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	 現在，PM教育においてリーンスタートアップ法を導入している企業が増えている静岡大学でも PMでの授業においてリ
ーンスタートアップ法を取り入れており，PMに必要な知識を習得しグループで演習を行っている．しかし 2015年・2016
年度における静岡大学の PM 教育の現場に参加し，そこで静岡大学の PM プロセスである「計測」がうまく機能していな
いという問題点が見受けられた．そこで学生特性をもとに仮説をたて PM 教育においてのリーンスタートアップ法のある
べき姿を見つけ出す．さらに行った研究結果から考察を立て，次の PM教育における課題と取り組みを考える．	
	

Currently， companies that introduce the lean start-up method in PM education  are increasing. Shizuoka University also adopted 
the lean startup method in classes at PM， practicing exercises in groups by acquiring knowledge necessary for PM. However， we 
participated in Shizuoka University's PM education site in 2015 and 2016， and there was a problem that Shizuoka University's PM 
process "Measurement" did not work well. Therefore， hypothesis is made based on the student characteristics and the appearance of 
lean start-up method in PM education is found out. Further consideration was made from the results of the research conducted， and 
the issues and efforts in the next PM education were considered. 
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1．はじめに	
 
プロジェクト立ち上げの際，仮説を構築しそれ

をもとに顧客開拓，プロダクトの作成，および軌

道修正というプロジェクトの過程を迅速に繰り返

し無駄な要素を省き最小限の改良を続けるリーン

スタートアップ法[1][2]というビジネス開発手法が

2008年に誕生した．	
現在では，SNSの発展により知らない人とでも

アイディアの共有やコミュニティを形成すること

が可能であるため，SNS上でプロジェクトを立ち
上げるイベントやコミュニティが多く形成[3]され

ており，その多くがリーンスタートアップ法をも

とにしたやり方を使用している．	

静岡大学では，2004 年から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（以下 PMと記載）教育が行われており，2013
年度から短期間でのプロジェクトの作成が可能であ

るリーンスタートアップ法を活用している．	
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本研究では，静岡大学の PM教育の問題点を調	
査・分析する．そして調査・分析結果に基づいて

学生提案の活性化を促進する方法を考案し，施行

と評価を行う．	

	

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仮説を設定し

MVP(最小限のプロダクト)[4]の作成，そして MVP
をもとに顧客検証を行うというサイクルを繰り返

すというプロジェクト立ち上げの開発手法である．	

この方法は最小限の開発と一度のサイクルの期

間が短期間であるため時間とコストを最小限に抑

えることが可能であり主に事業の立ち上げに用い

られる．	

	



 

	
図 1	 リーンスタートアップ手法[5]の流れ	

	

2.2	リーンキャンバス	
	 リーンスタートアップ法でプロジェクトを立ち

上げる際，リーンキャンバスというツールが用い

られる．	

リーンキャンバス[6]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[7]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

開発を行っており現在静岡大学の PM教育に用い
られている．	

	

	
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	 SNSの進化によるスタートアップの変化	
今までは自らプロジェクトを立ち上げようとし

ても，思っても協力してくれる人の収集や宣伝が

難しかったため実際に実行する割合が少なかった．	

	 しかし現在では SNS の発展により知らない人
とでもコミュニティを形成や簡易的な宣伝が可能

になった．その結果，SNS上でプロジェクトを立

ち上げるイベントやコミュニティが多く形成され

ており，その多くが小規模な検証を行うリーンス

タートアップ法を使用している．	

	

3．静岡大学の PM教育の取り組みと問題点	
	

3.1	プロジェクトマネジメントの定義	
	現在，総務省の資料[8]によるとプロジェクトマネ

ジメントは構想・立案・企画といった「立上げ」

から始まり，「計画」，「遂行」，「コントロール」に

より実行され，最終的に計画されたアウトプット

を生み出し「終結」にいたるというプロセスを行

う必要があると定義している．	

	

	
図 3	 総務省による PMの定義	

	

3.2	 静岡大学の PM教育	
静岡大学では，2004 年から学生にプロジェクト

開発の経験を身につけるため PM教育が行われてい
る．	

この講義で PMに関する知識を習得し，その知識
をもとに学生自ら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う．	

しかし大学の PM教育は時間が限られているため，
プロジェクトを実際に実行するのは難しく，総務省

の定義している「遂行」「コントロール」のプロセス

を省略し，プロジェクトの立ち上げから計画までの

プロセスに重点を置いている．	

	

	

図 4	 静岡大学の PMの概要	
	

静岡大学での PM教育では立ち上げたプロジェク
トの概要を他グループのメンバーに説明をし，フィ



 

ードバックを行う．そのフィードバックをもとに修

正を行い，再びプロジェクトを練り直す機会を与え

ている．他にも立ち上げたプロジェクトに需要があ

るのかニーズ調査やアンケートを行いそのデータを

基に「計測」を行うことを推奨している．	

	

3.3	 リーンスタートアップ法を導入した PM教育	
静岡大学のPM教育では，プロジェクトの立ち上げ

の質を向上させるためリーンスタートアップを導入

した「立ち上げ」の計測・学習を行っている．	

	 「立ち上げ」が終了したのち，「計画」に移る．こ

こでは工数の計算・WBS の作成などプロジェクトの

運営に必要な知識を習得しグループで演習を行う．	

	 最後に作成したプロジェクトの「立ち上げ」から

「計画」を行う．	

	 なお「立ち上げ」の計測・学習をより効果的に進

めるには，計測・学習を短期間で実施し，サイクル

の回数を増やすことが望ましい．	

	 このことについて，著者らはすでに TA(Teaching 
Assistant)によるプロジェクト提案の実現評価をサイ
クルの１つとして導入する方式を提案し，効果を検

証している．[9] 
	

3.4	 静岡大学の PM教育における問題点	
	私は 2015年・2016年度における静岡大学の PM
教育の現場に参加し，そこで静岡大学の PMのプ
ロセスである「計測」がうまく機能していないと

いう問題点が見受けられた．	

静岡大学の PM教育では，プロジェクトメンバ
ー外からの意見を取り入れ「計測」を行うため，

アンケートやプロジェクトの顧客となる人から意

見をもらうことを推奨しており，プロジェクトの

立ち上げから計画に移る際に発表を行い，講義参

加者同士の意見交換を行うことでプロジェクトを

練り直す機会を設けている．	

しかし，前年度の PMでの最終成果物を調査し
たところ，アンケート調査や顧客からの聞き込み

を行ったグループは 1グループだけであり，さら
にプロジェクト立案発表の際，他グループの発表

に対して意見を述べる学生がとても少なく，フィ

ードバックによる「修正」がうまく行われていな

いように感じた．	

しかし，過去の授業のレポートを調べてみたと

ころほとんどの学生が各グループに対する評価・

意見を綿密に書いていた．	

以上のことから学生にとって行動を起こすこと

にためらいがあると考えられる．しかし意見交換

中，抑制が自然にかかっており発言しにくい環境

であるが，匿名でのコメント発言は活発に行われ

ていたため，自発的には行動を起こさないが他グ

ループに合わせて行動を起こす傾向であるのでは

と推測した．	

さらに静岡大学の PMでは知識を高めるだけで
はなく行動力を高めることも目的としている．そ

こで積極的に行動を起こす要因として以下の 3 点

を考えた．	

① 積極的な行動がよいプロジェクトになるとい
った誘導	

② やれば自分にもできるという自信	
③ 他グループに追いつくため，同じことを行う
学生特性	

①②は全員に実現させるのは難しい．しかし③

は模範的なグループを生み出せば成り立つため③

を採用する．	

以上のことから，本研究では匿名でのコメント

投稿システムを行えば活発な意見交換を行える，

一定数のグループが行動を起こせば他グループも

つられて行動を起こすのではという 2つの仮説を
たて，PM 教育の向上を目的としたフィードバッ

ク改善システムを提案する．	

	

4．学生提案の活性化方式の提案と試行	
	

4.1 概要	
今回，立証した 2つの仮説を元に静岡大学の学

生の行動特性にあわせたフィードバックシステム

の改善を提案する．そこで私は現在の学生の特性

を高めるフィードバック改善の仕組みを提案する．	

	

4.2	活性化の取り組み	
	

4.2.1	学生間評価簿の作成	
本研究では，プロジェクト立案発表後，発表し

たプロジェクトに対して 5段階評価とコメントを
他グループの学生達に記載してもらう為 Google 
Formを利用したWebアンケートを実施した．	

	

図 5	 Google Formでの Webアンケートの実
施例	



 

	

そしてWebアンケートのデータを集計し，学生
間評価簿の作成を行った．	

これはプロジェクトに対する評価の平均を計測

し順位付け(全 20グループあるがAと Bで分けら
れているため 10チームでのランキング)とプロジ
ェクト案に対するコメントの記載を行ったもので

あり，全グループにフィードバックした．	

	

	
図 6	 配布した学生間評価簿の例	

	

4.2.2 リーンキャンバスによる項目毎のコメント	 	
今回，プロジェクトに対するコメントを匿名で

記載してもらったところ，とても多くのコメント

が書かれていた．	

そこで各グループに対するコメントを整理する

ため，図 5に記載してあるようにプロジェクト案
に対する意見とコストやリスクなどのプロジェク

トのプロセスに対するコメントの 2つに分け評価
簿を作成した．	

なお他グループによるプロジェクトのプロセス

に対するコメントに対しリーンキャンバスを用い

て配布した．	

	

	
図 7	 リーンキャンバスの項目ごとに記載した

プロジェクト立ち上げ案へのコメントの例	

	

リーンキャンバスは 1枚の紙にビジネス案のプ
ロセスが集約されている．そのため，プロジェク

トのプロセスに対する全てのコメントをリーンキ

ャンバスの項目に分類することが可能である．	

さらに項目ごとにコメントを分けることにより

作成したプロジェクトの悪い点が明確になるため

無駄なく修正をすることが可能である．	

なお，複数人からの同じようなコメントは赤色

で記載している．	

	

4.2.3 「PM交流会」の実施	
本研究の目的である一定数のグループが行動を

起こせば他グループもつられて行動を起こすとい

う仮説を検証すべく，まず他グループを引っ張る

先頭グループの育成を行うため「PM 交流会」を

開催した．	

	

	

図 8	 開催したイベント「PM交流会」の様子	
	

本イベントを行うにあたって過去の PM授業で
の模範となったグループメンバーを招待し，プロ

ジェクトの進め方や作成したプロジェクトに対す

るアドバイスなどをしてもらうイベントを開催し

た．その結果，授業外のイベントだったのにも関

わらず多くの学生が集まった．	



 

	

5．結果と考察	
	

5.1 PM教育受講生の行動特性の変化	
静岡大学の PM教育で学生間評価を導入したこ

とによりプロジェクト発表後の行動に違いが見ら

れた．	

まず学生間評価の配布後，何人かの学生にどの

ようにすれば周りに評価されるプロジェクトにな

るのか教えてほしいという意見を多くもらうこと

ができた．これはプロジェクト案に対するランキ

ングを行ったため，ランキング上位グループは現

状維持又は 1 位になるため，下位グループは追い

つかないといけないという焦燥感から生まれた行

動だと考えられる．	

	 さらに本イベントにおいて検証を行うために

プロジェクト外の人から意見をもらうことを推奨

したため，参加した全グループが，アンケートや

聞き取り調査などを行った．	

その結果，去年アンケートや聞き取り調査を行

ったグループは26チーム中1チームだったのに対
し，今年度は 20チーム中 8チームであった．	
	

	
図 9	 昨年度と今年度の行動特性の比較	

	

さらに，「PM交流会」や学生間評価を元に実際
に試作品を 3グループが作成していた．	
以上のことから本来の目的としていた静岡大学

の学生の行動特性にあわせたフィードバックシス

テムの改善に有効性が見られると考える．	

	

6．今後の課題	
6.1 Aクラスと Bクラスでの比較	
静岡大学の PM 教育法はグループ数が多いため

Aクラスと Bクラスに分かれて演習を行っている．
そのため AB 間を比較したところ大きな差が見ら
れた．	

	

	

図 10	 Aクラスと Bクラスの比較	
	

この要因として Bクラスは「PM 交流会」の参加
グループが 5チームと多いのに対し，Aクラスは
2 チームと少なかったことが挙げられる．B クラ
スでは，PM 交流会に参加したチームが PM 交流
会で伝授された顧客調査の方法を早速実施したこ

とにより，B クラスのほとんどのチームがこの方
法を導入していた．これに対し Aクラスでは，他
のグループの発表に刺激を受けて発表形式を改良

するケースは見られなかった．	

このことから，学生の「周りに合わせて行動を

とる」という特性を利用した PM教育向上の取り
組みはできたが，最初に模範的なグループが複数

存在しなければ効果が表れないため，クラスのリ

ーダー役となるグループをいかに育成するかが課

題として残った．	

	

7．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」での受講生の内気であり周りに合

わせるという特性に基づき，学生間評価簿，リー

ンキャンバスの項目ごとに記載したプロジェクト

立ち上げ案へのコメントの作成，そして「PM 交流

会」という 3つの促進案を考案して実施した．	
その結果，「PM交流会」が最も大きな効果をも

たらした．	

今後の課題として，去年よりアンケートの実

施・プロダクトの作成を行うグループが増加した

が	A クラスと B クラスで効果が分かれたことか
ら「PM 交流会」の参加グループの数に影響され

てしまうことが挙げられる．		

本研究で取り組んだ学生提案の活性化は効果が

現れたが，A班と B班ではグループ行動に差が見
られ，改善の余地が見られるため，さらなる取り

組みが必要である．	
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