを使った時の面倒さを聞いた。2 種類の旅行について利用実験を行った

が、面倒さを全く感じなかったという人は総じて少なく、逆に感じてしまった人も見受け

られた。このことから、本サービスは面倒さをなくすということには直結しないものであ

ると結論付けられると考えられる。 
 判断した理由は以下の通り。(3 件代表して抜粋) 
 
 意外と面白かったので面倒とは感じなかった(個人、目的重視型、回答：全く感じなか

った) 
 2 周目以降になって同じことを繰り返してしまいそう(複数、雰囲気重視型、回答：少

し感じた) 
 複数人の場合だとみんなで集まるのが難しいので何周もできなさそう(複数、雰囲気重

視型、回答：感じた) 
 
 1回フィードバックループを抜けた後の2周目の構築以降のところで気になってしまう被

験者が見受けられた。学習フェーズで意識したことを上手く次の構築に活かすことが難し

くなってしまっていると考えられる。 
 
質問 5. このサービスがシステムで実用化された時に使いたいと感じるか 
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図 4-8 グラフ―実用化への展望 

 
 次は本サービスがシステム化し、実用化されたときに利用したいと思えるかを聞いた。

利用したくないと感じた被験者は多くなく、利用したいと感じる被験者の方が多かった。 
 判断した理由は以下の通り。(2 件代表して抜粋) 
 
 完璧な形になれば使ってみたいと思う。(個人、雰囲気重視型、回答：非常に感じた) 
 別に今までどおりで不満はない。(個人、目的重視型、回答：あまり感じなかった) 
 
 環境が整備され、キャンバスも実用的なものとなっており、更にシステム化して実際に

使えるサービスとなったときに、利用してみたいという被験者がいた。一方で従来通りで

の旅行計画を好む被験者もおり、従来のものとの違いを明確にして利点を示していく必要

がある。ここでいう利点とは、フィードバックループのサイクルを回していくことで、短

い時間で効率的に旅行計画を進めることができることにある。 
 
 質問 6 キャンバスに付け加えて欲しいと感じる項目などはあるか 
 
 持ち歩くことを考えてメモ欄を増やすなり連絡先を書く欄が欲しいと思った 
 メンバーの項目をもう少し充実させるといいと思った 
 
質問 7 意見・要望・疑問等 

 
 キャンバスはいつでもすぐに見られるようなものにするべきだと思う 
 欄が足りなくなったとき困りそうだった 
 重要な項目があればそれを示してくれるとありがたいと思う 
 キャンバスについて、どこまで書くべきなのかが不安。実用化したら他の人が書いた
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キャンバスを見られるようにするべきだと思う 
 
 まずキャンバスについてであるが、キャンバスは旅行の際に持ち歩き、いつでも見られ

る状態にあることを望む被験者が見受けられた。もし本システムがアプリケーション化を

図れた場合は、スマートフォン端末などを通していつでも見られる状態にすることは可能

である。また、欄の容量がせまいということに関しては、画面の配置を工夫することで解

決することができるだろう。 
 また、旅行においてほかの旅行者の経験談というものは重要な情報になりえる。よって、

システム、もしくはアプリケーション化がなされたときに他の旅行者が作成したキャンバ

スを見られるような工夫は必要であると考えられる。 
 
4.2 本サービスの開発過程に関する評価 
最後に、本論文で提案したサービスについて、開発過程に関して評価を行った。 

 
4.2.1 構築－計測－学習 

 ここで、開発過程のイメージ図を下部に示す。 

 
図 4-9 開発過程 

 
本サービスの開発においてもリーンスタートアップの考え方は導入した。構築－計測－

学習といったサイクルを回すことで最終的に実用化を目指そうというものである。各フェ

ーズについて述べていく。 
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1. 学習－0 
 本サービスの開発は、図にもあるように最初はリーンスタートアップの学習と地図や観

光業への興味からスタートした。 
 
2. 構築－1 

本サービスの考案の元となるものとしては、過去に開発したグループ旅行計画支援サイ

トになる。このサイトの開発は 9 月 6 日～8 日の間に 5 人のグループのメンバーで行ったも

のである。開発の際、リーンスタートアップを導入した。最初にキャンバスを書き、その

キャンバスに沿って開発を進め、評価を受けて見直しという手順を繰り返すことで開発を

進めた。そして段階的にサイトの構築を行っていったものである。 
 
3. 計測・学習－1 
 ここでは開発したサイトの発表を行い、それによって受けた評価から見直しを行い、次

の構築に活かしていった。 
 
4. 構築－2 
 ここでグループ旅行計画支援サイトの開発は終了した。一旦の成果物を発表し、ひとま

ずの完成を迎えた。 
 
5. 計測・学習－2 
次にサイトを作成した後の学習の中で、旅行において面倒で無駄な部分ができてしまう

ことに気付いた。特にグループ旅行においては場所を決めるための議論や、グループ間の

コミュニケーションが重要となる。これらがグループ旅行においての問題点であり、これ

らの解決には作業の効率化を図ることのできるリーンスタートアップが最適であると考え

た。また、2.1 で述べたような旅行の計画を立てるうえでの問題点もあり、リーンスタート

アップが旅行計画の非効率さなどに効果的なのではないかと考えた。その結果、3.2 で述べ

た学生旅行の実態調査を経て、旅行計画にリーンスタートアップを応用することでより効

率的でかつ楽しさを持ち合わせた良質な旅行計画を目指し、サービス案の構築を進めてい

ったものである。 
 
6. 構築－3 
 ここでのフェーズが本論文で述べてきた新サービスの提案にあたる。3.2 で、学生旅行の

実態調査と旅行型の組分けを行い、3.3 でサイクルの構築を、3.4 で 2 つの旅行型について

キャンバスを作成した。 
 
7. 計測・学習－3 
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 構築でできたサービス案に基づき、4.1 で述べた利用実験を行った。 
 
8. 構築－4 
 本論文の最後は実用化提案を行う。本サービスが実用化して多くの人が使えるようにな

るには、まだ検討するべき課題があると考えられる。これは 3.4.4 で述べたことであり、ま

た、後で 4.3 でも述べていく。 
 

4.2.2 リーンキャンバス 
 ここで、本サービスにおいて考えられるリーンキャンバスを表示する。 

 
図 4-10 本サービスのキャンバス 

  
特に課題で挙げた 3 つの項目を解決するためのサービスを本論文で提案してきた。 
チャネル・コスト・収益の流れそれぞれの項目が空欄となっている。これらは本論文で

提案したサービスの時点では考慮することができなかった項目である。 
 
4.3 実用化に向けての考察 
 以上のことから、本サービスの実用化に向けて、考察を行う。 
 まず 4.1.3 の 4-8 の図で示した結果から、実用化されたときにどれだけの人が使いたいと
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思っているかについて分かった。少しでも感じたと回答した被験者が見受けられた。キャ

ンバスを書いていくことに楽しさを感じる被験者もいて、非常に感じたと回答した被験者

が少なかった。この非常に感じたと回答した被験者が少ないことに、まだ被験者を満足で

きるサービスとなるには足りなかったように感じる。 
 また、本サービスの考案のためのキャンバスにおいて埋まらない 3 つの項目ができた。 

1 つ目にチャネルである。チャネルとは、顧客にどのように広めていくかというものであ

る。実用化されたときに、このシステムを利用者に売り込む手段について、これから考え

ていくべきであることのように思われる。 
 2 つ目にコストである。コストは開発にかかるコストのことである。本論文でここまで述

べてきたシステムの考案にはコストはかかっていない。ただこれからシステムかしていく

にあたっての開発コストはまだ考慮されていない。また、実用化された後も運営費など、

コストがかかってしまうことが見込まれる。これらを踏まえ、実用化のためには開発コス

トも念頭に入れた企画が必要となる。 
 最後に収益の流れである。考えられる収益であるが、これもまだ考えられてないように

感じた。実際に使えるシステムとなったときにどこから収益を確保するかについても検討

するべきであると思われる。 
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第 5 章 結論 
5.1 結論 

 以上、本研究では旅行計画にリーンスタートアップというビジネス企画手法の考え方を

応用することで効率的な旅行計画を可能とする環境の提案を行ってきた。特にリーンスタ

ートアップの考え方の中でも、フィードバックループと呼ばれるビジネス企画手順やキャ

ンバスというものを用いて旅行計画の新しい手順を示してきた。 
 まず新サービスの考案に向けて、学生旅行の実態を探るために、33 名の学生を対象に実

態調査を行った。そこで得られた結果を元に、旅行のタイプを目的重視型と雰囲気重視型

の 2 つに分けた。 
 フィードバックループの考え方については、構築フェーズで作成した旅行スケッチを素

早く評価し、学習して次に活かすといった手順を踏むことで旅行計画での効率さを求めた。

それは実際にフィードバックループの手順を踏んだ利用実験を行うことで効率的な旅行計

画ができたと感じる人が多かった。 
 また、旅行計画用キャンバスについては、学生の旅行実態調査の結果に基づいて分けた

旅行型によって 2 種類のキャンバスを作成した。実用化のためには 3.4.4 で表示した、より

利用者の旅行意欲を喚起するためのキャンバスを表示した。キャンバスの内容に関しては

利用実験の被験者から充実しているという評価を多く受けた。 
 

5.2 今後の課題 
 本研究で提案した新サービスについて、今後の課題として 2 点を挙げる。 
 

5.2.1 環境の整備 
 まず今回リーンスタートアップを応用しての旅行計画の更なる環境の整備が必要である

と考えられる。 
今回はリーンスタートアップというビジネス企画手法を応用してみたが、他にも応用で

きるビジネス企画手法が存在する可能性もある。他のビジネス企画手法や手順自体の見直

しなど、環境の整備を通して更に利用者の旅行意欲が喚起できるような環境の提案が期待

される。 
 また、環境の構築において再び利用者に評価を受ける必要があるが、その方法について

も課題となるべきことがある。4.1 で行った利用評価は旅行に行くというシミュレーション

の下での評価であった。この評価を、本サービスを利用して実際に旅行に行った被験者に

行ってもらうことが必要になると考えられる。旅行を通した声を聞くことで環境の更なる

整備につなげることが重要となるため、今後時間的制約等に余裕が見込まれる場合に行う

ことが課題となると考えられる。 
 

5.2.2 システム化 
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 次に本サービスが実用化への見通しが立ったとき次の段階として考えられるものが実際

のシステム化、もしくはアプリケーション化である。そして、キャンバスのところで埋め

ることができなかったチャネル・コスト・収益の流れの 3 つの項目についても明確にして

おくべきだと考える。実際にシステムとし、本サービスがオンラインで動くものとなった

とき、新しい旅行計画の形となることを期待する。 
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付録 
 
1. 旅行データ収集全結果 

(赤色の着色：重視した項目の 1 位 黄色の着色：重視した項目の 2 位 
水色の着色：重視した項目の 3 位) 
 

 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
年齢・性別 20代・男 20代・男 20代・男 20代・男 20代・男 20代・男 20代・男 20代・女 20代・男 10代・女
地名 イギリス 大阪 兵庫・大阪 茨城 山梨 イギリス 福岡 岡山・広島 アメリカ 千葉
時期 2013.3 2014.11 2014.9 2014.11 2013.9 2014.3 2014.11 2014.9 2013.3 2012.3

1 課題 サッカー サッカー 野球 サッカー 富士急 旅行したい サッカー 親戚に合う 留学 卒業旅行
2 顧客セグメント 友人の父 友人 恋人 恋人 友人・ホームステイ友人
3 独自の価値提案 イギリスに行く 誕生日 誕生日 イギリスに行く 大事な試合 ホームステイ ディズニーランド
4 ソリューション 友人の父 計画 計画 学校
5 チャネル(調査手段) ネット・ガイドブッネット ネット ネット ネット ネット・経験者 ネット ネット・現地の人 ネット・書籍 ネット
6 収益
7 コスト 10万+α 約３万 色々 チケット代+交通費 チケット代+交通色々 色々 色々 20万 色々
8 主要指標
9 優位性

No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年齢・性別 20代・男 20代・男 20代・男 20代・男 20代・女 10代・女 20代・男 20代・男 20代・男 20代・男
地名 静岡 東京 茨城 アメリカ シンガポール 北海道 ブラジル 四国 ドイツ 宮城
時期 2014.9 2014.12 2014.3 2014.9 2014.3 2012.3 2014.6 2013.8 2014.3 2014.5

1 課題 研究室合宿 サッカー サークル合宿 旅行 旅行 旅行 ワールドカップ 旅行 旅行 ライブ
2 顧客セグメント 研究室メンバー友人 サークルメンバー 友人 友人 友人 友人
3 独自の価値提案 研究室合宿 大事な試合 サークル合宿 親戚に会う 卒業旅行 ワールドカップ お遍路参り アイドル
4 ソリューション
5 チャネル ネット・電話 友人 ネット 現地の人 ネット ネット・ガイドブッネット・ガイドブッネット・ガイドブック ネット・ガイドブックネット・電話
6 収益
7 コスト 約3万/人 チケット代+交通費約3万/人 色々 色々 色々 色々 色々 色々 色々
8 主要指標
9 優位性

No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年齢・性別 20代・男 20代・男 20代・女 20代・男 20代・男 20代・男 20代・女 20代・男 20代・男 20代・男
地名 広島 石川 東京 静岡 茨城 東京 オーストラリア 北海道 岡山・広島 ブラジル
時期 2014.3 2014.7 2014.1 2012.8 2014.9 2014.7 2014.3 2013.8 2014.8 2014.6

1 課題 旅行　 祭りの参加 ライブ 旅行 アニメ聖地巡り 握手会 卒業旅行 稚内に行きたい 個人旅行 ワールドカップ
2 顧客セグメント 友人 友人　 友人 友人 友人 友人
3 独自の価値提案 年に一度の祭り ライブ 仲良くなってから初の旅アニメ AKB 学生最後の旅行稚内に行くこと 何も調べずに行くワールドカップ
4 ソリューション 友人の親戚
5 チャネル ネット ネット・パンフレットネット・現地人 ネット・知識 ネット ネット・記載情報ネット・ガイドブッネット なし ネット・旅行会社
6 収益
7 コスト 色々 色々 色々 色々 色々 交通費 色々 色々 色々 色々
8 主要指標
9 優位性

No. 31 32 33
年齢・性別 20代・男 20代・女 20代・女
地名 広島 千葉 東京
時期 2014.5 2012.12 2014.1

1 課題 アニメ聖地巡り ディズニー ライブ
2 顧客セグメント 恋人
3 独自の価値提案 アニメ クリスマス ライブ
4 ソリューション
5 チャネル ネット ネット・パンフレットネット
6 収益
7 コスト 色々 色々 色々
8 主要指標
9 優位性
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