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 ビジネス計画の開発方法として 2008年にリーンスタートアップ法が誕生した。この手法は新規事業を行う際、仮説の構

築と検証を繰り返し、構築から販売までの体制を正確にすることで失敗のリスクを減らすことが可能であり、仮説の構築と検証

のサイクルの期間を短くすることによって、短期開発につながる。 

 現在、静岡大学情報学部では、学生にプロジェクト開発の経験を身につけるためプロジェクトマネジメントの講義が設けられ

ている。この講義では、構築-計測-修正のサイクルの回数が少ないことや開発したプロジェクト案の実施を行わないため開発し

た案がどれほどの効果をもたらすか分からないというような問題点が見受けられた。 

 本研究ではビジネスの仮説の有効性を早期に評価する方法を開発することにより、構築-検証-修正のサイクルの促進と開

発したプロジェクト案の有効性の評価が実現することを狙う。 

 

The Lean startup method was born as a development method of the business plan in 2008. When we perform a new business, this 

method sets a hypothesis. This method can reduce a risk of the failure by repeating the inspection by the hypothesis. And this is 

connected for development for a short term by shortening a period of the inspection of the hypothesis. 

A lecture of the project management is established now to acquire experience of the project development to students in the Shizuoka 

University information department. However, we found the problems that they didn’t carry out the project plan and there being little 

number of times of the cycle “Construction - Measurement – Correction”. 

The authors aim for the promotion of these cycles and an evaluation of the effectiveness in the project plan being realized. 
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1. はじめに 

2008 年にエリックリース氏が提唱したリーン

スタートアップ法[1][2]は、立案したビジネス案に

対し構築-検証を行い、納得のいかない検証結果が

出た場合は軌道修正をする。そして構築-検証-修

正を納得した結果が出るまで行う。この開発手法

は不確実性をなくす有効な手段であるため、新規

事業によく用いられる。 

現在、静岡大学では、学生にプロジェクト開発の

経験を身につけるためプロジェクトマネジメントの

講義が設けられており、この講義では複数のプロジ

ェクト案の比較検討を促進するため、リーンスター

トアップ法で演習を行っている。 

この講義ではプロジェクト案の構築から顧客レビ

ューを経て修正を行うまでの期間が長いため、構築

-検証-修正のサイクルを行う回数が少ないことや、

開発したプロジェクト案の実施を行わないため開発

した案がどれほどの効果をもたらすか分からないと 
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いうような問題点が見受けられた。 

本研究では、ビジネスの仮説の有効性を早期に 

評価する方法を開発することにより、構築-検証-

修正のサイクルの促進の実現。プロジェクトマネ

ジメントの講義で開発したプロジェクト案の有効

性を学生に実感してもらうことを目的とする。 

 

2. リーンスタートアップ法の概要 

 

2.1 リーンスタートアップ法 

リーンスタートアップ法は 2008 年にエリック

リース氏が提唱した開発方法で、仮説を設定し最

小限の開発を行い検証することによって検証結果

から軌道修正を行うというサイクルを繰り返す。

この方法は検証結果から問題点を抽出し修正を行

うことで、顧客が求めているものを正確に捉える

ことができる。 



 

 

図 1 リーンスタートアップ手法の流れ 

 

2.2 リーンキャンバス 

リーンキャンバス[3]とは、マッシュ・マウリャ

氏が 2008年に提案した、顧客レビューを重視した

短期企画開発の手法であり、事業に必要な事項を

リスクの高いものからテストしていくというビジ

ネスモデル検証ツールである。 

この検証ツールは 1枚の紙にビジネス案が集約

されており、時間をかけずにビジネスモデルの概

要を記述できる高速性、記述した項目を使うだけ

で要点を伝えることができる簡潔性、1 枚の紙に

ビジネス案が集約されているため持ち運びが容易

になるという携帯性の 3つの性質があり、主にリ

ーンスタートアップ法の開発ツールとして用いら

れる。 

なお石田の研究[4][5]で、プロジェクトマネジメ

ントの管理対象と対応付けた拡張リーンキャンバ

スの開発を行っている。 

 

 
図 2 石田の考案した拡張リーンキャンバスと 

記述項目の優先順序 

 

2.3 リーンスタートアップ手法の課題 

リーンスタートアップ法は、小規模な検証を元

にフィードバックを繰り返すという方法をとるた

め、このフィードバックまでの期間が短ければ開

発期間の短縮につながるが、フィードバックに時

間がかかってしまうと開発期間の長期化につなが

ってしまう。早期開発の重要性については 2.4に

て述べる。 

2.4 早期開発の重要性 

ビジネス計画において早期の開発・市場参入[6]

はとても重要である。早期の開発・市場参入によ

って得られるメリットを以下に示す。 

 

(1)人件費のコストがかからない 

(2)人員を次のプロジェクトに向けることが可能 

(3)市場により早く計画案を持ち込むことで事業

機会を逃さないですむ 

(4)競合他社よりも開発が完成した際、先行者とし

てビジネス価値を実現でき、利益を生むことがで

きる。 

  

2.5 リーンスタートアップ法を用いた学生演習 

 現在、静岡大学情報学部では、学生にプロジェク

ト開発の経験を身につけるためプロジェクトマネジ

メントの講義が設けられており、教授の講義からプ

ロジェクトマネジメントの知識を習得し、その知識

を使った学生独自のプロジェクト立案とプロジェク

ト計画を作成する演習を行っている。 

 

 

図 3 静岡大学「プロジェクトマネジメント」の 

演習手順 

 

講義の前半では、プロジェクト立案を行うため、ロ

ジックツリーによる目的の検討を行う。 

 

 
図 4 ロジックツリーの概要 

 

ロジックツリーとはまず問題点を抽出し、そこ

から何を達成したいのかを決め、問題点の解決策

の定義を行うツールである。これにより、背景・

目的・達成方針の関係性を具体化することができ

る。 

 次にロジックツリーの目的毎にリーンキャンバ

スを作成し、各プロジェクト案の比較を行い、1

つに絞る。 

 講義の後半ではプロジェクト計画に取り掛かる。

絞ったプロジェクト案を学生同士の討論や教授の

アドバイスを経てプロジェクト案の修正を行う。



 

そして最終的に修正したプロジェクト案を提出し

てプロジェクトマネジメントの授業は終結する。 

 

2.6 リーンスタートアップ法を用いた学生演習の

問題点 

 静岡大学のプロジェクトマネジメントでは、成

果物を作成し、事前レビューを行い発表・討論を

行い、そこから改善点を発見するというサイクル

を繰り返す。 

 しかし、この講義では 1回のサイクルにかかる

期間が長いため、プロジェクトマネジメントの授

業では検証回数が少なく軌道修正を充分に行えて

いない傾向がある。 

 さらに企業が行うプロジェクトマネジメントと

違い、静岡大学のプロジェクトマネジメントは作

成したプロジェクト案を実際には実行しないため、

自分達が作成したプロジェクト案がどれほどの効

果をもたらすか分からないというような問題点が見

受けられた。 

 

  
図 5 学生演習の問題点 

 

3 ビジネス計画の有効性の早期評価方法 

 

3.1 評価指標の作成 

本研究ではプロジェクト立案において構築-検証

-修正のサイクルを促進するためビジネス計画の

有効性を評価する評価指標を作成した。 

さらに評価結果を数値化することにより、自分

たちのビジネス案のどの部分を修正する必要があ

るかが分かるため、自分たちの作成したプロジェ

クト案にどのくらいの効果があるのかを実感する

ことができるのではと考えた。 

 

 

図 6 評価簿の使用による演習手順の流れ 

 

3.2 評価対象とする成果物 

今回のプロジェクトマネジメントの講義では 3

点の成果物を学生は作成する。 

2 つは上記で説明をしたロジックツリーとリー

ンキャンバス。残りの 1つは候補比較表である。 

 
図 7 候補比較表の例 

 

候補比較表は、チームで出したビジネス案の詳

細を書き、各案の長所と短所を記述することによ

ってそれぞれの案の特徴を把握できるツールであ

る。 

 

3.3 評価事項の設定 

今回、プロジェクト立案において評価指標を使

用することで作業がはかどるかどうかの調査を静

岡大学のプロジェクトマネジメントで行うため

3.2 で述べた 3 点の成果物を元に評価指標を作成

した。 

なおリーンキャンバスを有効に使用しているか

を確かめるため、リーンキャンバスの項目に関連

した評価事項を選定した。表 2は有効性の評価指

標における評価の分類毎の評価事項と拡張リーン

キャンバスのどの項目と関連しているかを示す。

関連項目は図 2の拡張リーンキャンバスの優先項

目の数字を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表 1 評価の分類と拡張リーンキャンバスの優

先順序との関連 

分類 評価事項 関連項目

A1:幅広く目的が検討されたか ①
A2:背景の目的はデータで示すことができるか否か ①⑧
A3:目的の重要性 ①②
B1:顧客セグメントを明確に捉えているか ②
B2:顧客規模が具体的に書かれているか ②
B3:顧客における利用頻度 ⑤⑨

独自性 C1:作成しているビジネス案が独自性をもっているか ③
D1:目的の詳細化 ④
D2:多様な目的の達成 ④
D3:利用賞金が明記されているか ⑥⑦
D4:解決の達成度 ⑧
E1:メリットの適応範囲 ④
E2:メリットの大きさ ④
E3:デメリット・リスクの大きさ ⑩⑪

顧客

解決策の具体化

背景と目的

メリットデメリット

 

 

3.4 評価の方法と基準 

 プロジェクトマネジメントの講義で学生が作成

した 3点の成果物をもとに各評価事項の評価を行

った。 

 表 3は背景と目的における各評価事項の評価方

法と基準を示す。 

 

表 2 背景と目的に関する評価方法と基準 
評 価

事項 

A1:目的の要素数はいくつあるか 

説明 代替案がいくつあるかを示す。 

なお代替案が多いほど評価指標は高く、少ない

ほど低い 

評 価

方法 

ロジックツリーの目的欄の要素数 

評 価

基準 

要素数の数にて数値化   

要素数が多いほど数値が高い  

 

評 価

事項 

A2:背景の目的はデータで示すことができるか

否か(背景・分析の具体性) 

詳細 確実に背景を捉えるためのデータが表示されて

いるかどうか 

評 価

方法 

リーンキャンバスの主要指標での具体的な評価

指標の有無 

評 価

基準 

評価指標の有無で数値化する 

記載していれば数値が高い  

 

評 価

事項 

A3:目的の重要性 

詳細 開発しているビジネス案は顧客にとってメイン

となる課題に焦点をあてているか。周辺的な課

題に焦点を当てているか。 

評 価

方法 

リーンキャンバスの課題が、記述した顧客にと

っての重要性を判断する。 

評 価

基準 

評価方法を A と B に分類する  A ならば 100 

Bならば 50 

A 顧客にとってメインな課題か 

B 顧客にとって周辺的な課題か 

 

小項目の背景と目的における成果物からの抜粋部

分を表示する。 

 

図 8 背景と目的の評価項目と成果物の関係 

 

4. 調査結果と考察 

 

4.1 プロジェクト案の課題内容での比較 

今年の学生の作成したプロジェクト案の課題内

容を調べたところ約 70%が大学関係の課題を焦点

にしたものだった。そこで大学関係とその他のプ

ロジェクト案の評価平均の比較を行った。 

 

表 3 課題内容別による評価平均 

 

 

大学関係のプロジェクト案とその他のプロジェ

クト案を比較してみると、背景と目的・顧客・解

決策・メリットとデメリットの 4つの項目におい

ては評価平均に差が見られないが、独自性には大

きな差が見られた。これは、大学関係のプロジェ

クト案は、実現性より理想の大学をイメージした

将来性のプロジェクト案が多いと感じた。そのた

めビジネス案の独自性が強く、評価平均に差が出

たのではと考えられる。 

 

4.2 全チームのプロジェクト立案までの手順 

静岡大学のプロジェクトマネジメントでは、目

的毎にリーンキャンバスを作成し候補比較表を使

って 1つの案に絞る方法を推奨している。 



 

実際、学生は推奨された方法で行っているかを

調べた。 

 
図 9 全チームのプロジェクト立案までの流れ 

 

講義で推奨している複数のビジネス案をまとめ

て評価し検証を繰り返す方法をとったチームは 9

チームと少なく、候補比較表などを使って先にビ

ジネス案を絞ってからリーンキャンバスの作成を

行っていたチームは 16チームという結果になっ

た。 

これは、あらかじめ 1つのビジネス案に絞って

しまえば、他の案のリーンキャンバスの記載を行

わないため、時間短縮が可能になるため推奨して

いる方法をとらなかったチームが多かったと考え

られる。 

しかし最初からビジネス案を絞ってしまうと何

か問題点が起こりビジネス案を変更せざるをえな

い状況になった際に、また最初からやりなおさな

いといけなくなり、逆に大きなタイムロスを生ん

でしまうという恐れが生じてしまう。さらに絞ら

れなかった案のほうがよいビジネス案であった場

合、対処することができない。 

そのため今後の課題として推奨している方法で

作業を行うように取り組む必要がある。 

 

4.3. 評価指標の導入による学生の満足度 

各チームに採点した評価指標の配布と共にアン

ケートに答えてもらい、アンケートのみ回収を行

った。なおアンケートには以下の 5つの質問項目

を用意した。 

(1) 評価簿についての説明は理解できたか 

(2) 自分の作成した成果物の評価は納得のいく

ものか 

(3) レーダーチャートによる評価結果の表示は

分かりやすいか 

(4) この評価簿を元に修正を行う場合、現在の成

果物より良い成果物は作れそうか 

(5) ロジックツリーやリーンキャンバスなどを

使用する際、また評価簿を使用したいと思う

か 

  

 なお全ての質問項目おいて 90%以上の肯定的な

意見を得ることができたため評価指標の必要性を

説くことができたと思われる。 

 次に(4)の質問項目において 3 点の成果物を全

て提出したチームと 1部の成果物を提出しなかっ

たチームとの比較を行った。 

 

表 4 質問項目(4)の比較 

 全成果物の

提出チーム

(53名) 

１部のみの

提出チーム

(21名) 

とても 

当てはまる 
49% 10% 

それなりに

当てはまる 
34% 57% 

当てはまる 17% 14% 
あまり当て

はまらない 
0% 19% 

当てはまら

ない 
0% 0% 

 

全ての成果物を提出したチームの学生の回答で

は全員が肯定的な回答をしたのに対し、一部の成

果物を提出していないチームの学生は約 2割が否

定的な回答という結果になった。 

 この回答結果の違いは、全ての成果物を提出し

たチームには全ての項目において評価指標の結果

が表示されたのに対し、一部の成果物を提出して

いないチームは提出していない成果物から評価す

る指標の計算ができなかったため評価不能と表示

したことが原因であると考えられる。そのため、

一部の成果物を提出していなくても評価指標が作

成できるような工夫を行う又は全チームが提出で

きるような取り組みを実施する必要がある。 

 

5. 今後の課題 

 

5.1 評価指標を使用するチームと使用しないチ

ームの比較  

リーンスタートアップ手法は他の方法より、仮

説検証でサイクルをまわすことによって、失敗の

リスクを低くし、短期で開発できるという優位性

がある。そこで今回作成した評価指標は開発手法

におけるフィードバックの促進とプロジェクトマ

ネジメント受講生の成果物の充実度の向上を目的

とした。 

しかし本研究では、評価指標を使用することに

よって、プロジェクトマネジメントの講義におい

て学生の成果物がフィードバックの促進と成果物

の充実度の向上においてのどのように変化したか

の測定を行わなかった。 



 

そこで来年のプロジェクトマネジメントの講義

では無作為にチームを選び、評価指標を使用する

チームと評価指標を使用しないチームと比較を行

うことで実際、評価指標を使用することによって

どれだけの違いが現れるのかを調査する予定であ

る。 

 

5.2 評価指標の機械化・自動化の展望 

本研究ではリーンスタートアップ手法の採点指

標において有効性についての評価を採点方式で行

った。なお主観的な判断で採点を行わないため要

素・属性の数や記述されているか否かという、誰

でも採点した際に採点内容が一致するような採点

指標の作成を試みた。 

本研究では、主観的な判断ではなく自動的な判

断で採点することによって、誰が評価指標を使用

しても採点内容が一致するだけではなく、コンピ

ューターに採点方式を取り入れることによって機

械的・自動的な採点が可能になり即時的な評価が

可能になると考えた。 

 しかし目的の重要性、顧客における利用頻度、

解決策の測定方法などの項目において成果物の記

述内容から抜き出した採点方式を見つけることが

できず、主観的な判断にたよる採点方式になって

しまった。このことから今後の課題として採点指

標の自動化を可能にする採点方式の作成の必要性

が挙げられる。 

 

6. おわりに 

  

静岡大学情報学部の講義である「プロジェクト

マネジメント」でのプロジェクト立案演習におい

て、記述したリーンキャンバスを早期に評価でき

るような評価指標を作成した。その評価項目に評

価基準をつけ数値化することによって、全チーム

のプロジェクト立案を数値化した。その評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を全チームに配ることによって、自チームにおけ

るビジネス案の見直しする機会になった。 

静岡大学のプロジェクトマネジメントを受講し

た学生に向けたアンケートの結果から、評価指標

のプロジェクト立案の効能についての質問を 5つ

用意した結果、全ての質問に対し 9割以上が肯定

的な回答得ることができた。 

しかし評価指標を使用することによってフィー

ドバックが促進され成果物の充実度がどのように

変化するかは明らかにされていない。今後は最終

成果物の評価方式も開発し、本研究でのフィード

バック促進の最終成果物の品質向上効果を明らか

にすることが課題として残されている。 
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