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報告者の一人は学生生活の間に多くのビジネスプランコンテストに参加・運営してきた.多くのビジネスプランコンテスト

では,あるアイデアから仮説の設定,構築,検証,修正を実践する仮説のサイクルがあり,静岡大学ビジネスコンテストでも

その方法が用いられている.報告者の一人は,第 8 回ビジネスコンテストを運営し,本イベントを終えて, 最終発表資料や

アンケート調査結果から多くのチームが仮説の設定においての調査不足である問題が見受けられた. そこで,新たな解決

策を提案するため,学生ビジネス提案向けマーケティングリサーチ方法を調査の成果目標,媒体,実施の 3 点から学生にと

っての要件ポイントを抽出した.これらを踏まえ,浜松市地域の社会人を含めたアンケートボランティアコミュニティ Web

サイトである「はままリサーチ」を提案した.そして,Web サイトのプロトタイプを作成し,本イベントの参加学生と浜松で

会社を営む社会人からはままリサーチに対する意見を頂いた結果,次回の本イベントでの必要性があると指示された. 

 

One of the reporters participated and managed many business plan contests during their student life. In many business plan contests, 

there is a hypothetical cycle of setting up, building, verifying, and correcting hypotheses from an idea, Shizuoka University Business 

Contest also uses that method, one of the reporters managed the 8th Business Contest, after the event, many teams set the hypothesis 

from the final presentation materials and questionnaire results In order to propose a new solution, we extracted the requirement points 

for the students from the research result targets, the medium, and the implementation, from the marketing research method for the student 

business proposal, to the proposal of a new solution Based on these, the questionnaire volunteer community website including 

Hamamatsu city community people "Research as it is" Then I made a prototype of the website, and as a result of receiving research 

opinion from students participating in this event and those working in the company in Hamamatsu, I was told that there is a necessity in 

the next event at the next event It was. 
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1. はじめに 

 

1.1 研究の背景 

 報告者の一人は学生生活の間に多くのビジネス

プランコンテストに参加・運営してきた.ビジネス

プランコンテストでは，着目した課題やアイデア

をビジネスまでに育て上げるため，仮説の設定，

構築，検証，修正のサイクルを実践する方法があ

る.これを仮説のサイクルとする. 

静岡大学ビジネスコンテストでも，その方法が

用いられている.しかし，参加者の最終発表資料や

アンケート調査結果から第 8 回ビジネスコンテス



トの問題点として,仮説の設定における調査が不

足していることが見受けられた. 

 一方,昨今は企業においても新ビジネスの提案

や開発が盛んである.新ビジネスあるいは新たな

プロジェクトの立案を模索するためには,地域住

民や関連業者との幅広い情報交換を迅速に行うこ

とが必要と考えられる. 

 

1.2 研究の目的 

本研究では新たな解決策を提案するため,学生

ビジネス提案向けマーケティングリサーチ方法を

調査し,成果目標,媒体,実施の 3 点から学生にと

っての要件ポイントを抽出する. 

 そのうえで,浜松地域の特性を活かした，数ある

起業家や「学生を支援したい」という思いを持っ

た社会人が参加する，学生が仮説の設定をする際

のニーズ調査を支援するコミュニティサイト「は

ままリサーチ」を提案する. 

 

2. 静岡大学ビジネスコンテストの概要と問題点 

 

2.1 静岡大学ビジネスコンテストとは 

孫暁維(2011)によると静岡大学情報学部では，

「大学生が社会人とともにビジネスを論ずること

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」ことを目的とした静岡大学ビジネ

スコンテストが 2011 年から毎年開催している. 

特徴としては，参加者である学生が作成したビ

ジネスプランやアイデアに対し，社会人がワーク

ショップやFacebookでの議論やフィードバックを

返し，参加者は次回までに修正・改善を繰り返す

ことである.(図 1) 

 

 
図 1 静岡大学ビジネスコンテストの仮説のサイ

クル 

 

このサイクルを実行することにより，グループ

内の議論が効率的に進み，自チームのビジネスプ

ランが有効である確実性を示したうえでワークシ

ョップや最終発表で主張することが出来る. 

 

2.1.1 第 8 回ビジネスコンテストについて 

第 8 回ビジネスコンテストは湯浦研究室の 4 年

生が主催し，報告者の一人が指揮を務めた.参加者

は 20 名で 1 チーム 3～4 名で計 6 チームであった.

静岡大学情報学部の学生だけではなく，静岡大学

工学部から 1 チームの参加があった. 

参加者にはビジネスコンテストに参加する前に

キックオフセミナーにて活動スケジュールとコン

テストの目的，審査項目，Facebook の登録・活用

方法を説明し，後日チーム登録を Facebook 上で行

った. 

1 カ月の期間で 1 週間に 1 回のワークショップ

を 2 回経て,最終日で審査するスケジュールとな

っている. 

例年の静岡大学ビジネスコンテストは 1 カ月の

開催期間中に 3 回のワークショップを行うが，第

8 回ビジネスコンテストは運営側の不都合により，

ワークショップが 1 回分少なく行われた.なお期

間は 1 カ月と例年と変わらない. 

 

2.2 静岡大学ビジネスコンテストの問題点 

 

2.2.1 審査用紙のコメントの分布 

48 枚の最終発表の審査用紙のコメント欄からコ

メント 38 件があった.そのコメントから内容ごと

に分類を行い,集計した.その結果,ビジネスプラ

ンのある部分に関して指摘するコメント(31件)と

その他感想を述べるコメントに分けられた.その

指摘コメントでは多い順から, 調査 9 件, ソリュ

ーション 5件,価値提案 4件,競合分析 3 件,実現可

能性 2件,ビジョン 2 件,ターゲティング 2 件,セグ

メンテーション 2 件, 収益性 1 件,事業展開 1 件



の 10 項目に分けられた. 調査に関する指摘コメ

ントが多いことが分かった. 

 

2.2.2 運営者として感じた問題点  

 報告者らは,各チームが仮説のサイクルにおけ

る仮説の設定での調査が不足していると感じ

た.(図 2) 

 

 

図 2 仮説のサイクルでの問題点 

 

そこで,最終発表資料と参加学生からのアンケ

ート調査の 2 点から分析を行った. 

 

2.2.3 優勝したチームの特徴 

 第 8 回ビジネスコンテストの最終発表の資料を

分析した.その結果,優勝したチームにある特徴が

見受けられた.以下の図 3 が優勝したチームの最

終発表の資料である. 

 

 

図 3 最終発表 1 位チームの最終発表資料 

 

優勝したチームの資料の特徴は，課題を持つ顧

客の数やそれに対する解決策が有効であるか資料

の調査データがあることから示せている(図 3 の

赤太枠で囲んだ部分).この程度まで調査データを

示すことが出来ているのは,6チーム中このチーム

のみであった. 

 

2.2.4 参加者の調査の達成度 

次に第 8 回ビジネスコンテストに参加した学生

むけて,自チームの調査に対する達成度のアンケ

ート調査を行った.(図 4) 

 

 

図 4 第 8 回ビジネスコンテストにおける調査の

達成度 

 

 この結果から,調査に対する達成度が全体的に

低いことが見受けられた.また,調査の達成度が 3

割以下と回答した学生が全体の約 5 割を占めた. 

 これより,本イベントの仮説の設定での調査が

不足していることが言える. 

 

3. 学生ビジネス提案向けマーケティングリサー

チ方法の検討 

 

3.1 現状の問題 

 現状の問題点として,仮説の設定での調査が不

足していることが挙げられた. 

その原因として,メンバーの日程の不一致や多

忙な学生生活，チーム内の意思決定ができないな

どが挙げられる.また，第 8 回ビジネスコンテスト

は例年よりワークショップが一回分少ないことが

原因とも考えられる. 学生にとって単位などの対

価がない中，参加したい意思があることから，上

記の原因を解決する優先順位は低いと判断した. 



そして,実際に参加者の学生に調査不足してい

る理由のヒアリング調査を行った. 

①SNS にビジネスコンテストのアンケートを投稿

すると,周りの友達から学業に対して意識が高い

と思われ,それが羞恥心となる. 

②マーケティングリサーチは行うべきだと思うが,

正直モチベーションが上がらず行動に移せない. 

③自分のチームは先生の紹介によって社会人に調

査することが出来た.人脈がないからとても助か

った. 

 これらから,各チームが調査不足になったと言

える. 

 

3.2 マーケティングリサーチの要件 

 

3.2.1 マーケティングリサーチの目的による分

類 

①探索型調査 

 問題をより正確に把握し,それを解決するため

の仮説を立てるのに役立つ予備情報を収集するこ

とを目的としている.静岡大学ビジネスコンテス

トの仮説のサイクルでは,仮説の設定で行う.(図

5) 

②検証型調査 

 因果関係についての仮説を検証することを目的

としている.静岡大学ビジネスコンテストの仮説

のサイクルでは,仮説の検証で行う.(図 5) 

 

 

図 5 探索型調査と検証型調査 

 

3.2.2 調査の成果目標 

①定性型 

 顧客となる対象者から意見や考えを長い時間を

かけてさらに細かく聞き,テキストベースでデー

タを収集することを目的としている.調査対象を

作為に決め,アポイントメントをとって調査を行

うことが多く,日程の調整を行う必要がある.また,

専門家や企業の人に調査を行う場合は人脈が必要

となることがある.  

②定量型 

 例えば,「50 名に対して 40 名は B という機能に

対して満足に感じ,その比率は,80％である」とい

ったようにある母数に対してある意見を持ち,顧

客がどのくらいいるかを収集することを目的とし

ている. 

 

3.2.3 調査の媒体 

①街頭等の直接会話 

 調査員が街頭や駅前などに出向き,通行人から

無作為に調査対象者を選択し,声掛けをして調査

を依頼する.自宅に訪問する訪問調査や電話によ

る電話調査も他の例としてある.しかし,実際に声

掛けを行うと断られることが多い.そのため,非常

に時間と労力が必要となる. 

②SNS 等のインターネット利用 

 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)

などのインターネット上で友人や第三者にアンケ

ートの回答を依頼する.アンケートの作成は既存

のサービスのGoogleフォームを利用することが多

い.労力と時間がかからず,無料で使えることから,

学生が最も用いる手法である. 

 

3.2.4 調査の実施 

①自分達で実施 

 前項で述べた 2 つを自ら実施する.自チームの

プランの元で実行に移せ,細かな調整を行いなが

ら,必要な分だけコントロールして調査が可能で

ある.しかし,ヒアリングの結果にもあったように,

羞恥心などによる精神的な障壁がある. 

②リサーチ機関に依頼 



 前項で述べた 2 つをリサーチ機関に依頼して実

施してもらう.自チームはリサーチ機関に依頼す

るのみのタスクとなるため,手間がかからない.ま

た,調査に対して専門的であるため安心感がある.

しかし,その分コストがかかってしまう. 

 

3.3 学生の要件ポイント 

 要件ポイントとして目的による分類では,仮説

の設定での調査不足を解消することを本研究では

目的としているため,探索型調査を用いる.成果目

的では,定性型を実行することによる学生にとっ

ての負担を軽減する必要があり,定量型はアンケ

ート調査などの学生が取り組みやすい方法がある

ため,両方を要件として採用する.媒体は労力と時

間のかからないインターネットを用い,実施はコ

ストのかからない自らで実施を選択する. 

 

4. 浜松の特性を活用したコミュニティはままリ

サーチの提案 

 

4.1 浜松地域の特性 

 静岡大学ビジネスコンテストの開催地である静

岡大学浜松キャンパスは浜松市にある.ここ浜松

では，市やベンチャー企業，起業家の間で事業支

援や創業支援が活発に行われている背景がある.

そのため,学生のような若者を支援や協力したい

と思う社会人は多い. 

本研究では,この特性を活かしたいと考えた. 

 

4.1.1 浜松市役所の取り組み 

浜松市公式ホームページによると，平成 29 年 5

月に浜松市は「日本一の起業家応援都市」を宣言

し，創業者や大学などを支援する取り組みが行わ

れている.また，浜松では，シリコンバレーのよう

な起業家がベンチャービジネスを興しやすく，若

者がチャレンジできる「起業の街，浜松」を目指す

べく，「浜松バレー構想」が進んでいる背景があ

る. 

 

4.1.2 浜松の起業家・ベンチャー企業コミュニテ

ィとイベント 

 浜松には企業やベンチャー企業が浜松の起業家

や創業者の支援や意見交換するためのコミュニテ

ィやイベントがいくつか存在する.その中の 3 つ

を取り上げる. 

① 浜松起業家カフェ 

 浜松起業家カフェ(浜松起業家カフェ HP)とは,

浜松市が「はままつスタートアップ」という起業

や開業を志す人々を支援する事業の一環として，

知識習得，資金調達など起業に関して無料で様々

な産業分野の相談ができる総合窓口のことである. 

報告者の一人は過去にビジネスプランコンテスト

に参加したときに利用した.学生のアイデアに対

して熱心かつ丁寧にアドバイス・相談に乗ってい

ただけた. 

② Hamamatsu Venture Tribe 

 Hamamatsu Venture Tribe(HVT HP)とは,浜松を

拠点としている 5 社のベンチャー企業の代表取締

役社長によって，浜松でアントレプレナーシップ

が溢れる起業家を増やすため，立ち上がったコミ

ュニティである.そこでは，浜松のベンチャー企業

の人などが自分の会社の事業内容や考えているビ

ジネスプランを発表し，その後交流会をする.報告

者の一人は参加時に，多くの社会人と交流を深め

ることが出来た. 

③ Startup Weekend 浜松 

Startup Weekend Hamamatsu(SW 浜松 HP)とは，

金曜日の 18 時から日曜日の 21 時までの間でアイ

デアをカタチにするための方法論を学び，スター

トアップをリアルに経験することが出来るイベン

トである.ここ 2 年間で 6 回行われ，今までに多く

の人が参加し，今では 100 人を超える大きな起業

コミュニティとして発展している. 過去に報告者

の一人は 3 回参加し,浜松の学生や社会人と交流

し,イベントを盛り上げた. 

 

4.2 はままリサーチの提案 

 



4.2.1 はままリサーチの目的 

 新ビジネス立案のための調査を目的としたコミ

ュニティ「はままリサーチ」を提案する. 

はままリサーチでは，3.3 で述べた要件ポイント

を満たすために，静岡大学ビジネスコンテストな

どのビジネスプランコンテストに参加している学

生に対して，「支援したい」「調査に協力したい」

「学生のビジネスプランに興味がある」という思

いを持った浜松地域の人々を一つのコミュニティ

Web サイトに集約させる.ビジネスプランコンテ

ストに参加する学生に調査を行う場を提供する. 

 

4.2.2 はままリサーチの構成 

 はままリサーチは,はままリサーチ Web サイト

と利用者から構成される.(図 6) 

 

 

図 6 はままリサーチの構成 

 

①「はままリサーチ Web サイト」 

主に「アンケート DB」「アンケート結果 DB」

「イベント DB」「登録者 DB」の 4 つから構成さ

れる. 

②「アンケート DB」 

投稿されたアンケートを溜めて管理するための

要素である. 

③「アンケート結果 DB」 

回答されたアンケートデータを蓄積するための

要素である. 

④「イベント DB」 

利用登録されたイベント情報などを蓄積するた

めの要素である. 

⑤「登録者 DB」 

 はままリサーチのWebサイトの登録者情報を管

理,保管,蓄積するための要素である. 

⑥「ビジネスプランコンテスト」 

静岡大学ビジネスコンテストなどのイベントを

指す.将来的には,その他の浜松で開催する学生向

けのアイデアソン,ハッカソン,プロジェクト立案

系のイベントも対象である. 

この要素は,主催するイベントの名前,内容,掲

載終了日,代表者,チームやチームのメンバー氏名

などの情報を記入し,運営から承認され次第,「イ

ベント DB」に登録ができる. 

 

4.2.3 はままリサーチの利用と効果 

 はままリサーチの利用者は,アンケート依頼者,

アンケート回答者と運営者である.(図 6) 

⑦「アンケート依頼者」 

 「イベント DB」に登録されているイベントに参

加する学生を対象とする.「学業が忙しいから，時

間や労力をあまり使わず調査をしたい」「広い人

脈がないので，企業の人にアポイントメントが取

れない」「調査することに精神的な障壁がある」と

いった思いを持つ学生が主なターゲットである. 

 この要素は,参加しているイベントがはままリ

サーチのWebサイトに登録している条件のもと利

用が可能となる.アンケートの作成し,「アンケー

ト DB」に投稿することができ,その結果を閲覧す

ることもできる. 

効果として,コミュニティ内のセグメントがビ

ジネスプランに対して意欲が高い人ばかりである

ため,羞恥心なく,無料で作成・投稿を行うことが

出来る.また,アンケート方式であるため,定量調

査ができる.そして,社会人が回答を行うことから,

自由記述の記入率が高くことや回答の質が高いと

考えられるため,定性調査もできる.最後に,イン

ターネットを利用するため,時間や労力の負担が

少ない. 

⑧「アンケート回答者」 



 浜松のベンチャー企業や起業家のコミュニティ

やイベントに参加・運営する社会人を対象とする.

「学生のビジネスプランやアイデアに興味がある」

「頑張っている学生を支援したい」「学生の調査

に協力したい」といった思いを持つ社会人がター

ゲットである. 

 はままリサーチ Web サイトの利用にあたって,

新規登録を行う必要がある.新規登録は「新規登録

画面」(図 7)にて,氏名,メールアドレス,性別,生

年月日,職業などの情報入力し,承認され次第,「登

録者 DB」に登録される. 

 

 
図 7 プロトタイプの新規登録画面 

 

登録完了後,「アンケート DB」からアンケート

を閲覧・選択し,アンケートに回答することが出来

る.また,アンケートの属するイベント内容を参照

することが出来る.回答したアンケートは,任意で

プロモーションしたい広告を添付して「アンケー

ト結果 DB」へ送られる. 

効果として,アンケート回答後にビジネスプラ

ンコンテストに参加している意識が高い学生に向

けて,企画・運営するイベントやインターンシップ,

企業情報などのプロモーションができる.また,ア

ンケートに回答やコメントすることで学生のビジ

ネスプランの支援に繋がり,貢献することが出来

る. 

⑨「運営者」 

 候補ではあるが,学生主体としたサークル団体

が受け持つことを考えている. 

 この要素は,はままリサーチの Web サイトのメ

ンテナンスや,イベント・利用者の登録承認を行う. 

以上の要素からはままリサーチは構成される. 

 

4.2.4 はままリサーチのチャネル 

 はままリサーチのアンケート回答者へのチャネ

ルとしては，4.1 で紹介した 3 つのイベントやコミ

ュニティに出向いてプロモーションすることが有

力であると考えられる.また，はままリサーチは

Web で構成されているため，検索のアクセスを伸

ばす意味でもSEO対策をすることでプロモーショ

ンに繋がると考えられる. 

 はままリサーチに登録するイベント主催者への

チャネルとしては，大学機関や研究室，ビジネス

計画系イベントに向けてプロモーションを行う. 

 

4.2.5 はままリサーチにおけるリスク 

 はままリサーチにおけるリスクとその対策を以

下に示す. 

 

 

図 8 はままリサーチにおいて考えられるリスク

とその対策 

 

4.2.6 はままリサーチの事業展開 

 初期段階では,アンケート依頼者はビジネスコ

ンテストに参加する学生とし,回答者は地域の社

会人のコミュニティとする.次の段階では,新しい

ビジネスを住民や学生と一緒に考えたいが,議論

する場に欠乏していることからアンケート依頼者

を地域の学生および社会人とし,回答者も地域の

学生および社会人のコミュニティに幅を広げる.



さらに次の段階では,他の地域への展開をするこ

とである. 

 

4.2.7 はままリサーチの収益 

 はままリサーチは当面ボランティアを中心に運

営するが,Web サイトの運用・保守など最低限のコ

ストを賄うために,広告収益モデルで収益を上げ

る方針である.浜松のサービスであるため，浜松に

ある飲食店や小売店などの広告を打つことができ

る.また，浜松で開催予定のイベントやセミナーな

どを宣言することが出来る. 

  

5. はままリサーチ Web サイトのプロトタイプ 

 

 本研究では,はままリサーチの Web サイトのプ

ロトタイプを作成した. 

 プロタイプのツールは,「CanvasFlip」という無

料でプロトタイプの作成ができるWebサービスで

ある.サービス内に,あらかじめ作成したデザイン

を流し込み,デザイン内にボタンを指定すること

で画面を遷移させることが出来る. 

 プロトタイプを作成した目的は,過去に静岡大

学ビジネスコンテストに参加した学生からはまま

リサーチの評価を得ることである. 

 

6. はままリサーチの評価 

 

6.1 静岡大学ビジネスコンテスト参加者の意見 

 

 本節では，はままリサーチの評価を行うべく，

静岡大学ビジネスコンテストに参加した学生,計

18 名に対し(以下から調査対象者という)アンケー

ト調査を行った. 

 調査前に，調査対象者に向けてはままリサーチ

の目的とターゲット，サービス構成を説明した後，

プロトタイプを実際に動かしイメージを膨らませ

た. 

 

6.1.1 アンケート依頼に対する精神的な障壁 

 図 9 は調査対象者に「はままリサーチでアンケ

ート依頼する場合，精神的な障壁はありますか」

の質問に対する結果である. 

 

 

図 9 アンケート依頼に対する精神的な障壁のア

ンケート結果 

 

 結果は「ない」「ややない」に合計 15 名が答え

た.これにより，はままリサーチでアンケートを依

頼することに対して抵抗や障壁があまり感じられ

ないと捉えることが出来る.これにより,課題とし

てあった羞恥心による調査不足が解消されると考

えられる. 

 

6.1.2 はままリサーチの必要性 

 図 10 は調査対象者に「はままリサーチを静岡大

学ビジネスコンテストに導入した場合，利用した

いと思いますか」の質問に対する結果である. 

 

 

図 10 はままリサーチへの必要性のアンケート

結果 

 

 嬉しいことに半数以上が「利用したいと強く思

う」と回答した.これよりはままリサーチを静岡大



学ビジネスコンテストへの導入が必要とされてい

ることが判明した. 

  

6.1.3 はままリサーチの汎用性 

 図 11 は調査対象者に「他のビジネスプランコン

テストでも，はままリサーチは利用できると思い

ますか」の質問に対する結果である. 

 

 

図 11 はままリサーチの汎用性のアンケート結

果 

 

 「ややできる」「できる」の回答が過半数で，他

のビジネスプランコンテストでの利用ができるこ

とが分かった. 

 

6.2 浜松の起業家による意見 

 はままリサーチの利用者側として，浜松のベン

チャー企業の代表取締役社長 3 名から意見を頂い

た. 

・是非協力したいし,他にも協力してくれる人は

いる.すぐに実現できそう. 

・学生の考えていることに興味があるので，是非

協力したい.将来的に,学生と社会人が繋がるサ

イトになればいい. 

・地元の学生を支援したい社会人はたくさんいる

と思うし，私もその一人です.是非,作ってほし

い. 

 実現可能性が高いなどの非常にポジティブな意

見が多く得られた. 

 

7. おわりに 

7.1 結論 

 本研究では，第 8 回ビジネスコンテストの問題

点である仮説の設定での調査不足があり，その原

因を学生にとっての要件ポイントとして抽出した.

これらを踏まえ,地元浜松の特性を活用したアン

ケートボランティアコミュニティサイトである

「はままリサーチ」を提案した. 

 「はままリサーチ」に対する評価を静岡大学ビ

ジネスコンテストの参加者に向けてアンケート調

査を実施したところ，次回の第 9 回ビジネスコン

テストで,はままリサーチを利用したいか問いか

けたところ，18 名に対して「利用したい」が 10 名

で，「やや利用したい」が 5 名と必要性が支持さ

れた. 

 また，浜松のベンチャー企業や起業家コミュニ

ティに参加する社会人に「はままリサーチ」に関

するヒアリングを行ったところ，実現可能性が高

く，必要性が支持された. 

 

7.2 今後の課題 

 本研究では,今後に向けて 3 つの点で課題があ

る. 

 1 点目は,本研究自体における調査不足である.

はままリサーチの仮説設定のための調査対象者の

数が少ないため,実現への具体性が不十分である.

そのため,調査を続行する必要がある. 

2 点目は,はままリサーチはアンケートによる調

査で,一部支持されたが,実行するまでは至らなか

ったことである.そのため次回の第 9 回静岡大学

ビジネスコンテストを開催する際は,はままリサ

ーチを実際に導入し検証を行う必要がある.また,

社会人における調査依頼のニーズを継続して調査

したい. 

 3 点目は,はままリサーチの実用に向けて管理・

運営を行う必要がある.その候補として,学生主体

で行うことを挙げたが,実際に調査が出来ていな

い現状がある.運営側にとってよりインセンティ

ブな仕組みを組み込むことが必要である. 
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