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要旨 

 

 本研究はビジネス計画有効性の評価指標を作成することにより、仮説提案とそれに対する

有効性の評価におけるサイクルのスピードアップを実現することを目的としている。 

2008年にエリックリースが提唱した「リーン・スタートアップ」という開発手法が誕生し

た。これは仮説を設定し、最小限の開発を行い、その仮説においての顧客レビューをとることに

より、その結果から仮説を修正していくという小規模な検証を繰り返す開発手法である。 

静岡大学情報学部では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、

各グループでビジネス案を立案しプロジェクトマネジメントの流れを、疑似体験することで、

プロジェクト開発の経験を身に着けることができる。なおこの講義はリーンスタートアップ

手法を推奨しているため、全グループがリーンスタートアップ手法で演習を進めている。 

この講義では学生達が作成したビジネス案を実際には実行しないため、自分たちが作成した

プロジェクト案は果たして通用するのかどうかが分からずに終わってしまうという傾向が見

受けられた。そこで作成したビジネス案の有効性を評価する評価指標を作成することにより、

ビジネス案の有効性の確認と早期の実現を目指した。 

ビジネスの評価指標は効果の大きさ・実現性とコスト・運用のしやすさの 3 つに分類し、

本研究ではビジネス計画の有効性の早期評価を目的としているため、今回は効果の大きさで

評価指標の作成を行った。なお評価指標を 2015 年度プロジェクトマネジメントの学生によ

るプロジェクト立案演習で使用し、効果の大きさを背景と目的・顧客・独自性・解決策の具

体化・メリットとデメリットの項目に分け、全ての項目を学生による成果物を元に採点を行

った。 

その結果、学生の立案したプロジェクトの約 70%が大学関係の課題を焦点にしたものであ

り、主観的に問題に取り組んでいたため、それ以外の課題に取り組んでいたチームより独 自

性において高い評価平均が現れた。 

なお評価事項の必要性について 5 つ用意し、全ての質問に対し約 90%以上が肯定的な回答を

得ることができた。このことからリーンキャンバスの評価指標の必要性を説くことができた

といえる。 

 今後の課題として、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分け、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

し、残りの実現性とコスト・運用のしやすさの評価指標の作成を行う。そして今回の評価簿

の評価事項の採点方法で主観的な判断で点数をつけてしまった部分があるため、評価事項の

修正を行う必要がある。 
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第 1 章  序論 

1.1 研究の背景 

従来のビジネスの開発はこれまで市場調査を行い、その調査をもとに開発を行い、販売

をするといった方法をとってきた。しかしこの方法は各工程を順に進むため、途中で修正

をするためには前の工程からやり直さなければならず、開発スケジュールの遅延となって

しまう。 

このような問題点を解決するための方法として 2008年にエリックリースが提唱した

「リーン・スタートアップ」という開発手法が現在注目を集めており、アメリカのシリコ

ンバレーなどの先進地域ではこの開発手法が定着し始めており、日本の企業にも受け入れ

られつつある。 

 この開発手法は、仮説を設定し、最小限の開発を行い、その仮説においての顧客レビュー

をとることにより、その結果から仮説を修正していくという小規模な検証を繰り返す開発

手法である。 

 この小規模な検証を繰り返すことで販売までの開発過程の体制を正確にすることができ、

失敗のリスクを減らすことができる一方、リーンスタートアップは顧客からの声を駆使し、

検証を繰り返すことが重要なので、1回の検証に時間がかかってしまうと開発過程において

大きなタイムロスが生じてしまう。 

 静岡大学情報学部では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、グループに分かれ各グループでビジネス案を立案しプロジェクトマネジメントの流れ

を、疑似体験することで、プロジェクト開発の経験を身に着けることができる。なおこの

講義はリーンスタートアップ手法を推奨しているため、全グループがリーンスタートアッ

プ手法で演習を進めている。 

 この講義では学生達が複数のビジネス案をまとめて評価し検証を繰り返しているためプ

ロジェクト立案までの手順に時間をかけてしまうという現状がある。 

 

1.2 研究の目的 

本研究では、リーンスタートアップ手法を使用する際、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。これによりビジネスの仮説提案とその評価のサイクルのス

ピードアップを実現することを狙う。 

 

1.3 論文構成 

本論文は全 5章で構成されている． 

第 1章では，本研究の背景，目的，論文構成を述べる． 

第 2 章では，リーンスタートアップの概要と課題、リーンスタートアップ法を用いた学
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生演習の概要と課題について述べる。 

第 3 章では，2015 年度のプロジェクトマネジメントの講義における学生の成果物をもと

にした評価指標の作成。さらに評価指標によるビジネス計画の有効性の評価について述べ

る 

第 4章では， 作成した評価指標による実験結果と考察を記述する。 

第 5章では，結論および今後の課題を述べる 
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第 2 章 リーンスタートアップ法の概要と課題 

2.1 リーンスタートアップ法の概要 

2.1.1 従来の開発方法の概要と問題点 

従来の開発方法として主に「ウォーターフォール・モデル」という開発モデルが使われ

てきた。この開発方法は市場調査を行いその調査結果をもとに開発を行い、その模索商品

を顧客にテストされる。その後、テスト結果からフィードバックを行うことによって修正

し販売される。 

 このような開発方法は、短期間で実行できるため、顧客が求めているもの・市場・競合

相手などが明確である場合、最適なモデルといえる。 

 しかし、新製品を開発するにあたって従来の商品開発方法で開発するのは大きなリスク

が伴う。この開発方法は以下の図 1のように段階を順に遂行し行うので後戻りをすること

は不可能であるため、前工程に間違いがないことが条件である。そのため市場データが正

確でないと前工程に戻れないため、販売に大きな影響を及ぼしてしまう。 

さらに途中でいいアイディアが浮かんでもそのアイディアを入れ込むことができないの

で進行中の過程を中止して再び最初からやり直すか、そのいいアイディアを採用せずにそ

のまま進めていくかの 2択しか選択肢がなくなってしまう。 

                                                                                           

 

図 1 従来の開発方法の流れ 

 

2.1.2 リーン・スタートアップ法の概要 

このような従来の開発方法の問題点を解決するため、「リーンスタートアップ法」[1]とい

う開発方法が誕生した。これは 2009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その仮説に対し顧客レビューを行うことによりその結果から

軌道修正をするという図 2のようなサイクルを繰り返すといった方法をとる。 

こうすることで何か問題が起こった際でも修正が可能なだけではなく、仮説から得られ

た結果を通しそこから修正することによって顧客発見から販売までの過程をたくさんの検

証を重ねることができるため、より正確にすることによって失敗のリスクを減らすことが

できる。 
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図 2 リーンスタートアップ手法における開発の流れ 

 

 

2.1.3 リーンキャンバスの概要 

 リーンキャンバス[2]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。 

 

図 3 リーンキャンバスの概要 

 

 次にリーンキャンバスの各項目の内容を記載する。 
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表 1 リーンキャンバスの各項目内容[3] 

顧客セグメント ターゲットとする顧客やユーザー 

課題 顧客が抱えている優先度の高い課題(3つ以内) 

独自の価値提案 顧客に対する明確な説得力のあるメッセージ 

ソリューション 課題に記載した内容を解決できる手段(3つ以内) 

チャネル このサービスを顧客に提供する際の接点やつながり 

収益の流れ 収益源 

費用構造 サービスを提供する上でかかるコスト(固定費+変動費) 

主要指標 
サービスを継続していく上で成長を計測するために注目すべき

指標 

競合優位性 他者より優れている要素 

 

リーンキャンバスはビジネス企画を論理的に視覚化することが容易で自身の考えの整理

や他者に説明する時の資料として使うことができる。さらに 1 枚の紙にビジネス案が集約

されており、リーンキャンバスは、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。 

 

2.1.4リーンスタートアップ法の課題 

リーンキャンバスは、最近開発された検証ツールであるため、やり方があいまいでまだ

リーンキャンバスを使いこなせていない割合が多い傾向にある。 

ほかにも、リーンスタートアップ法は小規模な検証を繰り返すことによってフィード

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スパンが短ければ短

いほど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。特に日本人は、はっきりとものを言わないという傾向があ

るため、フィードバックが長期化してしまう可能性が高い。どの開発手法においても開発

の期間は短いほうが有利なためフィードバックの長期化は開発に大きな影響を及ぼしてし

まう。早期開発の重要性については次の 2.1.5にて述べる。 

 

2.1.5 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述べる。 
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・人件費のコストがかからない 

・人員を次のプロジェクトに向けることが可能である 

・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 

・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。 

なお International Business Strategiesの調査[2]によると先行者から 1年遅れて市場に

参入した際、市場 1番手の 9%しか売り上げを記録できないという例が見つかった。 

 

 

表 2 市場の参入と売上率の調査例(International Business Strategies 2003)[4] 

市場の参入 売上率 

1番手 100% 

3ヶ月遅れ 73% 

6ヶ月遅れ 53% 

9ヶ月遅れ 32% 

12ヶ月遅れ 9% 

  

リーンスタートアップ手法において早期の開発・市場の参入行うためには仮説検証から

顧客レビューまでのサイクルの期間を短縮する必要がある。しかし 2.1.3 で述べたように、

日本人は、はっきりとものを言わない傾向があるため、開発・市場の参入が遅れてしまう

恐れが生じてしまう。 

 

2.2 リーンスタートアップ法を用いた学生演習 

2.2.1 静岡大学の「プロジェクトマネジメント」の歴史 

静岡大学情報学部では 2006年度より「情報システムマネジメント」という科目を開講し

ている。この科目では、プロジェクトの立案とそれに続いてプロジェクトの計画を学生達

に実習させる。 

そして 2013年度より、科目の名称が「プロジェクトマネジメント」に変わり、複数のプ

ロジェクト案の比較検討を促進するためにプロジェクト立案においてリーンスタートアッ

プ手法を導入した。この授業でのリーンスタートアップの導入方法については、石田の研

究において詳細に報告されている[5][6] 

石田の研究では、静岡大学の「プロジェクトマネジメント」でのプロジェクト立案演習

に適応したリーンキャンバスを作成した。 
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表 3 静岡大学「プロジェクトマネジメント」に適応したリーンキャンバスの項目  

優先

順位 

記述項目 記述内容 

1 顧客 ターゲットとする顧客 

2 課題 顧客が抱えている優先度が高い課題(上位 3つ) 

3 独自の価値提案 顧客に説得するメッセージ性。 

競合相手との優位性を図ることができる価値の記入。 

4 ソリューション 2の各課題を解決できる解決策の記載(上位 3つ) 

5 収益の流れ 収益源の記載 

6 コスト構造 このサービスを提供する上でかかるコスト 

(固定費＋変動費) 

7 主要指標 サービスの成長を計測する指標 

8 チャネル サービスを顧客に提供する際の接点やつながり 

9 圧倒的な優位性 競合他社との差別化につながる強み 

10 内部リスク ソリューションを提供するためのプロジェクト内部に潜

むリスク 

11 外部リスク 市場変動や自然条件などのプロジェクト外に潜むリスク 

 

 石田の作成したリーンキャンバスの項目はプロジェクトマネジメントの管理対象と対応

付けている。例えばリーンキャンバスの顧客は、プロジェクトマネジメントの管理対象の

立案と作業項目に対応しており、圧倒的優位性は、プロジェクトマネジメントの管理対象

の品質に対応している。そしてプロジェクトマネジメントの管理対象のリスクがリーン

キャンバスの項目と関係性がなかったため、リーンキャンバスの項目に内部リスクと外部

リスクを追加している 

 
図 4 プロジェクトマネジメントの管理対象とリーンキャンバスの関係性 
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この対応付けを元にプロジェクト計画の手順を提案し学生に実施させて評価をおこなっ

た結果、学生による成果物の充実度があがったと報告している。 

 

2.2.2 静岡大学の「プロジェクトマネジメント」の演習手順 

静岡大学の「プロジェクトマネジメント」は、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 5 プロジェクトマネジメントの演習手順 

 

 講義の前半はプロジェクト立案を行うため、最初にロジックツリーによる目的の検討を

行う。これはプロジェクト立案において、背景からどのような問題があるかを定義し複数

の問題点から解決する問題を選択する。次にその問題点から何を達成したいのかという目

的を決め、それをどのような形で達成するかという達成方針の関係性を具体化するもので

ある。 

 

 

図 6 ロジックツリーの概要 
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 ロジックツリーでのプロジェクト立案後、リーンキャンバスによるプロジェクト立案の

特徴の明確化を行う。なおロジックツリーに記載した目的ごとにリーンキャンバスを作成

し各項目を埋めていく。 

 最後に作成したリーンキャンバスの中からどのプロジェクト案を採用するかを決めるた

めに各プロジェクト案の比較を行い、1つにしぼる。 

 講義の後半ではプロジェクト計画にとりかかる。前半部分の発表の討論などから、リー

ンキャンバスの修正を行う。最後に作成したプロジェクト計画の発表を行い、学生同士の

討論、教員のアドバイスを経て修正を行った成果物の提出でプロジェクトマネジメントの

授業は終結する。 

 

2.2.3 リーンスタートアップ法を用いた「プロジェクトマネジメン

ト」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、プロジェクト立案の際、リーンキャンバス

だけではなく成果物を作成し、事前レビューして発表・討論を行う。その後討論によって

改善点が発見され、再びロジックツリー・リーンキャンバス・候補比較表の作成というよ

うなサイクルを行う。 

 しかし、本来リーンスタートアップはたくさんの検証を行い軌道修正する手法であるた

め、プロジェクトマネジメントの授業では検証回数が極端に少ないといえる。 

 静岡大学のプロジェクトマネジメントの授業は、企業が行うプロジェクトマネジメント

と違い、リーンキャンバスの作成後に発表を行い、成果物を修正したのち提出して終わる

ため、プロジェクト立案を実際には実行しない。 

 そのため、自分たちが作成したプロジェクト案は果たして通用するのかどうかが分から

ずに終わってしまうという傾向が見受けられた。 
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図 7 静岡大学のプロジェクトマネジメントの流れ 
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第 3 章 ビジネス計画の有効性の早期評価方法 

3.1 ビジネス計画有効性の評価指標 

3.1.1 ビジネス評価の観点 

ビジネスの評価指標を 1 つにまとめてしまうと質問事項が多く複雑化してしまうため、

顧客にとって魅力的なビジネス案であるかの評価を行う効果の大きさ。ビジネス案を採用

したときの評価を行う実現性とコスト。そのビジネス案を実現した際の扱いやすさを評価

する運用のしやすさの 3つに分類した。 

 

図 8 ビジネスの有効性の評価の観点と研究での評価対象 

 

 本研究ではビジネス計画の有効性の早期評価を目的としているため、今回は効果の大き

さで評価指標の作成を行った。実現性とコスト・運用のしやすさもリーンキャンバスに記

述したプロジェクト案を実行した際には重要なポイントとなるが、今回はこれらを評価指

標には含めなかった。 

 

3.1.2 ビジネス評価の観点に基づく評価項目の設定 

 今回、評価指標を作成するにあたり、プロジェクトマネジメント受講生のプロジェクト

立案の作業がはかどったのかどうかを調べるため、静岡大学のプロジェクトマネジメント

を受講している生徒の成果物に対し評価指標を使用することを考えた。 

 そのため、効果の大きさでの重要な部分をプロジェクトマネジメントの講義担当する教

員へのヒアリングと講義の資料や文献[7]を参考にして効果の大きさを 5 つに分類した。そし

て 5 つの分類ごとに評価事項の作成を行い、今回プロジェクトマネジメントの講義で学生
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が提出する成果物から評価指標が作れることを考慮し、14 の評価事項を選定した。なお評

価の分類はビジネス評価の観点に基づいた。 

 

表 4 効果の大きさの 5つの分類 

分類 評価事項 

背景と目的 

・目的の要素数はいくつあるか 

・背景の目的はデータで示すことができるか否か 

・目的の重要性 

顧客 

・顧客セグメントを明確に捉えているか 

・顧客規模が具体的に書かれているか 

・顧客における利用頻度 

独自性 ・作成しているビジネス案が独自性をもっているか 

解決策の具体化 

・目的の詳細化 

・目的達成の適応範囲 

・利用者がいくらで利用できるか明記されているか 

・解決策の測定方法 

メリット・デメリッ

ト 

・メリットの適応範囲 

・メリットの大きさ 

・デメリット・リスクの大きさ 

 

 

3.2 評価指標の分析方法 

3.2.1 評価対象とする学生製作資料 

 今回の効果の大きさの採点指標の対象を静岡大学のプロジェクトマネジメントの学生で

行うため、学生による成果物から採点できるように工夫を行った。なお今回のプロジェク

ト立案での発表の際に提出してもらった成果物は主に 3点であり、2つは上記で説明をして

あるロジックツリーとリーンキャンバス。そして残りのひとつが候補比較表である。 
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図 9 ロジックツリーの例 

 

 

図 10 候補比較表の例 
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図 11 リーンキャンバスの例 

 

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。 

この 3 点の成果物の記述内容から小項目ごとに評価項目を設け、評価を行った。なお質

問項目毎に回答の仕方が異なるが最終的に数値で表せるように作成した。この評価指標を

使用して各グループの成果物の評価を行う。 

 

3.2.2 評価の方法と基準  

 静岡大学のプロジェクトマネジメントの講義で学生が提出した成果物を元に、本研究で

は効果の大きさから分類した 5 つの項目を評価するための評価事項を作成し、その結果を

数値化するような方法をとった。 

評価事項における 1～3 は背景と目的、4～6 は顧客、7 は独自性、8～11 は解決策の具体

化、12～14はメリット・デメリットに関連している。 

 次に各評価事項の詳細と評価方法を記載する 

 

表 5 背景と目的に関する評価方法と基準 

評価事項 1 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 

と点数 

要素数の数にて数値化   

5つ以上ならば 100、4つならば 90、3つならば 80 

2つならば 70、1つならば 60  
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評価事項 2 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 

と点数 

評価指標の有無で数値化する  あれば 100、なければ 50 

 

 

評価事項 3 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

と点数 

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 12 背景と目的の評価項目と成果物の関係 
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表 6 顧客に関する評価方法と基準 

評価事項 4 顧客セグメントを明確に捉えているか 

詳細 どれだけ顧客を明確に捕らえているか。顧客の属性を細分化されているほど

評価指標は高く、細分化されていないほど低い 

評価方法 リーンキャンバスの項目の顧客における属性の数 

評価基準 顧客の属性の数で数値化する 4つ以上 100 

 

評価事項 5 顧客規模が具体的に書かれているか 

詳細 顧客となる目標の人数を明確に表しているか 

評価方法 リーンキャンバスの顧客から人数が明確または人数の憶測ができているか 

評価基準 目標となる顧客人数が明記の有無で数値化する 

明記されていれば 100 されていなければ 50 

 

評価項目 6 顧客における利用頻度 

詳細 1人あたりどのくらいの頻度で利用しているか 

評価方法 リーンキャンバスの顧客との関係とチャネルから利用頻度を憶測し評価を行

う 

なお利用頻度が高いほど評価は高く、利用頻度が少ないほど評価は低い 

評価基準 利用頻度のランク付けにより数値化する  

Aなら 100、Bなら 90、Cなら 80、Dなら 70、Eなら 60、F なら 50  

A 1日に数回、B 1日に 1回、C 2～3日に 1回 

D 1週間に 1回、E 1ヶ月に 1回、F A～Eよりも使用頻度が少ない 

小項目の顧客における成果物からの抜粋部分を表示する。 

 

 

図 13 顧客の評価項目と成果物の関係 
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表 7 独自性に関する評価方法と基準 

評価事項 7 独自性 

詳細 作成しているビジネス案が独自性を持っているか 

評価方法 リーンキャンバスの独自の価値提案において類似サービスがない又は類似

サービスとは差別化が図れているほど高評価 

既存のものがある又は優位性が見受けられないほど低評価 

評価基準 類似サービスがあるかどうかのランク付けによって数値化を行う 

A100 B90 C80 D70 E50 

A 世界で類似サービスがないことが調査されている 

B 日本で類似サービスがないことが調査されている 

C 類似サービスがあるが顧客においては優位性がある 

D 類似サービスがあり、顧客においての優位性が少しある 

E 類似サービスもあり、優位性も見受けられない 

小項目の顧客における成果物からの抜粋部分を表示する。 

 

図 14 独自性の評価項目と成果物の関係 

 

表 8 解決策の具体化に関する評価方法と基準 

評価事項 8 目的達成の詳細化 

詳細 解決策の代替がいくつあるか 

評価方法 ロジックツリーにおける達成方針の要素の数 

評価基準 達成方針の要素の数から数値化を行う  

5つ以上 100 4つ 90 3つ 80 2つ 70 1つ 60 
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評価事項 9 目的達成の適応範囲 

詳細 ソリューションにおいて目的がどのくらい達成されているのか。 

評価方法 ロジックツリーにおける達成方針において記述した目的がどのくらい達成さ

れているのか。達成度が高いほど高評価、低いほど低評価 

評価基準 ロジックツリーでの達成方針からいくつの目的がたっせいされたのかをラン

ク付けし数値化を行う。 A100 B80 C60 D40 

A 達成できない目的の要素がない 

B 達成できない要素も他のビジネス案で達成できている。 

C 1部の目的の要素のみ達成できる。 

D 達成できる範囲について明記されていない 

 

評価事項 10 利用者がいくらで使用するか明記されているか否か 

詳細 収益の流れから利益を憶測し、顧客に売る値段が明記されているか 

評価方法 リーンキャンバスの収益の流れで値段が明記されているかどうか 

評価基準 顧客がいくらで利用するかが明記されているかの有無で数値化を行う 

明記されている 100 明記されていない 50 

 

評価事項 11 解決策の測定方法 

詳細 実際、ビジネス案を実行した際、ソリューションが機能しているかどうか

を確かめる測定方法の有無と質を評価する。 

評価方法 リーンキャンバスの主要指標において解決策が機能しているかの測定方法

の記述の有無と機能性から評価する 

評価基準 測定方法の有無と機能性をランク付けし、数値化を行う A100 B80 C60 D40 

A 定量的かつ自動的な測定方法が定義されている 

B 定期的な測定方法が定義されている 

C 測定項目や測定方法について言及がある。 

D 測定項目や測定方法について言及がない 

 

小項目の解決策の具体化における成果物からの抜粋部分を表示する。 
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図 15 解決策の具体化の評価項目と成果物の関係 

 

表 9 メリット・デメリットに関する評価方法と基準 

評価事項 12 メリットの適応範囲 

詳細 作成したビジネス案が生むメリットの適応範囲の詳細化 

評価方法 候補比較表の長所とリーンキャンバスの顧客との関係から、記述した顧客

のどの範囲まで適応できるかを判断する。 

評価基準 記述した項目から適応範囲を予測しランク付けを行う A100 B80 C60 D40 

A 記述した顧客の全ての範囲に適応する 

B 記述した顧客のほとんどが適応する 

C 記述した顧客の約半分が適応する 

D 記述した顧客のほとんどが適応しない 

 

評価事項 13 メリットの大きさ 

詳細 ビジネス案を採用した際のメリットの数と詳細 

評価方法 候補比較表に記載されたメリットの数で評価を行う 

評価基準 候補比較表において詳細が明確に書かれているメリットの数から評価を行

う 

5つ以上なら 100、4つなら 90、3つなら 80、2つなら 70、1つなら 60 
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評価事項 14 デメリット・リスクの大きさ 

詳細 ビジネス案を採用した際のデメリット・リスクの詳細 

評価方法 リーンキャンバスの内部リスク外部リスクの数と候補比較表の短所の数 

評価基準 デメリット・リスクの大きさについての詳細が明確に書かれているメリッ

トの数から評価を行う 

5つ以上 100なら、4つ 90なら、3つ 80なら、2つ 70なら、1つなら 60 

 

小項目の解決策の具体化における成果物からの抜粋部分を表示する。 

 

図 16 メリット・デメリットの評価項目と成果物の関係 

 

評価項目の評価指標の記述後、数値だけでは成果物の評価が分かりにくかったので、ビ

ジネス案の軌道修正を行いやすくするため、レーダーチャートを使って各小項目平均を表

示した。以下の図 17 が各グループに渡した評価指標の例である。なお利用者がいくらで使

用するか明記されているか否かという質問項目は全体的に利益とならないビジネス案が多

かったため評価指標の計算外とした。 
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図 17 各グループに渡した評価簿の例 

 

3.3 学生演習への適用 

静岡大学のプロジェクトマネジメントにおけるプロジェクト立案演習は成果物を作成し、

事前レビューして発表・討論を行う。その後討論によって改善点が発見され、再びロジッ

クツリー・リーンキャンバス・候補比較表の作成（修正）というようなサイクルを繰り返

す。 

このようにフィードバックを繰り返すことにより何度も軌道修正を行うことができるの

で無駄なく効率的に作業を行える。今回このような作業をより効率よく行うためにプロ

ジェクト案の評価簿を作成した。 
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図 18 プロジェクト立案までのサイクル 

 

評価簿は記述式ではなく選択式なので回答までの時間が早くリーンキャンバス等の作成

から提出するまでの間に何回も軌道修正を行うことが可能になる。なおビジネス提案に対

する評価を以下のように分類した。 

 

図 19 効果の大きさの小項目 

 

今回はプロジェクトマネジメント用に効果の大きさを評価する評価簿を作成した。なお

この評価簿において評価する項目は図 19において赤丸で囲われている 5つである。 

評価指標を使うことによって図 20のような作業を行うことが可能なためフィードバック

をより多く行うことができる。 
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図 20 評価指標使用によるビジネス立案までのサイクル 

 

リーンキャンバスから評価指標による評価によって何回も検証することが可能であり、

リーンスタートアップ手法に適した演習が可能になる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

第 4 章 実験結果と考察 

4.1 実験結果 

 以下の図 21 は全グループのビジネス案の評価指標の平均である。評価平均の数値が 80

以上を赤文字、60以下を青文字にした。成果物を一部出していないグループがあったため、

評価指標で評価できない部分は評価不能とし、評価指標の平均の算出では除外した。なお

各平均の数値は少数第一位を 4捨 5入で表したものである。 

 

 

図 21 評価事項毎の全 26チームの評価平均 

 

次に評価事項を各小項目としてまとめた。プロジェクトマネジメント受講生のストロン

グポイント、ウィークポイントを明確にするため各項目の平均をレーダーチャートで表示

する。 

 

図 22 分類ごとの全チームの平均値 

分類 評価事項 評価平均 最高点 最小点
1.目的の要素数はいくつあるか 79 100 60
2.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) 61 100 50
3.目的の重要性 90 100 80
4.顧客セグメントの明確さ 70 100 60
5.顧客規模が具体的に書かれているか否か 50 50 50
6.顧客における利用頻度 61 100 40

独自性 7.独自性 82 100 60
8.目的達成の詳細化 72 100 50
9.目的達成の適用範囲 72 100 60
10.利用者がいくらで使用するか明記されているか否か 52 100 50
11.解決策の測定方法 54 100 40
12.メリットの適用範囲 74 80 60
13.メリットの大きさ 76 100 60
14.デメリット・リスクの大きさ 72 100 60
全評価事項の平均 69

背景と目的

顧客

解決策

メリット・デメリット
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4.2 実験結果の考察 

4.2.1 プロジェクト案の課題内容での比較 

 

図 23 プロジェクト立案による課題内容 

 

2015 年度プロジェクトマネジメントの講義において、学生の立案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での評価平均の比較を行った。 

 

 
図 24 プロジェクト案の課題内容による分類と評価平均 
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表 10 課題内容別による評価平均 

 大学関係 その他 

背景と目的 77 75 

顧客 60 61 

独自性 86 74 

解決策 63 60 

メリット・デメリット 51 50 

 

 

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推測した。 

学生にとって不得意な評価平均として抽出したのが、顧客規模が具体的に書かれている

か、利用者がいくらであるか明記しているか、解決策の測定方法である。この 3 点は主に

ビジネス案を実行する際に重要なものであり、静岡大学のプロジェクトマネジメントでは

ビジネス案のフィードバックによる修正で講義が終了し、実際、ビジネス案を実行しない

ため、このような結果になったと考えられる。 

以上のことから、静岡大学のプロジェクトマネジメントは図 22 から読み取れるように、

主観的な課題をとらえビジネス案に取り組んでいたグループが多いことから独自性に長け

ているが、講義では行わないビジネス案の実行まで考慮した成果物の作成には至らなかっ

たといえる。 

なお評価指標の作成において、各事項の平均が 60 前後の評価指標を目標としていたが、

それぞれの評価平均にばらつきが出てしまった。そのため、今後評価基準を修正する必要

がある。 

4.2.2 全チームのプロジェクト立案までの流れ 

次に全チームのプロジェクト立案までの手順が主に 2 つに分かれていたため、この 2 つ

の方法を分析し比較を行った。 
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図 25 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 A 法、先

にビジネス案を絞ってから検証を行う方法を B法とした。 

 なお B法は候補比較表から案の絞込みを行った後、3通りのやり方に分かれていたため、1

つの案に絞り込む方法を B1 法、複数の案に絞り込んでからリーンキャンバスを作成し、1

つに絞り込む方法を B2法、全てを採用する方法を B3法と分類する。 

 

図 26 候補比較表とリーンキャンバスの使い方の違い 

 

講義で推奨している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。 
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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 実験結果のフィードバックと学生の反応 

 各グループに評価指標を配るのと同時にアンケートも配り、回答してもらった。以下の

図 27～31はプロジェクトマネジメント受講生によるアンケート結果である。 

 

図 27 アンケート項目 1の回答結果 

18%

50%

25%

7%

1.作成したリーンキャンバスの評価簿についての

説明は理解できたか(回答人数74名)

とても当てはまる それなりに当てはまる 当てはまる

あまり当てはまらない 当てはまらない
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図 28 アンケート項目 2の回答結果 

 

 

 
図 29 アンケート項目 3の回答結果 

 

16%

53%

26%

5%

2.自分の作成した成果物の評価は納得のいくものだったか

(回答人数74名)

とても当てはまる それなりに当てはまる 当てはまる

あまり当てはまらない 当てはまらない

38%

40%

14%

7%1%

3.レーダーチャートによる評価結果の表示は

分かりやすかったか(回答人数74名)

とても当てはまる それなりに当てはまる 当てはまる

あまり当てはまらない 当てはまらない
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図 30 アンケート項目 4の回答結果 

 

 

 

図 31 アンケート項目 5の回答結果 

 

4.4フィードバックについての考察 

 学生に評価指標と同時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。ア

ンケートには 5つの質問項目を用意したが、全ての質問項目で 90%以上の肯定的な意見を得

ることができた。 

38%

41%

16%

5%

0

4.この評価指標をもとに修正を行う場合

現在の成果物より良い成果物は作れそうか(回答人数74名)

とても当てはまる それなりに当てはまる 当てはまる

あまり当てはまらない 当てはまらない

28%

43%

22%

7%

0

5.ロジックツリーやリーンキャンバスを使用する際、

また評価指標を使用したいと思うか(回答人数74名)

とても当てはまる それなりに当てはまる 当てはまる

あまり当てはまらない 当てはまらない
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 今回のアンケートの主な目的は評価指標を使うことでよりよい成果物を作れるかどうか

の確認であった。そのためアンケートの項目の 4 番目の質問による学生の回答を以下グラ

フのとおり 2つに分類した。 

 

 

図 32 全ての成果物を提出した学生のアンケート項目 4の回答結果 

 

図 33  一部の成果物を出していない学生のアンケート項目 4の回答結果 

 

 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。 

 

 

 

49%

34%

17%

4.この評価指標をもとに修正を行う場合、現在の成果物より良い

成果物は作れそうですか(提出OK 53名)

とても当てはまる

それなりに当てはまる

当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない

10%

57%

14%

19%

5.この評価簿をもとに修正を行う場合、現在の成果物より良い成

果物は作れそうですか(提出NG 21名)

とても当てはまる

それなりに当てはまる

当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない
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第 5 章 結論と今後の課題  

5.1結論 

 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、学生達は複数のビジネス案をまとめて評価し検証をおこなっているためプロ

ジェクト立案までの手順に時間をかけてしまい、修正する機会が少ないという問題点があ

る。そこから、記述したリーンキャンバスを即時に評価できるような評価指標を作成し、

早期評価によるビジネス案の早期開発を可能にすることを目的とした。 

学生による 3 つの成果物から評価できる評価項目の作成を行った。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。 

なお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を得ることができた。 

 

5.2今後の課題 

5.2.1 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。 

 

5.2.2リーンキャンバス評価の機械化・自動化の展望 

本研究の結果と考察をもとに、リーンキャンバスなどの成果物を、コンピューターに採

点方式を読み込み、機械的・自動的に採点することの実現可能性について考えた。 
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図 34 機械的・自動的リーンキャンバス 

 

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効果の大きさを取り上げ、

3.2.2評価の方法と基準で記述しているような採点方式で行った。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。 

このように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。 

 

図 35 各評価事項の自動的評価・主観的評価の分類 

 

 今回、主観的な評価を行った評価事項の中で、今後自動的な評価が可能になりそうなも

のとして、「顧客における利用頻度」が挙げられる。これはリーンキャンバスの項目である
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顧客に利用者の使用頻度を記載できるような小項目を設けることで、自動化が可能になる

のではないかと考えられる。 

 次に、今後自動化が困難なものとして「作成しているビジネス案が独自性をもっている

か」が挙げられる。リーンキャンバスの独自の価値提案の項目には主に顧客に説得するよ

うなメッセージが書かれており、これを自動化で評価を分類するのが難しいため、採点の

方法を変える必要がある。 

 以上の点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。 

5.2.2 実現性と運用のしやすさの評価指標の作成 

今回効果の大きさについての測定方法は学生による成果物から評価することができたが、

実現性とコスト・運用のしやすさの 2 点において成果物だけでは評価することが難しい恐

れもあるため、これらの評価指標に合わせるような成果物の改良も必要である。 

 

図 36 今後作成する評価指標の分野 

 

5.2.3 他の授業やビジネス計画研究への応用  

5.2.3.1 静岡大学のビジネスコンテスト 

 静岡大学のビジネスコンテスト[9][10]は、静岡大学の学生が主体としてチームごとにビジ

ネス案を立案し複数のワークショップを重ね、よりよいビジネス案を形成して最終発表で

社会人の方に順位をというイベントである。このイベントは 2011年から開催され現在まで

に毎年 1度開催されている。 

 このイベントは主にビジネス立案を重要視されており、リーンキャンバスの使用が多く

見られる。このイベントもプロジェクトマネジメント同様、評価指標の導入により、今ま

でよりもいいビジネス案が作られるのではないかと思われる。 
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 もうひとつ最終発表の順位を決定にも導入できる可能性がある。静岡大学のビジネスコ

ンテストでは参加学生による順位付けと来賓の方々と教授による順位付けの 2通りある。

これらは以下の図 38 を元に評価を行い、順位付けを決めている。 

 

図 37 最終発表の評価方法 

 

 プレゼンテーションへの評価と提案の過程への評価は最終発表とワークショップにおい

ての議論から評価することが容易だが、最終発表と資料だけでは提案への評価の全ての項

目を一概に決めるのは難しい部分があり、最終的には自分の好みによって評価が割れてし

まう可能性が生じる。 

 そこで、各チームに発表するビジネス案をリーンキャンバスに記述してもらうことによ

り、提案への評価は採点指標によって行うことができれば、評価しづらい部分を補うこと

ができるので、より質の高い評価ができるはずである。 

 

5.2.3.2 ビジネス計画に関する企業と大学の共同研究[11] 

静岡大学情報学部湯浦研究室では、スター精密と電子レシートの普及についての研究を

進めている。現在、消費者がお店で何かモノを買い、会計時に発行されるのは紙のレシー

ト）が当たり前であるがほとんどの人がその紙レシートを受け取っている。 

しかし、レシートを受け取るがそのこと自体にメリットを感じている人は少ない。むし

ろ紙レシートに不満を感じている人が多い。東芝テック社の調べるによると、紙レシート

に不満があるかという質問に約 7割の人がなにかしらに不満を感じている。 

 このような紙レシートの問題点から現在日本ではあまり利用されていない電子レシート

を普及するための研究を行っている。 

 なお湯浦研究室の夏の集中講義にて電子レシートに基づく個人向け購買管理サービスの

実現法についての演習を行った。その際リーンキャンバスを使い顧客が小売店の場合と消
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費者の場合に分けてビジネス案を提案し、2日間に渡って各提案によるレビューを行い軌道

修正していき最終的に 1つにビジネス案を絞り込んだ。 

 私はこの作業をリーンキャンバスの採点指標を使うことによって作業期間の短縮につな

がるのではないかと考えた。 

 有効性の採点指標を使用することによって最小限のレビューにとどめ、後は評価指標に

よる数値化によって修正を行うことによって無駄なサイクルを減らすことができるはずで

ある。さらにリーンキャンバスの自動化採点が実現すればより開発期間を短くできると考

えられる。 

 

5.3 まとめ 

今回、学生の成果物を使用した評価指標の有効性についてアンケートをプロジェクトマ

ネジメントの講義の受講生に行い、9割以上の肯定的な回答な意見を取り入れることができ

た。このことからプロジェクトマネジメントの受講生にとって本研究で作成した評価指標

を使うことによってプロジェクト演習での作業がはかどる傾向にあると考えられる。しか

し、本研究では、評価指標を使用することによって、プロジェクト演習においてフィード

バックの促進と成果物の充実度がどのように変化したかの測定を行わなかった為、来年の

プロジェクトマネジメントの講義では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

るのかを調査する必要がある。 

さらに今回の評価簿の評価事項の採点方法で主観的な判断で点数をつけてしまった部分

があるため、評価事項の修正も必要とされる。評価指標の評価事項が全て自動的な採点方

法での点数化が実現できた際に、コンピューターに採点方式を読み込み、機械的・自動的

に採点することが可能なのではないかと考える。コンピューターによる機械化・自動化採

点が可能になれば、よりリーンスタートアップ手法においての作業がはかどるだけではな

く、リーンスタートアップ手法の普及につながるはずである。 

そのためにもビジネス案を採用したときの評価を行う「実現性とコスト」。そのビジネス

案を実現した際の扱いやすさを評価する「運用のしやすさ」の評価指標の作成が必須であ

り、これらの評価が行えるような成果物の考案も必要となる。 
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