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近年，世界でスマートフォンの普及とアプリケーションの利用の広まりに伴い，アプリ市場は急成長を見せている．アプ

リ市場は今後も更なる発展をしていくと予測され，非常に注目を浴びている． 
その一方で，IT サービス企画開発の失敗の原因として代表的なのが“顧客ニーズの把握不足”である．そこで，素早い

提案とコミュニケーションを重視した顧客主導型の企画方法として話題のリーン・スタートアップに注目した． 
本研究では，従来の企画方法や開発方法とリーン・スタートアップを比較し，スマートフォンアプリの開発に適してい

ると考えられるリーン・スタートアップをプロトタイプ開発と組み合わせて IT サービス企画開発を実践した． 
IT サービス企画開発の対象は，大人数に対するイベントの発信を目的とした“共有カレンダー”である．開発には，

“Application Craft”と“Parse”という 2 つのツールを使用した．IT サービス企画開発や使用したツールの効果につい

ての分析の結果，IT サービス企画開発が成功するための要素をいくつか得ることができた．一方で，さらに検討していか

なければならない課題についても考察した． 
 

In recent years, with the spread of the use of application and popularization of smartphones in the world, app market is showing 
rapid growth. App market is expected to achieve further development in the future and is getting a lot of attention. 

 Lean Startup is compared with the current planning method and development process and practiced IT services planning and 
development in conjunction with prototyping Lean Startup.  

Analysis of the effect of the tools and IT services planning and development showed some elements for IT services planning and 
development to be successful. 
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1. はじめに 
 
近年，世界でスマートフォンの普及とアプリケ

ーション利用の広まりに伴い，スマホアプリ市場

は急成長を見せている．日本では 2013 年 10 月に

スマホやタブレット端末向けのアプリの売上高が

アメリカを抜いて世界 1 位になった．世界のアプ

リ開発者は 2014 年を日本市場に注力する年にす

べきだと呼びかけている．この競争率の中，やは

り重要になってくるのはアイディアとスピードで

あるだろう． 
しかし，日本では工数増大などのリスク管理を

十 分行ってから開発に着手する，従来のシステム

企画が強く根付いている．また，開発もウォータ

ーフォール型が主流で，段階ごとに十分計画して

から工程を進めるため利用者の評価を得るのに時 
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間がかかる． 
2012 年に“RUNNING LEAN”の日本語翻訳

版が出版され，日本でリーン・スタートアップと

いうスタートアップ法が話題になった．これは，

企画を早く行う方法である．一方，開発について

は段階ごとの計画を省略して利用者の試用評価を

急ぐプロトタイピング用のツールが存在する．し

かし，企画段階の手順との接続については方法が

確立されていない． 
本研究では，リーン・スタートアップと開発

を短期化する最新の開発ツールやネットサービス

を用いたプロトタイプ開発による，IT サービス企

画開発の手順を定義し，学生のグループによって

IT サービス企画開発を実践する．さらに，従来の

企画方法，開発方法やマネジメントとの比較・分

析を行い，IT サービス企画開発が成功するための

要素や今後の課題について考察する． 
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2. IT サービス企画開発に関する従来の方法 
 
2.1 企画方法 

2.1.1  事業立ち上げ 

 J-net21(中小企業ビジネス支援サイト)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

り，独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し

ている．J-net21 は事業計画書作成や各種必要申

請書類などに対応するフォーマットを提供してい

る．成果物が大量にあり，時間をかけて企画を行

っているのがわかる．以下の表が J-net21 で提供

されているフォーマットの一部抜粋である． 
 
表 1 J-net21 で提供されるフォーマット一部抜粋 

出典：参考文献[1] Jnet21 

 
 
2.1.2 リーン・スタートアップ 

リーン・スタートアップとは，トヨタ生産方式

(lean 式)をヒントにした，期間短縮型のビジネス

企画方法であり， 2008 年にアメリカの起業家エ

リック・リース氏が提唱した． 
この方法を最適に活用するためにはビジネスモ

デルの仮説を立てることが重要になる．最初に立

てる仮説は役に立たないという考え方から，柔軟

に変化できる形式の企画書が必要となる．そこで，

アッシュ・マウリャ氏がビジネスモデル・キャン

バスを改良したリーン・キャンバスが企画書とな

る(図 1)．リーン・キャンバスは，9 つの項目から

なるビジネスモデルの検証ツールで，図 1 の各要

素に付した番号の順序に沿って書きあげていく．

このキャンバスはビジネスモデルの仮説を書き出

し，検証するために使われる．リーン・キャンバ

スには高速性・簡潔性・携帯性という 3 つの特徴

がある． 
“Lean”とは，ムダを省き，リソースを効率的

に活用するという意味がある．ここでいうリソー

スとは時間のことである．特に，顧客に関する単

位時間当たりの学習量の最大化を目的としている．

そこで，構築‐計測‐学習を迅速に繰り返す顧客

主導型開発モデルが完成した．仮説やアイディア

の準備ができたら，構築フェーズを行う．明確な

ビジネス仮説を検証するためだけに必要な製品を

素早く構築するという MVP(minimum viable 
product)の考え方に従って，実用最小限の製品を

構築する．次に，計測フェーズで顧客へインタビ

ューしその反応を調べる．次の学習フェーズで計

測によって得られたデータから学び，ピボットの

検討などを行う．これを繰り返し素早く行うこと

によって顧客のニーズから遠ざかることなく製品

を拡大できるようになる． 

 
図 1 リーン・キャンバス 

出典：参考文献[2] 「RUNNING LEAN」 
 

2.2 開発方法 

2.2.1  ウォーターフォール開発 

最もよく使われる開発手法である．上流から下

流にかけて戻ることなくプロジェクトを進めてい

く．プロジェクトの全体像を最初から明確にして

いるため，マネジメントがしやすいというメリッ

トがある．前行程のアウトプットを次工程のイン

プットにするため，プロジェクトの流れがわかり

やすい．ただし，顧客の要件を聞くのは最初の要

件定義のみのため，途中で顧客と開発者の間にビ

ジネスニーズの食い違いが起きてもなかなか発見

できないというデメリットがある． 
 

2.2.2  プロトタイプ開発 

システム開発において，ソフトウェアに対する要

件が複雑かつ不可視であることから，仕様の決定

が非常に難しいという問題があった．そこでその

問題を解決するためにプロトタイプ開発が登場し

た．システムの画面など顧客にとって理解しやす

い部分を先行的に試作し，顧客が評価することに

よってシステムの仕様や機能を確定しながら進め

ていく開発手法である．顧客の評価を開発途中で

入れることによって，顧客側と開発側の誤解を早

期に発見できるのがメリットである． 
プロトタイプ開発が用いられた当初は，試作した

バージョンはあくまで“見栄え”や“技術的なポ

イント”の確認のためであり，アーキテクチャを
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構築していないため危険という理由から，ほとん

どの場合，本番には使用しない「使い捨て」にし

ていた．しかし，1999 年にアジャイルソフトウェ

ア開発宣言があり，アジャイル開発方法論が注目

され，プロトタイプから始まったものを徐々に大

きくしていこうという考え方に変化した．小さく

シンプルな構造を徐々に変更しながらアーキテク

チャを構築するために，機能を追加するときに，

全体に影響が出ないように常に設計を見直して手

直しをすることや，前に作った機能が同じように

動くように注意する必要がある． 
代表的なアジャイル開発方法として，

XP(Extreme Programming)がある． XP は，顧

客を含めたチームでプロジェクトを進めるオンサ

イト顧客という特徴がある． XP は，ターゲット

となる顧客が明確になっていて，さらに開発に積

極的に参加してもらえる場合に，その効果を最大

に発揮することができる． 
 

3. サービス企画開発方法の手順 
 
3.1 要件 

ここでいうサービス企画開発とは，スマートフ

ォンアプリの開発のことである．開発メンバーや

規模は小人数・小規模・短期間である必要がある．

人数や規模，期間が最小限だとお互いが情報共有

を行いやすいというメリットもある．また，実務

経験のない学生をはじめとして，誰でも企画開発

に参加できるということが要件となる．アプリの

内容に制限はなく，自由な提案が可能である． 
 
3.2 考え方 

2.1 と 2.2 で述べた企画方法，開発方法の中か

ら比較を行い，リーン・スタートアップとプロト

タイプ開発を採用した．比較の論点となるのは，

製品の市場と顧客である．スマートフォンアプリ

市場は不確実性が高く，変化も速い．さらに競争

率も高いため，スピードと顧客との適合性が求め

られる．顧客はスマートフォンを使用している人

だが，それでは幅が広すぎてなかなか定まらない．

そこで，顧客開発を行う必要がある．Jnet21 によ

る事業計画書の作成は，スマートフォンアプリの

市場の変化の速さに対応するのは難しい． 
また，スマートフォンアプリは特定の利用者よ

りも，不特定多数の利用者に向けて開発されるこ

とが多い．企画開発の開始時点では顧客を特定す

ることができず，顧客を探しながら企画を進める

必要がある．そこで，顧客をチームの一員として

開発を共に行う XP の開発方法は適用しにくい．

素早い企画と顧客開発を行えるリーン・スタート

アップと顧客にインタビューしながら製品を拡大

していけるプロトタイプ開発が最適であると考え

る． 
 
3.3 手順 

 リーン・スタートアップ，プロトタイプ開発を

用いた IT サービス企画開発の理想的な手順を以

下に示す(図 4)． 

 
図 4 リーン・スタートアップとプロトタイプ開

発を用いた IT サービス企画開発手順 
 
3.3.1 リーン・キャンバス作成 

サービス企画開発はアイディアをだすところか

ら始める．チームで話し合いを行い，サービスの

概要を決める．概要を決めたらキャンバスを書き

始めるが，リーン・キャンバスは顧客主導型であ

るため，ビジネスモデルの要素は顧客セグメント

によって大きく異なる．顧客セグメントが細かく

分類できる場合は，その顧客セグメントごとにリ

ーン・キャンバスを書く必要がある．リーン・キ

ャンバスは，最初に「正しい」答えを求める必要

はなく，時間をかけて進化するため，わからない

ところは空欄のままにしておくことも可能である． 
 
3.3.2 ビジネスモデルの優先順位(リスク検討) 

可能性のあるビジネスプランが揃ったら優先順

位をつける．優先順位をつけるために，リーン・

キャンバスに書いた 9 項目を 3つのリスクの分類

に分けて考える(表 2)． 
表 2 リスク検討 

リスク リーン・キャン

バスの項目 

製品リスク 

(正しい製品を作れる) 

課題 

ソリューション 

独自の価値提案 

主要指標 

市場リスク 

(実現可能なビジネスを

作る) 

圧倒的な優位性 

コスト構造 

収益の流れ 

顧客リスク 

(顧客への経路を作る) 

顧客セグメント 

チャネル 

ここでの目的はリスクを排除することではなく，

排除できそうなリスクかどうかを検討することで

ある．そのために，十分に大きな市場を持ち，製
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品の周りにビジネスを構築でき，その製品を必要

とする顧客に近づけるようなビジネスモデルにす

る必要がある． 
 
3.3.3 インタビュー準備 

 リーン・スタートアップでは，構築・計測(イン

タビュー)・学習というフィードバックを繰り返し

ながら検討したリスクを排除していく．リスクは

一度ですべて解消しないことがほとんどである．

ここで注意するのは，中途半端な学習や否定的な

学習で，早々にピボットや中止の決断をしてしま

うことや，肯定的な学習から必要以上に楽観的に

なり，あとで行き詰まってしまうことである．そ

のためインタビュー相手も重要な要素となる．イ

ンタビュー相手は，将来的に使うチャネルで探す

のが理想的だが，チャネルが確定していない場合

は，身近な人物やその紹介などから始めてもよい． 
 
3.3.4 課題インタビュー 

 課題インタビューでは，課題と顧客の仮説を検

証する． 顧客が直面している課題を本当の意味で

理解する必要がある．最終的な目標は「絶対に必

要な課題」を 1 つに絞ることであり，これが独自

の価値提案になる． 
 
3.3.5 ソリューションインタビュー 

ソリューションインタビューではソリューショ

ンと顧客の仮説を検証する．課題を解決するため

の最小限の機能を定義するために行う．プロトタ

イプ開発によって試作した製品を，実際に顧客に

見せながらインタビューを行うのが効果的である． 
 
3.3.6 リリース(継続的デプロイ)・拡大 

 インタビューをもとにプロトタイプ開発を行っ

て，徐々に機能を追加していった製品のリリース

を行う．しかし，ここで終了ではなく継続的デプ

ロイを実施することが重要である．継続的デプロ

イとは，ソフトウェアを継続的にリリースするプ

ラクティスのことである．リリース後の計測は，

今までの学習と比べて，より効果的な学習が期待

できるとされている． 
 計測の方法は今まで通りの顧客へのインタビュ

ーに加えて，マーケティングサイトを構築するな

ど，徐々に拡大していく必要がある．ここまでく

るとビジネスモデルは安定するが，継続的な学習

を怠らないように注意しなければならない． 
 

3.4 開発ツール 

3.4.1 開発対象となるアプリケーションの種類 

スマートフォン向けのアプリケーションは，主

にネイティブアプリケーション・ハイブリッドア

プリケーション・Web アプリケーションの 3 つの

種類に分類される．それぞれにメリット，デメリ

ットがあり，開発者はどの種類のアプリケーショ

ンを開発するのか検討する必要がある． 
  

3.4.2 開発ツールの選択 

3 で述べた手順の中のプロトタイプ開発の要件

を満たすために，“Application Craft”と“Parse”
の 2 つのツールを用いた．その採用理由を以下に

述べる． 
現在，アプリケーション開発の環境として

“Eclipse”や“Xcode”が普及している．これら

はローカル環境で動作するため，インストールが

必要である．さらに，自動生成の機能があまりな

いため，開発者が記述すべき記述コードが多い．

また，ほとんどの場合はネイティブアプリケーシ

ョンの開発に用いられる． 
それに比べ，“Application Craft”は，Web ブ

ラウザ上でアプリケーションの開発をすることが

できる統合開発環境であり，すべての種類のアプ

リケーションを開発することができる．また，プ

ログラミング経験がなくてもプロトタイプ開発が

行えるようなユーザインタフェースを備えている．

コードエディタも備えており，JavaScript の知識

があるとより本格的なアプリケーションの開発が

行える．  
“Parse”は，2014 年 1 月現在 Baas(Backend 

as a service)の最有力候補の一つである．主な処

理には，ユーザー登録・管理，プッシュ通知，GPS
を活用した位置情報サービスとの連携，Twitter
や Facebook など SNS との連携，データやコンテ

ンツの保存・管理機能などがある． 
この“Parse”と“Application Craft”を連携

させることで，サーバーサイドのコードを書かな

くても，API 経由でクラウドと連動するアプリケ

ーションを効率よく開発できる環境になる(図 5)． 
 

 
図 5 作成した IT サービスの構造 
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4. IT サービス企画開発の実施 
 
4.1 ITサービス企画開発の対象 

IT サービス企画開発の対象としたのは“共有カ

レンダーアプリ”である．共有カレンダーアプリ

の概要は“複数の友人に予定を発信することを円

滑にするアプリ”である．利用者がこのアプリに

登録し，予定を追加するとマイページにある個人

のカレンダーで予定を把握することができる．ま

た，友人追加機能により友人を追加すると，複数

人とグループを作ることができ，お互いの予定を

一つにまとめたカレンダーを表示することができ

る．そのグループのカレンダー内でイベントを発

信すると，グループ内のメンバーにも表示され，

参加・不参加の意思表明ができるようになる． 
 
4.2 ITサービス企画開発の実施 

4.2.1  IT サービス企画開発の体制・スケジュー

ル 

チームのメンバーは，静岡大学情報学部の情報

システムプログラムに所属する 4 人である．企画

チームと開発チームに分かれたが，必要に応じて

全員で考えるなど，きっちりと役割分担を決めず，

チーム内のコミュニケーションを大切にした． 
スケジュールは，前章の手順を理想とし，なる

べく近い形で進めていく．まずは，リーン・スタ

ートアップの目的や開発に使うツールの使い方の

勉強から始める．その後，ビジネス企画に移って

いく．チーム結成から約 1 か月後を第 1 回計測に

設定し，友人協力によるインタビューを行う．そ

の後，約 2 か月後にリリースすることを目標とし

た(図 6)． 

 
図 6 本研究での開発スケジュール 

 
4.2.3 リーン・キャンバス作成 

チームで集まりアイディアを出し合いながら，

実体験をもとに，複数の友人同士で予定を合わせ

るのが困難であるという問題に着目した．課題・

ソリューション・顧客の 3 つの項目に注目し，リ

ーン・キャンバスを作成した． 
 

4.2.4 課題インタビュー 

課題と顧客の仮説検証のため，友人協力 8 人に

課題インタビューを行った．質問は以下の 5 つで

ある． 

 
Q1.所持しているスマートフォンの種類 
Q2.予定把握手段 
Q3.よく使う友人とのコミュニケーションツール 
Q4.Q3 で挙げたツールの最大グループ人数 
Q5.Q3 で挙げたツールの不便な点 
 
 インタビューの結果，予定把握に手帳を用いて

いる人がほとんどであったため顧客セグメントを

狭めることにした．また，友人とのコミュニケー

ションツールは全員が LINE を回答した。不便な

点はほぼ仮説通りであった． 
 
4.2.5 構築(MVP) 

顧客インタビュー後，デザインと開発の 2 チー

ムに分かれて MVP の製作を行った．デザインチ

ームは画面遷移図やクラス図，ユースケース図な

どモデリングを行い，開発チームはデータベース

の構築や，データベースアクセスのプログラミン

グを行った．  
 

4.2.6 ソリューションインタビュー 

構築した MVP を使用してデモを行いながら，

ソリューションと顧客の仮説検証を行った．ここ

では，デモの機能に対する意見や追加してほしい

機能を自由にしてもらった．「プライベートな予

定を隠すこと」や「カレンダー表示の仕方」，「イ

ベント発信へのレスポンス機能が欲しい」という

意見があり，ここから追加機能を検討した．そし

て，友人と予定を共有できることをメインにして

いたが，顧客はイベントへの発信を円滑にする機

能を必要としていることが分かったため，イベン

トの発信がしやすいということをソリューション

のメインにすることにした．ここで，当初の“友

人と予定を合わせるための”共有カレンダーとい

う概要が大きく変更し，“イベント発信をしやすく

するための”共有カレンダーとなったので，その

変更内容をリーン・キャンバスの各要素に反映し

て修正した(図 7)． 

 
図 7 インタビュー結果を反映したリーン・キャ

ンバス 
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4.2.7 構築 

 修正したリーン・キャンバスに沿って，今まで

の成果物の機能を保ったまま新機能を追加するた

め，再びデータベースやプログラミング構造の確

認を行い，デザインの追加も行った． 
 
4.2.8 リリース・計測 

本研究は，“Application Craft”の AC Mobile 
Build という機能を利用して，iOS 向けのアプリ

ケーションのリリースを行った．リリースには，

“TestFlight”という開発者向けの Web サービス

で，テスト用のアプリケーションをテスターに無

料で配布できるツールを使用した． 
共有カレンダー配布後，友人に再びインタビュ

ーを行った．利用した感想や追加してほしい機能

など自由にしてもらったところ，デザインの改善，

動作が遅い，プッシュ通知の追加，LINE との連

携などが挙げられた． 
 

4.2.9 学習 

リリース後のインタビューを行った結果，プッ

シュ通知の検討や，友達追加機能の円滑化，デザ

インの改善などを追加していく必要があることが

分かった．本来ならば，ここで学習したことを次

のバージョンに反映していくことになるが，本研

究の IT サービス企画開発手順の適用評価は一段

落したので，今回の IT サービス企画開発はここ

で終了となる． 
 
5. 評価 
 

今回，IT サービス企画開発を実践した 4 人は，

静岡大学内のプログラミングやデータベース構築

の講義を受講している．また，小規模なシステム

の開発を講義内で経験している．それぞれにプロ

グラミングやデータベース構築，デザインの設計

など得意とする分野があり，非常にバランスのよ

い 4 人であった． 
また，“Application Craft”と“Parse”を使用

することによって 3 ヵ月で開発が行えた．さらに、

リーン・キャンバスを使用し，開発と同時並行で

8人の顧客インタビューを2回行うことができた．

その結果，仕様変更を 2 回し，「本当に必要な」

機能をアプリケーションに反映させることができ

た．この成果を得るためには，チームのメンバー

に以下のような条件が求められると考えられる．  
 
① リーン・スタートアップの目的の理解 
② アジャイル開発方法論(顧客志向型)への慣れ 
③ ソフトウェアツールの使い方 

④ 自立した開発メンバーとコミュニケーション 
 
6. おわりに 

 
本研究では，著しく変化する IT サービス企画

開発の市場において，従来の企画方法や開発方法

とリーン・スタートアップを比較し，リーン・ス

タートアップとプロトタイプ開発を採用した．約

3 ヵ月の間に 8 人への顧客インタビューを 2 回と

仕様変更を 2回行ったことを含めて実践すること

ができた．そして，IT サービス企画開発に必要な

知識や技術を考察した．その上で，本研究の成果

は二つある． 
一つ目は，IT サービス企画開発をより効果的に

実践するために，チームのメンバーに求められる

要素が明確になったことである． 
二つ目は，IT サービス企画開発における企画と

開発の接続方法が明確になったことである．  
IT サービスの市場は日々進化し，求められる技

術も高くなっている．それに伴い，有用な企画方

法や開発方法の提案は数多くあるが，その方法を

効果的に用いられていない場合も多くある．IT サ

ービス企画開発を効果的に用いるために，マニュ

アルを作成することや，本研究で行うことのでき

なかった市場へのリリース実験が今後の課題であ

る．また、本研究の IT サービス企画開発は，静

岡大学情報学部の講義で行ったものであり，企画

力・開発力・チーム力を養うために，今後も多く

の学生に実践してもらいたい． 
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