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Future Innovators カテゴリー 

基本ルール 
 

PART 1 – 基本ルール 
 

１．一般情報 

1.1 はじめに 

 WRO Future Innovators 部門に参加するチームは、現実世界における問題の解決に貢献するロボットを

開発します。毎年新しいテーマが設定され、多くの場合、国連の「持続可能な開発目標」に関連しています。

各チームは、テーマについて調査した後、革新的で機能的なロボットソリューションを開発し、大会当日は、

自分たちのプロジェクトを発表します。 

 

1.2 重点分野 

 WRO の各カテゴリーでは、ロボットを使った学習に特に重点を置いています。WRO Future 

Innovators において、児童・生徒たちは以下の分野の開発に焦点を当てます。 

 

 研究開発：シーズンテーマの中で、具体的な問題を特定、調査をし、創造的な解決策を考える。 

 

 プロトタイピング：アイデアを機能的なロボットソリューションとして構成する。 

 

 テクニカルエンジニアリングスキル: さまざまなソースを使用しながらロボットソリューションを実装

する（コントローラ、モータ、センサ、サードパーティ製機器など）。 

 

 ソフトウェアエンジニアリングのスキル：ロボットソリューションをサポートするコードの開発

（例：センサの使用、複数のデバイス間の相互作用など）。 

 

 イノベーション：潜在的なユーザー、インパクト、どのようにしたらプロトタイプを実現できるかと

いうことについて考える。 

 

 プレゼンテーション能力：プロジェクトブースを用意し、審査員や観客にアイデアを発表する。 

 

 チームワーク、コミュニケーション、問題解決、クリエイティビティ 

 

1.3 年齢を考慮した審査 

Future Innovators 部門のすべてのチームは、採点基準に適合するいくつかの基準で審査されます。この 

採点基準は、年齢層によって重み付けや重要度が若干異なります（低学年はプレゼンテーションを重視し、

高学年は革新性や技術的な側面に焦点を当てる)。 

 

1.4 学習が最も重要 

WRO は、STEM 関連科目で世界中の学生にインスピレーションを与えたいと考えており、大会では、遊

び心にあふれた学習を通じて、児童・生徒たちの能力を伸ばします。そのため、すべての競技プログラムで

は、次の点がとても重要です。 

 教師、保護者、その他の大人は、チームを支援、指導、動機づけをすることはできますが、ロボット

の組み立て、コーディング、プログラミングすることは禁止されています。 

 チーム、コーチ、審査員は、WRO の指導原則と WRO の倫理規定を承認すること。これにより、す

べての人が公平でより有意義な学習体験に専念できるようになるはずです。 

 大会当日、チームとコーチは、ジャッジの最終決定を尊重し、他のチームや審査員と協力して、公正

な競技の確保に努めてください。 

WRO Japan の倫理規定に関する詳しい情報は、WRO Japan の Web を参照してください． 
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２．参加資格とチーム構成 

  WRO Japan 2022 参加規約を必ず確認してください． 

 

３．チームの仕事と責任 

3.1 チームは、他のチーム、コーチ、審判員、大会主催者に対して、公正に行動し、敬意を払わなければな

りません。WRO に参加するにあたり、チームとコーチは、以下にある WRO Japan の倫理規定に従わなけ

ればなりません。 

 

3.2 すべてのチームとコーチは、WRO 倫理規定に署名する必要があります。倫理規定の収集と署名の方法

については、WRO Japan 本部実行委員会が定義をします。 

 

3.3 ロボットの製作とコーディングは、チームのみが行うことができます。コーチの仕事は、チームに同行

し、組織的、物流的な事柄を助け、質問や問題がある場合にチームをサポートすることです。コーチはロボ

ットの製作やプログラミングに関わることはできません。これは、競技会当日と準備の両方に適用されます。 

 

3.4 この文書に記載されたルールのいずれかが破られたり、違反した場合、審査員は以下の結果のうち 1 つ

または複数の対処を決定することができます。決定が下される前に、ルール違反の可能性について詳しく調

べるため、チームまたは個々のチームメンバーにインタビューが行われることがあります。インタビューに

は、ロボットやプログラムに関する質問が含まれるかもしれません。 

3.4.1 チームは、1 つまたは複数の審査ラウンドについて、最大で 50%の減点を受ける場合があります。 

3.4.2 チームは、国内／国際大会への出場権を得られない場合があります。 

3.4.3 チームは、直ちに大会から完全に失格となる場合があります。 

 

４．ゲームドキュメントとルールの階層 

4.1 毎年、WRO は Future Innovators のシーズンチャレンジの課題、各年齢別の採点表等を含む基本ルー

ルを新しく更新し、公開します。これらのルールは、すべて WRO 国際大会の基礎となるものです。 

 

4.2 シーズン中、WRO Japan 本部競技委員会は大会における基本ルールブックの規則を明確化、拡張、ま

たは再定義するため、質問と回答（Q&A）を追加発表することがあります。チームは大会前にこれらの

Q&A を読んでください。 

 

4.3一般競技ルールブック、採点表、Q&Aは、各国内主催者の現地調整により、国ごとに行われる国内大会

で異なる場合があります。参加チームは、自国で適用されるルールについて、各自で情報を得てください。

WRO 国際大会では、WRO が公表している情報のみが関連します。WRO の国際大会に参加するチームは、

自国のルールと異なる可能性があるため、各自で情報を得てください。 

 

4.4 競技会当日は、以下のルール階層が適用されます。 

4.4.1 Future Innovators に関する規則の基礎として、基本ルールブックが提供されています。 

4.4.2 質問と回答（Q&A）は、基本ルールブックの規則を上書きすることができます。 

4.4.3 競技会当日、いかなる決定においても審査員が最終的な決定権を持ちます。 

 

５．ロボットソリューション＆プロジェクトブース 

5.1 Future Innovators に参加するチームは、シーズンテーマから着想を得て、ロボットソリューションを

構築します（PART 3 参照）。ロボットソリューションは、以下の特徴を持ちます。 

5.1.1 提案するロボットソリューションは、複数の機構、センサ、アクチュエータを備え、1 つ以上のコン

トローラで操作されるロボットデバイスです。ロボットデバイスは、あるワークフローを繰り返すだけの機

械よりも多くのことを行い、自律的に判断する必要があります。 

5.1.2 提案するソリューションでは、1 台または複数のロボットデバイスを使用することができます。すべ

てのロボットは自律的に動作し、リモコンで操作できないようにする必要があります。リモコンや追加デバ

イスは、それが現実世界でソリューションに接続されている場合のみ許可されます（例：人間とのインタラ

クションなど）。複数のロボットを使用する場合、互いに（デジタル的または機械的に）通信していることが

理想です。 
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5.1.3 提案するソリューションは革新的で、人間の日常生活に役立つものでなければなりません。それらは 

人間の仕事のある部分を代替したり、今までできなかったことを可能にするといったことを意味します。例

えば、もしロボットが人間を助けたり、人間に取って代わった場合、社会はどうなるのだろうというように、

チームは常にソリューションが人々や社会に与える影響について考えなければなりません。 

5.1.4 提示されるロボットソリューションは、実際にどのようなものになるかというモデルであっても構い

ません。ただし、モデルを製作する場合、特に年長のグループ（シニアなど）においては、実際のロボット

の性能・機能・スケールに出来るだけ近い形になるようにモデルを表現する必要があります。 

 

5.2 コントローラ、モータ、センサなど、チームがロボットソリューションやプロジェクトブースを作るた

めに必要な構築資材の使用について制限はありませんが、多くの資材を使用することは意図していません。

審査員は、すべてのロボットソリューションについて、材料の有意義な使用方法なども考慮してプロジェク

トアイデアの採点を行います。 

 

5.3 チームは、ロボットソリューションのプログラムを制作する際、どのようなソフトウェア／プログラミ

ング言語 を使用しても構いませんが、ソリューションに使用されるすべてのソフトウェア/コードは、チー

ム自身によってコーディングされるか、または無料のオープンソースツールなど、誰でも簡単に利用できる

ものでなければなりません。 

 

5.4 チームは、大会に参加する全チームが同じ大きさのプロジェクトブース（またはその他の決められたエ

リア）で、プロジェクトとそのロボットソリューションを発表します。WRO Japan 決勝大会のブースのサ

イズは 2m×2m，高さ 1.8m です（各チームはブース内で高さ 1.8m の垂直な展示面を 1 面利用すること

ができます。ロボットソリューションとすべてのブース装飾等はブース内に収まるようにし、そうでない場

合、そのチームは審査を受けることができません。 

 

5.5 チームは、来場者に自分たちのアイデアを説明するため、ブース内で行うロボットソリューションの展

示に加え、プロジェクトに関する情報を提示する必要があります。(チームに関する情報、研究内容、ソリュ

ーションの開発状況など）情報提示の形式は特に規定はないので、ポスター、ディスプレイ、その他の素材

の使用が可能です。 

 

5.6 チームは、ブース内でロボットソリューションのすべての面を実演することができなければなりません。

チームメンバーは、ソリューションのプレゼンテーションのためにブースの外（前）に立つことができます。 

 

5.7 チームには、発表時にテーブルを使用するかどうかというオプションが提供されます。テーブルのサイ

ズは 180cm×60cm で、チーム間で統一されます。テーブルを使用する場合、プロジェクトブース内に設

置してください。ブース内には椅子を 3 脚まで置くことができます。 

 

5.8 安全上の理由から（例えば、レジオネラ症対策など）、火気・霧の使用は禁止されています。プロジェク

トで液体を使用する必要がある場合は、事前に会場や WRO Japan 本部競技委員会に確認する必要がありま

すが、液体の使用については、水に限定される場合があります。また、大会のレギュレーションにより、使

用量を制限したり、完全に禁止する場合があります。もし、火、霧、液体がチームのソリューションにとっ

て重要であるならば、ビデオやプロジェクトブースでそれを紹介する等、他の方法を考えてください。 

 

5.9 前年度のプロジェクトを発展させて発表をすることは可能です。ただし、その場合、今のプロジェクト

が前年度のプロジェクトとどのように明らかに異なるのか、またはより進化しているかを報告書に記述する

必要があります。 

 

5.10 チームは，ブース内で用意されている 2 つの電源コンセントを利用することができます． 
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６． 追加資料 

6.1 この部門の総合審査は、ロボットソリューションそのものと、競技会当日のプレゼンテーション（チー

ムから与えられる情報、ブースでの発表）、そして以下の追加資料によって行われます。 

6.1.1 プロジェクト報告書（6.4 参照） 

6.1.2 プロジェクトビデオ（6.5 参照） 

 

6.2 プロジェクトレポートは、すべての大会において全チームに義務付けられています。プロジェクトビデ

オは、WRO Japan 予選会，および，決勝大会に参加するチーム必須です。 

 

6.3 追加資料は、審査員が準備する十分な時間を考慮して、大会当日よりも前に提出してください。提出期

限は WRO Japan 本部実行委員会より発表されます。すべての資料を電子データで提出する必要がありま

す。大会当日、チームは最低 2 枚のプロジェクト報告書を印刷し、1 枚は審査員に渡し、もう 1 枚は関心の

ある来場者に見せるために持参してください。 

 

6.4 プロジェクトレポートには、以下の要件があります。 

目的 審査員がプロジェクトを理解し、審査セッションの質問を準備する際の参考に

するため。 

最大ページ数 添付資料を含め、片面 20 ページ（両面 10 ページ）。出典一覧や表紙、目次

は枚数には含まれない。長文のレポートは審査対象外となり、0 点となる。 

ファイル形式 PDF 

最大ファイル容量 15MB 

構成内容 - チーム紹介と役割分担（1 ページ以内） 

- プロジェクトの概要（1 ページ以内） 

- ロボットソリューションのプレゼンテーション（ロボットソリューションの

写真および/またはコーディングのスクリーンショットを含む最大 12 ペー

ジ）。 

 準備期間中のプロジェクトアイデアの進化 

 類似のアイデアがある場合はその調査 

 ソリューションの構造 

 ソリューションのコーディング 

 開発過程での課題 

- 社会的インパクトとイノベーション（6 ページ以内）。 

 提案するソリューションが（ローカル/グローバル）社会に与える影響 

(起こりうるマイナス効果も含む） 

 提案するアイデアの試行的、実用的な使用例 1 件 

 ジュニアとシニアのみ：それぞれの年齢層の採点表で問われているこの

分野以外の質問にも答えてください。 

重要事項：エレメンタリーの場合、ロボットソリューションに関する章は最大

で 15 ページとし、社会的影響とイノベーションの章は 3 ページまでとする。 

言語 日本語(WRO 国際大会では英語) 

期待すること プロジェクト報告書はチームのみで作成し、コーチやその他の人は作成しない

でください。コーチやチームメンバー以外の人は、チームが報告書を作成する

際に技術的な問題がある場合にのみ、手助けや指導をすることができます（特

に低学年の子どもたちに対して）。上級学年の生徒には、低学年の生徒よりも

プロフェッショナルなスタイルの文書、言葉、表現が期待されます。審査員

は、採点時にレポートがチームの年齢に見合ったレベルで提供されているかど

うかを考慮します。 

テンプレート プロジェクトレポートのテンプレートが本資料に追加されています（Part 3） 
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6.5 プロジェクトビデオには、以下の要件があります。 

目的 チームとロボットのソリューションを発表する。ロボットソリューションがど

のように機能するかを実演する。このビデオは審査員のためのガイドでもあ

り、ロボットソリューションのプレゼンテーションの際に利用することもでき

ます。 

最大ビデオ時間 90 秒（1.5 分） 

ファイル形式 .avi，.mpeg，.wmv，.mp4 

最大ファイル容量 100MB 

構成内容 ビデオでは、チームが開発したロボットソリューションが動作している様子を

映します。実際の環境下で行うことが可能です。チームは、プロジェクトレポ

ートに書いたことをそのまま繰り返してはいけません。チームは、簡単に自己

紹介とプロジェクトのアイデアを紹介する必要がありますが、ビデオの主要部

分は、ロボットソリューションがどのように動作するかを示す必要がありま

す。 

言語 日本語(WRO 国際大会では英語、英語字幕を使用しても構いませんが、必須で

はありません) 

期待すること ビデオはチームが作成するものであり、コーチやそれ以外の人が作成するもの

ではありません。コーチやチームメンバー以外の人は、チームがビデオを準備

する際に起こった技術的な問題に関してのみ、手助けや指導をすることができ

ます（特に低学年の子どもたちに対して）。審査員は、採点の際に、ビデオが

チームの年齢に適したレベルで提供されているかどうかを考慮します。注意：

審査員はプロのビデオ制作を期待しているわけではありません。チームがモバ

イル機器（例：スマートフォン、タブレット）を使ってビデオを撮影するだけ

で、全く問題ありません。 

 

７．プレゼンテーションと審査 

7.1 Future Innovators に参加するチームは、競技会当日に以下のプロセスを経る必要があります。 

7.1.1 プロジェクトブースの設営とロボットソリューションのテスト 

7.1.2 ブースの点検（ブースの大きさの確認など） 

7.1.3 1 つまたは複数の審査セッションでロボットソリューションの発表（7.2 参照）。 

 

7.2 1 回の審査時間は 10 分です。審査員は 2～3 名のグループを作り、各チームのブースを訪問します。

まず、チームは 5 分間でプロジェクトのアイデアを発表し、プロジェクトブースでロボットソリューション

のライブデモを行います。審査員は時間を計り、5 分経過した場合はチームのプレゼンテーションを止めま

す。その後、審査員がプロジェクトやロボットソリューションについて質問をします。 

 

7.3 基本的に、チームは一般参加者にプレゼンテーションを行うため、競技時間中はチームブース内にいな

ければなりませんが、もちろん、他のプロジェクトやアイデアを見学しに行くことは可能です。 

 

7.4 チームは、競技会当日のスケジュールを把握し、審査時間に間に合うようにブースにいる必要がありま

す。チームは、審査員が到着する前に、ブースの準備とロボットソリューションのライブプレゼンテーショ

ンの準備を確認する必要があります。 

 

7.5 もしロボットのソリューションが審査セッション中に機能しなかった場合、審査員は、再度来訪するか、

またはチームが次の審査セッションでソリューションを実演できるかどうかを確認します。 

 

7.6 WRO 国際大会では、プレゼンテーションの言語は英語とします。翻訳が必要な場合は、ナショナルオ

ーガナイザーなど、チームと直接関係のない人が行ってください。翻訳アプリケーションの使用は、付随的

な単語やフレーズの意味を確認する目的での使用は許可されます。WRO Japan 決勝大会では、プレゼンテ

ーションの言語は日本語とします。 

 

7.7 WRO 国際大会の審査は年齢層別に行われますが、各年齢層に適したスコアリングシートで審査されま
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す。そのため、各年齢層別に優勝チームが決定されます。WRO Friendship Invitationals では、各年齢グ

ループの審査に十分なチームがない場合、全チームを 1 つのグループとして審査することが可能です。

WRO Japan 決勝大会においても、同じように審査します。 

 

7.8 審査員は、レポートとビデオを確認し、大会に備えます。さらに、競技会の当日までに少なくとも 1 回

の審査会議が行われます。ここで、審査員は審査プロセスについて話し合い、採点票の共同理解で足並みを

揃えます。 

 

7.9 審査員は、自分の学校・機関・国のチームを審査することは出来ません。十分な数の審査員がいない場

合は、審査グループの他の審査員が審査セッション中にチームに対して質問をします。 

 

7.10 審査員は、審査セッション中および競技会当日のチームのパフォーマンスを常に確認しています。ま

た、審査員は、審査セッション以外の状況についても減点することができます。例えば、コーチがチームの

仕事をしているのを審査員が見た場合などは、これに該当します。 

 

８．WRO Japan 決勝大会での表彰 

8.1 WRO Japan 決勝大会では，部門に関係なく，決勝大会に参加したチームの中から，「最優秀賞」（1 チ

ーム）と「優秀賞」（2 チーム）を表彰します． 

 

９．用語集 

コーチ ロボティクスの様々な側面、チームワーク、問題解決、時間管理などを学ぶた

めに、チームを支援する人。コーチの役割は、チームのために競技に勝つこと

ではなく、問題を特定し、競技の課題を解決する方法を見つける過程で、チー

ムを教え導くことです。 

大会主催者 大会主催者は、チームが訪問する大会を主催する団体です。地元の学校、

National Final を開催する国のナショナルオーガナイザー、または WRO 開催

国と WRO 協会などが WRO 国際大会を開催します。 

審査グループ 一般的に 2～3 人で審査グループを構成します。このグループは、審査会で各

チームを訪問し、質問をします。また、審査前にプロジェクトレポートとビデ

オを見ます。 

審査セッション 各チームは審査セッションで審査されます。各セッションは 10 分間で、5 分

間はチームからのプレゼンテーション、残りの 5 分間は審査員からの質疑応答

時間です。 

プロジェクトブース プロジェクトブースは、各チームが自分たちのソリューションを発表する場で

す。プロジェクトブースの大きさは、縦×横×高さが2m×2m×1.8mです。 

ロボットソリューシ

ョン 

ロボットソリューションは、チームの核となる成果物です。チームは自分たち

のソリューションを審査員に提示します。ロボティックソリューションは、プ

ロジェクトブースより大きくすることはできません。 

WRO 本書において、WRO とは World Robot Olympiad Association Ltd.の略称

であり、WRO を世界的に運営する非営利団体です。WRO は（国際的な）ゲ

ームとルールのドキュメントに責任を持ちます。 
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PART 2 – 採点表 
 

以下は、WRO Japan 決勝大会で使用される採点表です。 

 

審査員は、教育システムにおける成績評価のように、すべての基準を 0 から 10 までのスケールで評価す

るよう求められます。その採点に基づき、競技の特定の局面におけるチームの獲得ポイント数が計算されま

す。最大得点は、採点表に示されています。 

WRO Japan 決勝大会では、審査員はペアまたは小グループに分かれて作業を行います。チームには、少

なくとも 2 つの審査員グループが訪問します。審査員は各項目を採点し、各ラウンド終了後に採点結果を話

し合います。すべての審査が終了した後、審査員ミーティングを行い、審査員の採点と議論に基づいて、受

賞者が決定されます。 

 

【エレメンタリー】 

 

 
 

カテゴリ 評価分野 配点 点数

作品のアイデア、質、創
造性 30

調査及びレポート 15

アイデアの用い方 15

キーとなるイノベーションと
スローガン 10

ロボットによる問題解決 30

工学的コンセプトの有意
義な使用 10

効率良いプログラムとソフ
トウェアによる自動化 10

ロボットによる問題解決の
デモンストレーション 15

プレゼンテーションとプロ
ジェクトブース 30

技術的理解と思考力の
速さ 15

チームスピリット 20

合計 200

総合コメント

メモ

プロジェクトと
イノベーション

ロボットによる問題解決

プレゼンテーションと
チームスピリット
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【ジュニア】 

 

 
 

  

カテゴリ 評価分野 配点 点数

作品のアイデア、質、創
造性 30

調査及びレポート 15

社会的な
インパクトとニーズ 10

キーとなるイノベーションと
スローガン 10

起業家精神に関するその
他の要素
(a)費用構造, (b)収益
源, (c)キーとなる資源,
(d)パートナー

10

ロボットによる問題解決 30

工学的コンセプトの有意
義な使用 15

効率良いプログラムとソフ
トウェアによる自動化 10

ロボットによる問題解決の
デモンストレーション 15

プレゼンテーションとプロ
ジェクトブース 25

技術的理解と思考力の
速さ 15

チームスピリット 15

合計 200

総合コメント

メモ

プロジェクトと
イノベーション

ロボットによる問題解決

プレゼンテーションと
チームスピリット
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【シニア】 

 

 
 

  

カテゴリ 評価分野 配点 点数

作品のアイデア、質、創
造性 20

調査及びレポート 15

社会的な
インパクトとニーズ 10

キーとなるイノベーションと
スローガン 10

起業家精神に関するその
他の要素
(a)費用構造, (b)収益
源, (c)キーとなる資源,
(d)パートナー

10

次段階のプロトタイプ開
発 10

ロボットによる問題解決 30

工学的コンセプトの有意
義な使用 15

効率良いプログラムとソフ
トウェアによる自動化 10

ロボットによる問題解決の
デモンストレーション 15

プレゼンテーションとプロ
ジェクトブース 25

技術的理解と思考力の
速さ 15

チームスピリット 15

合計 200

総合コメント

メモ

プロジェクトと
イノベーション

ロボットによる問題解決

プレゼンテーションと
チームスピリット
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PART 3 – プロジェクトレポート・テンプレート 
 

 PDF 形式，最大 15MB 

 添付ファイルを含め、最大 片面 20 ページ（両面 10 ページ）、表紙、目次、出典一覧はページ数に含

みません。 

 長いレポートは、審査員の採点に考慮されませんので、ご注意ください 

 

 エレメンタリー ジュニア/シニア 

表紙   

目次   

チーム紹介 最大 1 ページ 最大 1 ページ 

チームについてもう少し詳しく教えてください。 

チームには誰がいますか？出身地はどこですか？チーム内でどのように仕事を分担していますか？ 

あなたのチームの写真を追加してください。 

プロジェクトの概要 最大 1 ページ 最大 1 ページ 

プロジェクトとソリューションを「エグゼクティブサマリー」に記述します。 

ステークホルダーが知るべき重要な情報を共有します。 

あなたのプロジェクトが解決しようとしている問題は何ですか？なぜこの問題を選んだのですか？あなた

が設定した問題をロボットソリューションは、どのように解決しようとしているのか？そのロボットソリ

ューションはどのような価値がありますか？現実生活で使われたらどうなりますか？そのプロジェクトは

なぜ重要なのですか？ 

ロボットソリューションの紹介 最大 15 ページ 最大 12 ページ 

提案するロボットソリューションとその開発方法について説明してください。 

一般的な側面 

どのようにしてこのアイデアを思いついたのですか？他にどのようなアイデアを調査しましたか？似たよ

うなアイデアはありましたか？提案したソリューションとの違いは何ですか？ 

技術的な側面： 

ソリューションの機械的な構造について説明してください。 

ソリューションのコーディングについて説明してください。 

開発中に苦労した点はありますか？ 

社会的インパクトとイノベーション 最大 3 ページ 最大 6 ページ 

提案するソリューションが社会に与える影響について説明してください。 

誰の役に立つのでしょうか？それはどの程度重要ですか？ 

提案したアイデアがどのように、どこで使われるのか、具体的な例を挙げてください。 

ジュニア＆シニアのみ。 

提案するプロジェクトのイノベーションとアントレプレナーシッ

プの側面について詳しく説明してください（採点基準参照）。 

ビジネスモデル・キャンバスの概念を用いて、あなたのプロジェ

クトのスタートアップアイデアとしての側面を説明することがで

きます。このキャンバスのすべての部分を埋めることが重要では

なく、プロジェクトに最も関連性があると思われる部分のみを埋

めることができます。 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas  

参考資料リスト   

調査に使用した文書や信頼できるウェブサイト、また、話を伺った人のリストを作成する。 

 


