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要旨 

 

 

ビジネス構想において収益構造や顧客の課題解決構造を可視化するビジネスモデルはそ

の役割が高まっている。静岡大学情報学部においても実施される講義内や課外活動でビジ

ネスプランを立案する機会が複数存在する。しかしながらビジネスモデルに関する知識を

学習する機会は限られる。 

既存のビジネスモデルの学習が不足した状態だと、提案の際に詳細なサービス設計がで

きず、提出期限や発表実施回数等の制約により既存ビジネスモデルの極端な類似を招くな

ど様々な問題が発生する。提案活動においてそれらの状況に陥ることを防ぐため、本研究で

は既存のビジネスモデルを学習するためのビジネスモデル事例集を提案し、ワークショッ

プを開催することでその実用性を検討する。 

本研究では実際に学生によって構想されたビジネスプランを基に作成したビジネスモデ

ル事例集を用いてビジネスモデルを認識することに着目した。このビジネスモデル事例集

を定義するため、既存のビジネスモデルの記述法に関する調査を行い、ビジネスモデル図と

概要を示したビジネスモデル事例集を情報量に応じて 3 形態に分け、18 個の事例集を作成

した。 

利用者や利用シーンを定義した上で、当てはまる被験者を対象にワークショップを実施

した。簡単な利用手順の説明を踏まえてシェアリングエコノミーを対象ビジネス分野とし

て本事例集を利用してもらい、理解しやすさなど評価を述べてもらった。評価数が少なかっ

たものの、情報の内容に加えて最小情報量の事例集と最多情報量の事例集に支持を得られ

たが、一方で事例集の提供が独創性を妨げる要因になる懸念も指摘された。 

今後の展望としては懸念と事例集が拡充した際の分類法を検討した上で、有効性を実際

に調査するため、静岡大学ビジネスコンテストにおいて試験運用することが挙げられる。そ

こで効果測定を行い、さらなる改善を期待したい。 
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第1章 序論 

 

 

1.1 研究の背景 

ビジネス構想において収益構造や顧客の課題解決構造を可視化するビジネスモ

デルはその役割が高まっている。静岡大学情報学部で実施される講義内や課外活

動でビジネスプランを立案する機会が複数存在する。しかしながらビジネスモデ

ルに関する知識を学習する機会は限られている。 

既存のビジネスモデルの学習が不足した状態だと、提案の際に詳細なサービス

設計ができていない、提出期限や発表実施回数等の制約により既存ビジネスモデ

ルの極端な類似を招くなど様々な問題が発生する。 

 

 

1.2 研究の目的 

本研究では実際に学生によって構想されたビジネスプランを基に作成したビジ

ネスモデル事例集を用いてビジネスモデル事例を提示することでビジネスプラン

構想がより良い提案になるよう改善を図ることとする。 

事例として本研究は静岡大学ビジネスコンテストで発表された過去の発表プラ

ンを基にした事例集を作成した。 

 

 

1.3 論文の構成 

第 1 章では本研究の背景を述べた。 

第 2 章では静岡大学ビジネスコンテストの現状について述べる。 

第 3 章では従来のビジネスモデルの記述法について述べる。 

第 4 章ではビジネスモデル事例集の提案を利用シーンや作成法を踏まえて提

案する。 

第 5 章ではワークショップの準備・実施・評価について述べる。 

  第 6 章では結論と今後の課題を述べる。 
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第2章 静岡大学ビジネスコンテストの状況 

 

2.1「静岡大学ビジネスコンテスト」の概要 

ビジネスコンテストとは、「参加者がビジネスモデルを作り、その完成度と新規

性により優劣を競うコンテストである」[6]と定義づけされている。 

 静岡大学ビジネスコンテスト(以下 SUBC)は 2011年に静岡大学の孫暁維の研究

の一環として構想・開催された「学生のスキル向上と同時に社会人との交流ができ

るイベント」[6]を目標に掲げて企画されたビジネスプランコンテストである。尚、

現在に至るまで毎年実施され、2020 年で第 10 回を迎える。SUBC が掲げる機能

性は◇投稿機能◇相互討論機能◇評価機能が存在している。これらは SUBC 創設

者である孫暁維によって以下の役割を持っていると述べられている。 

 

 

 

図表 2-1SUBC2011 の機能性 

出所：情報学部ビジネスコンテストとその活性化方法[6] 

 

 

 

◇コンテストへの投稿機能 

 コンテストに参加する学生が、テーマに沿って提案を投稿する。 

 

 

◇参加者の相互討論機能 
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 投稿された提案を基に、参加学生と参加社会人、その他の学生を交えて、それぞ

れの提案をブラッシュアップするために討論を行う。ここで、直接的な対面形式の

「ワークショップによる議論」と、インターネット上での間接的な「Facebook に

よる議論」という 2 つの場を用意した。 

 

 

◇参加社会人・参加学生による評価機能 

 最終的に完成した提案に対して、審査を担当する社会人とオーディエンス学生

によって投票審査を行い、各提案を評価する。 

 

 

 

図表 2-2 ブラッシュアップのサイクル 

出所：情報学部ビジネスコンテストとその活性化方法[6] 

 

 

また、SUBC では仮提出、社会人との対面でのワークショップ・Facebook での

議論、チーム内でのブラッシュアップが最終発表までに 3 回行われており、それ

らによって提案のクオリティを向上させることを図っている。 

 

 

  



９ 

 

2.2 ビジネスモデルの学習から見る静岡大学ビジネスコンテストの課題 

 

 既存モデルの学習とは、「既に存在するビジネスのビジネスモデルを参考に提案

活動への応用していくための学習」[10]と定義する。 

 SUBC で行われる学生へのサポートは参加社会人によるサポートである。参加

社会人によるワークショップや評価などにより、学生の提案を補助・修正させてい

る。そのため学生は既存モデルを参考に提案活動へ望む際、それらについて自身で

調査・分析をするため、全 9 回の過去資料から各年でメディアに取り上げられた

サービスやビジネス分野に学生の提案内容の類似性が偏重する傾向にあった。ま

た参加する学生が第 10 回では学部、キャンパス、年齢の観点で多様になった。以

上を踏まえ学生に対してビジネスモデルの参考事例集を示しておく必要があると

思われる。 
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2.3 静岡大学ビジネスコンテストの改善に関する先行研究 

 SUBC における議論・提案の活性化を図る目的で様々な提案がなされているた

め、それら先行研究の概要を図表で示す。 

 

図表 2-3：SUBC の活性化法に関する先行研究 

 

 報告者 研究内容 

#1 戸辺,2013 SUBC がコンピテンシ向上の機会であることに注

目して情報学部生がみにつけるべき IT コンピテン

シを定義した上で SUBC 参加学生のコンピテンシ

を評価し、有効なコンピテンシ育成方法を検討した 

#2 梅田,2015 SUBC にて行われる議論の不活性化・マンネリ化を

課題とし、新たな機能性として学生と企業・社会人

の交流に着目したマッチング方式を提案・評価した 

#3 道原,2017 SUBC のような短サイクル型のビジネス提案にお

いて調査の分析にかかる時間・労力が提案活動に悪

影響を及ぼすという調査結果から、SUBC をプロジ

ェクトの進行・体制、参加目的、継続性の 4 つの観

点で分析・評価した 

#4 手塚,2019 SUBC において実施されない既存モデルの体系学

習を課題とし、既存モデルの学習方式の調査分析の

手法を顧客の価値を中心に考えるフレームワーク

として提案・評価した。 

出所：[7][8][9][10]を基に報告者が作成 

 

 

SUBC における議論や提案の活性化を図る上で、#1 は人間の特性を意味する「コ

ンピテンシ」に着目し提案活動の振り返りによる育成を図った。#2 は学生が企業

と社会人の交流の手段について 3 つの提案を行い、実用性を解いた。#3 は SUBC

の運営方式を改変することで活性化を促した。#4 はビジネスモデル学習の方式を

提案することでビジネスモデルの体系的習得の提案を行い実証した。 
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2.4 ビジネスモデル構築のプロセスから見た課題の分析 

 近藤は「ビジネスモデル図解のコンサルティング」[11]を行う過程で新しいビジ

ネスモデルを作るプロセスとして、認識・学習・実践が必要であると著書で述べる。 

 

 

図表 2-4：ビジネスモデルの 3 つの理解レベル 

出所：ビジネスモデル 2.0 図鑑[11] 

 

 

既存モデルの存在を「認識」し、既存モデルについて「学習」する。そしてそれ

らを経てビジネスプラン立案の「実践」を行うことがビジネスモデルの理解レベル

であるとしている。 

 先に述べた先行研究はこの理解レベルにおいて#4 は「学習」、#1~3 は「実践」

における課題の解決を図るため実施され、前段階の「認識」に対しての手法を 

提案するものではない。本研究では「認識」の段階における課題に注目するものと

する。 

 

  



１２ 

 

第3章 従来のビジネスモデル記述法 

3.1 ビジネスモデルキャンバス 

 

図表 3-1：ビジネスモデルキャンバス  

出所：ビジネスモデル・ジェネレーション[12] 

 

3.1.1 ビジネスモデルキャンバスの概要 

 ビジネスモデルキャンバスは 1 顧客セグメント 2 価値提案 3 チャネル 4 顧客と

の関係 5 収益の流れ 6 リソース 7 主要活動 8 パートナー9 コスト構造から構成さ

れる。1 顧客セグメントでは最も重要な顧客は誰かまたは誰に価値を提供するのか

といったサービス提供者が関わる顧客グループを定義する。2 価値提案ではどんな

製品やサービスを提供するのかまたは顧客にどんな価値を提供するのかといった

ことを定義する。3 チャネルでは顧客にどういった方法で認知されるまたはサービ

スを届けるのかを記述する。4 顧客との関係では顧客と関係をどうやって構築しど

うやって維持をしていくのかを記述する。5 収益の流れでは顧客はどんな価値にお

金を払うのかを記述する。6 リソースでは価値を提供するために必要な有形無形の

財産を記述する。7 主要活動ではビジネスを実行する上で重要な役割を担う活動を

記述する。8 パートナーではビジネスを構築するサプライヤーや協業するネットワ

ークを記述する。9 コスト構造ではビジネスを運営するにあたって発生するコスト

を記述する。ビジネスプラン発案者は構想時から発表時まで使用できるフレーム

ワーク型のビジネスモデル記述法である。 
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3.1.2 ビジネスモデルキャンバスの利点 

 ビジネスモデルキャンバスの利点として一覧性・汎用性・活用自由度があげられ

る。用紙一枚にビジネスプランの概要がまとめられており、一覧性が高い。ビジネ

スジャンルを問わず使用でき、ビジネスモデルキャンバスを基にビジネスプラン

の説明を行うことができる汎用性が高い。既存ビジネスの分析から新規ビジネス

の構想までビジネスモデルキャンバスの用途は広範でビジネスモデルキャンバス

を組み合わせたり書き直したりすることで新たなビジネスプランを創造すること

ができるなど活用自由度が高い。加えて SWOT 分析や PEST 分析など他のビジネ

ス分析法への活用もできる。 

 

3.1.3 ビジネスモデルキャンバスの欠点 

 ビジネスモデルとしては視覚的に構造がわからないことが欠点であると思われ

る。また、ビジネスモデルキャンバスの利用法の学習を必要とする。ビジネスプラ

ンの基本要素が記述されているため詳細なビジネスモデルの全体像を理解するに

はビジネスプラン発案者の解説を必要とする。 

 

 

 

3.2 資源・商品・顧客図と補足文の記述法 

 

 

図表 3-2：ビジネスモデルの基本(例:楽天) 

出所：ビジネスモデルの基本[13] 
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3.2.1 資源・商品・顧客図と補足文の概要 

 資源・商品・顧客の枠組みに資源の詳細や関係線が矢印や点線で表現されている。

資源は内部と外部に分かれ、ヒト・モノ・カネ・情報は内部に調達先・提携先は外

部に記述される。商品では機能価値・完成価値・ソリューション価値・価格・課金

が記述される。顧客には地理的な属性・統計的な属性・心理的な属性・行動面の属

性が記述される。矢印や点線はそれぞれの関係や行動の補足とそれらの展望が記

述される。また、300 字程度でビジネスモデルの概要が図表下部に記載されている。 

  

3.2.2 資源・商品・顧客図と補足文の利点 

ビジネス構造の視認性が高く文章も 300 字と一つの事例を読む長さは後述の解

説型に比べ短い。そのためいくつかのビジネスの比較をする際に利便性が高い。ま

た同一企業のビジネス展開の変遷についても比較が容易となる。 

 

3.2.3 資源・商品・顧客図と補足文の欠点 

 文章と図解が簡潔であるため、情報量の少なさによって企業が運営するビジネ

スの詳細な仕掛けや仕組みの説明が欠如する傾向にある。資源・商品・顧客に情報

が集約されることでビジネス構造の複雑さを可視化できない。 
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3.3 ビジネスモデル図解 

 

図表 3-3：ビジネスモデル図解(例：横浜 DeNA ベイスターズ) 

出所：ビジネスモデル 2.0 図解[11] 

 

 

3.3.1 ビジネスモデル 2.0 図解概要 

 ビジネスモデル図と事例の概要が見開き 1 ページにまとめられている。ビジネ

スモデル図は 3×3 のマス内に「ヒト」・「会社」・「店舗」・「情報」・「スマホ」とい

ったアイコンを上段に商品やサービスを受け取る利用者、中段に商品やサービス

を提供する事業、下段にそのビジネスを運営する事業者として配置する。それぞれ

のアイコン間を「モノ・カネ・情報」の流れに沿って矢印で説明し、補足を矢印付

近に記述する。 

 

3.3.2 ビジネスモデル 2.0 図解の利点 

 アイコンや矢印によって何が重要なのか表現しやすく、理解もしやすい。文字を

主として記述されたビジネスモデルと比較し、必要な情報を抽出することが容易

である。また、統一された制約上で表現されることで同じ形式で比較できる。これ

により類似事業でも相違点の考察を容易にする。 
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3.3.3 ビジネスモデル 2.0 図解の欠点 

 網羅した情報を図解に落とし込むには 3×3マスの制約表現の枠を超えざるを得

ないビジネス構造がある。そのため情報の編集を行う必要のある場合が考えられ

る。そのため主となるビジネスモデルとは別の売るための仕掛けや詳細な情報は

文章として付加することを必要とする。 

 

 

3.4 ビジネスモデルの教科書[14] 

3.4.1 ビジネスモデルの教科書の概要 

 記述文章が中心であり、図は文章の補足として機能する。そのためポイントとな

る資源・商品・顧客を表現するアイコンや文章を組み合わせた図によってそれぞれ

のビジネスに応じた図の自由な表現を行える。記述文章には「モデルの概要と例」・

「価値創造過程」・「なぜ優位性を維持できるのか？」・「モデルが有効に機能する条

件」・「落とし穴」について記載されている。「モデルの概要と例」では企業の展開

するビジネスモデルの仕組みとサービス事例の説明が記述されている。「価値創造

過程」ではビジネスモデルの利便性や利点と収益構造の説明が記述されている。

「なぜ優位性を維持できるのか？」ではビジネスモデルによる仕組みや収益構造

が顧客のサービス利用継続動機になるか、どのように他社と差別化を図ることが

できるかについて記述されている。「モデルが有効に機能する条件」ではビジネス

モデルの仕組みと収益構造に関して相性の良い条件が記述されている。「落とし穴」

ではビジネスモデルの仕組みでは解決されない課題やビジネスモデルを採用する

上で注意を必要とする課題が記述されている。 

3.4.2 ビジネスモデルの教科書の利点 

 ビジネスモデルの仕組みと収益構造を理解した状態で詳細な収益を得る仕掛け

やビジネスモデルを採用する上での注意を必要とする課題が述べられている。こ

れによりビジネスモデルの仕組みだけでなく仕組みを動かす仕掛けや気を付ける

べき点を認識することができる。また別の企業の事例も紹介することでビジネス

モデルの構造理解が容易になる。 

 

3.4.3 ビジネスモデルの教科書の欠点 
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 図解を用いた表現が少なく 2000 文字程を 1 モデルの紹介記述量としているた

め、モデルあたりの学習コストは図解がある場合に比べて高い。 

 

 

 

3.5 記述法とビジネスモデルの認識段階 

ビジネスモデルキャンバス/資源・商品・顧客/ビジネスモデル図解/文章中心の

それぞれの型に活用性・可読性・理解のしやすさ・考察のしやすさがあることがわ

かった。本研究ではこれらの利点を統合し、適切な認識段階において参照形態を変

化させたビジネス事例集を提案することとした。 
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第4章 ビジネスモデル事例集提案によるビジネスプラン立案の活性化 

 

4.1 対象ユーザー 

本研究の対象ユーザーは、ビジネスモデルの学習の基礎用語や仕組みを理解し

ていることを想定する。具体的には静岡大学の講義である「ビジネス計画論」[18]

と「ビジネス計画演習」[18]を履修し終え、フレームワークの用い方などを理解し

ている学習レベルでビジネスコンテストや授業のビジネスプラン発案課題におい

て活用経験があることを考える。 

 

 

4.2 利用シーン 

 

 

図表 4-1：ビジネス提案手順 

出所：みんなの教科書[17] 

 

 

図表はビジネス提案の大まかな段階を 4 つに分類したものである。①ではビジ

ネスを提案する際に最初に行う発案活動で②は技術シーズや市場を調査した上で

ビジネスとしてどのような価値を顧客へ提供するか考案する段階である。③では

解決策と実現性の調査を基に発案プランを体系的に構築し、④の実行に移してい

く。 

 この中でビジネスモデル事例集が想定する利用シーンは①②③である。ビジネ

スの基礎用語やその意味を理解しておりリーンキャンバスも活用できるが、自身

のアイデアと顧客の課題解決を構想する状況と課題解決のアイデアはできたがビ

ジネスにする仕掛けを構築する状況を想定する。 
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4.3 ビジネスモデル事例集提案全体図 

 

図表 4-2：ビジネスモデル事例集提案全体図 

 

 

ビジネスモデル事例集提案の仕組みは情報量の少ないものから順にカード型、

レジュメ型、辞書型のビジネスモデル事例集を過去のビジネスプラン発表資料か

ら作成しそれぞれ図表にある通り①②③の段階で提案する。①ではカード型を立

案者の設定するテーマや課題に関するカード型事例集を複数提案する。②では立

案者が参考にする事例を 1つまたは 2つ立案者が決定し、レジュメ型を参照する。

③では参考にする 1 つの事例を決定し、その辞書型を参照する。 

 

<カード型> 

ビジネスモデルが図、概要、課題で構成され、ビジネスモデルが顧客に提供さ

れる価値が記載されている資料。複数の事例を参照するためにはがきサイズにな

っている。 

<レジュメ型> 

ビジネスモデル図、概要、課題で構成され、カード型に比べ、ビジネスモデル

の周辺情報を付加した資料。 

<辞書型> 

ビジネスモデル図、概要、収益、課題、リーンキャンバスで構成される資料。

提供する価値を高める追加の仕掛け等のビジネスモデルの詳細な情報を付加した

資料。 
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4.4 ビジネスモデル事例集 

ビジネスモデル事例集はメガベンチャーと呼称される企業や時価総額が世界 10

位以内に入る巨大 IT企業の事例ではなく静岡大学ビジネスコンテストで発表され

た過去 9 回分の発表資料を事例集としてまとめる。ビジネスモデル事例集の持つ

役割は 

・ビジネスプラン構築の参考にするため 

・時間的制約内で円滑にビジネスプラン構築を進めるため 

・ビジネスプラン差別化の際の既存アイデアの参照をするため 

の 3 点が挙げられる。 

本研究で作成したビジネスモデル事例集を付録に示した。今回作成したビジネス

モデル事例集はシェアリングエコノミーに分類される過去の静岡大学ビジネスコ

ンテスト発表資料を基に作成した。 

 

4.4.1 ビジネスモデル事例集作成方法 

 ビジネスモデル事例集は静岡大学ビジネスコンテストの発表資料から作成する。

辞書型を基にレジュメ型を作成し、レジュメ型を基にカード型を製作する。共通構

成要素としてビジネスモデル図、ビジネスモデル概要、解決されない課題とする。 
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4.5 ビジネスモデル図作成法 

ビジネスモデル図は顧客と企業の関係にサービスまたはシステムが介在するこ

とで運営されるビジネスをモデル化したものである。 

 

4.5.1 ビジネスモデル図に登場するアイコン 

 ビジネスモデルの記述にはサービス、顧客、事業主といったビジネスにおける関

係者、モノ、関係の繋がりをアイコンとして用意する。使用するアイコンを図に示

した。 

 

 

 
 図表 4-3：ビジネスモデル図に登場するアイコン 

 

 

アイコン下部の名称は各ビジネスプランに応じた名称に改めることができる。

図表のアイコンに加え、サービスの根幹を形成するアイコン間の取引を矢印で示

し、取引の名称を 14px で矢印中央部に矢印に被らない形で記述する。取引にコス

トまたは利益の金銭的授受が生じる場合は名称の初めに「￥」を記述し、名称を述

べる。また、アイコンはどのビジネスモデル図にも共通して用いられるものと各ビ

ジネスジャンルで特徴となり、ビジネスモデル図全体で共通して用いられないア

イコンの 2種類に分類される。一般アイコンと特殊アイコンとして今回分類した。



２２ 

 

図表では一般アイコンは会社/事業所・人・システム・アプリケーション・データ

ベースとし、特殊アイコンは不動産/物件・講義/講習・電気自動車・組織・サービ

スプラットフォーム・店舗とした。アイコンの追加は編集者がビジネスモデル図を

作成する際に既存のアイコンでは表記できないが、重要な役割を持つ要素に相当

するアイコンを設定する。 

 

4.5.2 ビジネスモデル図基本原則 

 アイコンを用いてビジネスモデル図の記述をする際の基本原則は利用者・事業・

事業者の 3 段構成となる。上段は利用する顧客、中段は利用されるサービス事業、

下段はサービスを提供する事業者を配置する。この基本原則は関係性を示す矢印

やアイコンの配置により図の簡素化が実現する場合は原則に反することを推奨す

る。また、ビジネスプラン発案者の資料からわかる細かな仕組みは図に記載せず概

要で捕捉する。参照者の可読性を優先し参照資料の基礎となるビジネスモデルの

みを記載することでビジネスモデル事例集参照者の参照負荷を下げる。 
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4.5.3 辞書型作成法 

 

図表 4-4：辞書型作成例 1 枚目 

図表 4-5：辞書型作成例 2 枚目 

 

 

辞書型はビジネスモデル図、ビジネスプラン概要、収益、発表資料の内容では解

決できていない課題、リーンキャンバスで構成する。製作順序はリーンキャンバス、

ビジネスモデル図、ビジネスプラン概要、収益、発表資料の内容では解決できてい

ない課題である。ビジネスプラン発表資料からリーンキャンバスのフレームワー

クに読み取れる情報を書き込む。4.3.2 のルールに従いビジネスモデル図を作成す

る。ビジネスプラン概要ではビジネスプランの背景、課題設定、解決プラン、収益

モデル、提供する価値を記述する。収益では資料に記述されている範囲で収益の具

体的数値を記述する。発表資料の内容で解決できない課題は事例集執筆者が自身

の経験と発表されたビジネスと類似するビジネスが紹介されている書籍を参照し

課題として残る事案や懸念事項を記述する。 
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4.5.4 レジュメ型作成法 

         

図表 4-6：レジュメ型作成例 

 

 

辞書型を基に作成する。A4 用紙 1 枚以内にビジネスモデル図、ビジネスプラン

概要、解決できていない課題を記述する。ビジネスモデル図と解決できていない課

題は転用し、ビジネスプラン概要は編集者が背景、収益モデルを簡潔に書き直す。 
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4.5.4 カード型作成法 

 

図表 4-7：カード型作成例 表 

図表 4-8：カード型作成例 裏 

 

レジュメ型を基に作成する。はがきサイズ用紙に表にビジネスモデル図、裏にビ

ジネスプラン概要と解決できない課題を記述する。ビジネスモデル図と解決でき

ていない課題は転用し、ビジネスプラン概要は編集者が課題設定、解決プランを簡

潔に書き直す。 

 

4.5.5 ビジネスモデル事例集の蓄積 

 参照する発表資料のビジネス分野ごとに発表資料の数量に多寡があり、現在で

はシェアリングエコノミー分野のビジネスについて発表資料数が最多となってい

るため今回はシェアリングエコノミーのビジネスモデル事例集を作成したうえで

その効果の検証を実施することとした。静岡大学ビジネスコンテストの実施回数

を重ねることで発表資料が蓄積されるためビジネスモデル事例提案のリソースが

増加するにつれ事例提案の適格性が向上すると予測する。 
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4.6 シェアリングエコノミーの定義 

 今回はシェアリングエコノミーのビジネスモデル事例集を作成するため、シェ

アリングエコノミーを定義する。 

 

 

図表 4-9：シェアリングエコノミー領域 Map[16] 

 

 

シェアリングエコノミーとは「インターネット上のプラットフォームを介して

個人間でシェア（賃借や売買や提供）をしていく新しい経済の動きです。シェアリ

ングエコノミーは、おもに、場所・乗り物・モノ・人・スキル・お金の 5 つに分類」

[https://sharing-economy.jp/ja/about/]されると一般社団法人シェアリングエコ

ノミー協会で定義されており、本研究でのシェアリングエコノミーの定義とする。

場所・乗り物・モノ・お金の稼働率を上げることで流動性を高め、所有の無駄を改

善する。人・スキルの共有により雇用主は必要な時に必要なことを必要な量だけ効

率よくコストをかけることができる。被雇用者も仕事の選択の自由が提供され得

意な仕事に集中できる。シェアリングエコノミーは近年世界的な注目を集めるビ

ジネスモデルであり、持続可能な社会を目指した SDGs や電動化により新規参入

障壁が下がった自動車業界において期待される分野である。そのため有形無形の

あらゆるものがシェアの対象となっている。 
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第5章 ワークショップと評価 

 

5.1 ビジネスプランへの適用 

ビジネスモデル事例集は複数の既存モデルの存在を認識し自身のビジネスプラ

ンの立案時に参照するものである為、本研究では対象ビジネス分野を「シェアリン

グエコノミー」に限定して取り組んだ。 

 ビジネス提案を実施する場面においてこれらのような適応範囲の広いモデルの

違いから新たなモデルを考えることが検証に有効であると考え、今回はシェアリ

ングエコノミーを対象ビジネス分野として採択した。 

 本研究では対象ビジネス分野のビジネスモデル事例を SUBC 第 1 回から第 9 回

の中から全 6 つ取り上げて 36 の事例集を作成した。1 つのビジネスモデルにつき

3 形態の事例集を製作し調査した。今回は SUBC の蓄積された発表資料を基に筆

者が事例集へ編集し、90 分程度でビジネスプランの立案を実施した。付録が本研

究で作成したビジネスモデル事例集である。なお、事例集はカード型レジュメ型辞

書型とそれぞれ区分して記載する。 
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5.2 ワークショップの実施 

 

 静岡大学情報学部の 4 人を対象にビジネスモデル事例集を実際に利用してもら

うためのワークショップを実施した。被験者は 4.1 で述べた静岡大学の講義を履修

し終え、フレームワークの用い方などを理解している学習レベルでビジネスコン

テストや授業のビジネスプラン発案課題において活用経験があるという条件を満

たしている。 

 ワークショップでは本研究で利用するビジネスモデル事例集の説明を 15分で行

った後、ビジネス立案フェーズにおいてそれぞれに応じた形態の事例集を提示し

ながらビジネスプランの立案を 90 分かけて実施した。さらにその実用性について

アンケートを行った。図表は本研究で行ったワークショップの流れを示したもの

である。 

 

 

図表 5-1：ワークショップの流れ 
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5.3 評価 

5.3.1 評価方法 

 評価方法は自由記述によるアンケートを採択した。ビジネス提案経験のある 4人

の学生に対し、実際にビジネスモデル事例集を利用したのちに回答を受け付けた。 

 評価観点は①ビジネスプランを立案する過程で比重を置く点②ビジネスプラン

が他者から評価されるには何が必要だと思うか③事例集を使用した感想④事例集

の利点欠点やその改善の 4 つについて実施した。 

 

5.3.2 評価結果 

被験者 4 人の評価を①~④の順に示す。 

 

◇N さん 

①最初どんな課題を取り上げればいいかでいつも困る。それに対してどんな解決

策がすでにあるのかを調べるのに苦労した。 

②どのくらいの人がそれを求めているのかを根拠をもって話せるような材料を探

している。 

③人が一度作り切ったアイデアを見ることで、普段なら世の中すべての中から種

を探すところから始めていたところを、「自分だったらこうするのにな」という、

できあがったプランの評価から入ることができたので出だしでつまることがなく

てやりやすかった。 

④アイデアを同時に簡単に比較することができ、方向性を見つけるのにカードが

役立ったそのためビジネスモデルではなく、何を強みにするのかをアイデアの組

み立ての軸にすることができた。MANAVIA を参考にしたが、レジュメはあまり

使わなかった。辞書型はそのモデルの抱える問題や強みを把握するのに役に立っ

た。 

 

◇I さん 

①ビジネスアイデアを作るにあたって、モデルを作る部分になるべく時間をかけ

るようにしている。特にニーズをハッキリさせるところに時間をかけるようにし

ている。どんなアイデアでもニーズがない、課題解決に繋がらなければ意味がない

ので、その点を重要視している。 

②毎回ビジコンをやりながら、課題発見の段階でもっとユーザー調査ができてな

いなと感じているものの、なかなか実行できないでいる。課題発見の段階でユーザ

ーの生の声を聞くことができれば、ビジネスアイデアの説得力が上がるので、しっ
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かりやっていきたい。Google フォームで作ったアンケートよりは、ターゲットユ

ーザーにインタビューを行い、深掘りをした方が良い。 

③参考にするものがあることによって、アイデアがスムーズに出てきた。どのよう

にして考えていけばいいか、段取りがあったのでわかりやすかった。過去のアイデ

アを真似して新たなアイデアを考えようとしたが、調べたり考えたりしているう

ちに課題が見えて来て、試行錯誤していくうちに段々と元のものよりも違うもの

になった。真似から初めても最終的には独自のアイデアに辿り着けそう。ただ、発

想の幅が狭くなってしまい、あまり奇抜なアイデアは出てこないように感じた。 

④1 枚目のカードから残る課題が掲載されているのが良いなと感じた。実際ビジネ

スアイデアを考えているとアイデアを思いついた段階で満足してしまう傾向があ

ると思うので、序盤から残る課題について触れられるのは良いと思った。 

質問 1 にも書いたが、ニーズを重要視しているため、1 枚目のカードでニーズやタ

ーゲットなどがわかりやすく記載されていると良いなと感じた。 

 

◇S さん 

①自分がビジネス提案をする中で、仕組みづくりの部分では時間をかける。本当に

顧客の問題を解決できるしくみか、実現可能な仕組みか悩むことが多い。 

② 想定される利用者へのニーズ調査がもっと深くできれば、説得力のある提案に

なるのになと感じることがある。 

③自分が考えるビジネス提案に似たような過去の提案を知ることで、自分では思

いつかなかったようなアプローチなどを知ることができ、参考になった。また、過

去の提案で出てきた問題点に対する対応策なども考慮することができるので、さ

らに完成度の高い提案ができるような気がした。しかし、過去の提案でつまずいて

いた部分を全て解決したり、差別化を図るのが難しく、結局似たような提案になっ

てしまったなと感じた。過去の事例を見ることでそれらを参考にしつつ、もっと良

い提案をするために、自分の知識もさらに深めていかなければいけないと感じた。 

④過去にビジネスコンテストに参加した際、審査員に色んな点を指摘されて自分

たちが考えたサービスの内容の薄さを感じた。しかし、過去の事例を知ることで、

それを踏まえた上でのレベルの高い提案が可能になるし、自分の学習にもなると

感じた。 

 3 枚の事例集の中で順位を付けるとしたら…3 枚目が最も参考になった。次に 2

枚目、1 枚目の順。1 枚目 2 枚目のようなサービスの大体の概要だけだと、自分で

一からサービスを考えるのとあまり変わらないかなと感じた。想定される問題点

や詳細な情報があった方が、この部分はマネしたいとか、この部分は違う解決方法

を考えるべきだというように、よくも悪くも参考になると感じた。 

◇W さん 

①収益構造の仕組みを考えること 
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需要があるのかどうかを検証すること 

ターゲティングが適切かどうかを検証すること 

②ビジコン優勝とビジネスで成功は違うと思う 

優勝はアドバイザーの意見を取り入れるとか 1 点にまとめて伝える(プレゼンの表

現力(資料やプレゼンの組立て)) 

 ビジネス 現実性(人に聞くとか)使いたい人が実際にいるかどうかの検証 

③私は使わなくてもビジネスアイデアが浮かんできます。 

事例集を見ると参考にはなるが斬新なアイデアは生まれないと思う。 

ただ初心者はよくわからないから、あると助かるかもしれない。 

④辞書型であれば自分が構想したいビジネスアイデアがプランを構成する際に行

き詰まるタイミングで参考にできると感じた。 
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アンケート結果は以上のようになった。①~④の結果についてまとめた。 

① の回答では課題解決に比重を置くのは人によってバラバラで、問題を解決する

仕組みや収益化の構造だけでなく実現可能な仕組みであるかまで悩む被験者

と、需要があるかをはっきりさせる点に時間を置く被験者に大別された。 

② の回答では他社からビジネスプランを評価されるには需要に対する根拠が必

要であるという回答が多かった。一方で実際のビジネスとビジネスコンテスト

では求められる評価基準が違うと認識する被験者もいたが、ニーズ調査の点で

見解が一致していた。 

③ の回答では他人の制作したビジネスモデルを参照することで自分のアイデア

を発展させる手立てとなった回答が 3 人に見られ、ビジネスモデル構想の改善

ができたと見受けられた。Ｎさんは批判的視点からアイデアを評価したことで

自身のビジネスプランの構想がスムーズになったとの回答が得られた。また、

Ｓさんによると真似をすることから始めても独自のアイデアにたどり着けそ

うな感触を得たと回答した。他にもＩさんは類似のビジネス分野でも自分では

発想しない視点が参考になり、過去の提案で出た問題点が明確で対応策なども

踏まえて自分のアイデアに貢献したと回答した。参考にすることでビジネスア

イデアの構想が改善されると評価を得た。一方で参照によるビジネスアイデア

の発想の幅が狭まることを懸念する声も挙げられた。自身はほとんど事例集を

参考にせずビジネスアイデアを考えたと回答したＷさんは初心者には一定の

効果が認められるかもしれないと回答した。 

④ の回答では事例集を参照することで何を強みにしてビジネスを展開するかや、

アイデア構想時にアイデアが思いつくことに満足を覚えてしまうが、参照段階

初期から課題について記載されていることでビジネスモデルが抱える課題を

意識してビジネスプランを構想することができたという利点が挙げられた。ま

た、ビジネスプラン構想時にニーズに重視してビジネスアイデアを考えると回

答した被験者は参照初期からニーズやターゲットが記載されている点が利点

であったようだ。過去の経験から事例を参照することで質の高いビジネス提案

をでき、自分の新たな学びにもなると回答した。2 人の被験者からレジュメ型

の使用意義はあまり感じられないとの回答を得た。また、カード型は参考にな

った被験者とそうでない被験者に分かれた。辞書型は最も被験者らから支持を

得られた。そのため、カード型事例集で自身にあてはまる情報を選別し、辞書

型事例集で詳細なビジネスの事例を参照することが有効であると考えられる。 
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第6章 結論 

6.1 結論 

 ビジネスプラン立案時における過去に発案されたビジネスモデル事例集の参照

方式を提案した。過去のビジネスモデル記述法を調査し、記述形式に学習段階に応

じた適用利点があるとわかった。本事例集は対象ビジネス分野の知識を補足しつ

つビジネスプランの立案段階に効果を発揮するよう、3 つの形式で事例集を作成し

た。また、対象ビジネス分野をシェアリングエコノミーに限定してワークショップ

を開催し、事例集の評価を行った。 

 アンケート結果にて提案した事例集の中でも情報量が一番少ない形式と一番多

い形式が高く評価されたことからビジネスアイデアの検討シーンに適切に提案が

できたように思われた。一方で A4 サイズ 1 枚にまとめた事例集の効果に指摘を受

け、独自性のあるアイデアの想起を促進するかどうかに疑問が残った。 

 しかし、初心者には有効であるかもしれないという回答や最小情報量の形式と

最大情報量の形式について支持を得られた。そのことからそれらを踏まえた今後

の発展に期待できるように思われる。 

 

 

6.2 今後の課題 

 アンケートの結果から本事例集は情報の内容量の差と参照法の設計に課題があ

るとわかった。過去のビジネスプラン発表資料から調査・分析しまとめたため、発

表チームごとに情報の量やビジネスの複雑度にばらつきがあることが原因と思わ

れる。そのため事例集の精度向上を図り、発表者への詳細なヒアリングや事例集形

式の簡素化をするなど対策を検討する必要があると思われた。また、今後発表資料

が蓄積され対象ビジネス分野の参照量が膨大になった場合を想定してタグ付けな

どの分類法を検討する必要があると思われる。 

 本研究はシェアリングサービスに対象を当てた事例集を作成したが、今後の展

望として別のビジネス分野の事例集を作成し、テストすることが挙げられる。シェ

アリングサービスの場合は 40 時間以上を超える作成時間を経たが、他の分野での

所要時間や作成された事例集の実用性を調査することで事例集提案の応用が可能

になると思われる。また事例集の蓄積が膨大になることを鑑み、分類法を模索する

必要がある。 
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付録 

ビジネスモデル事例集－CarSharing 
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ビジネスモデル事例集－MANAVIA 

カード型 

 

 

  



５５ 

 

レジュメ型 

 

  



５６ 

 

辞書型 

 



５７ 

 

 

  



５８ 

 

ビジネスモデル事例集－地域密着型マッチングサービス 

カード型 

 

 

  



５９ 

 

レジュメ型 

 

  



６０ 

 

辞書型 

 

 

 



６１ 

 

 


