
授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
次世代感性産業論 

Practiral Theory of Kansei Industry 

講義題目 Kansei Industry of Next Generation 

授業方法及び開講学期等 前期  木曜日  ３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

坂口光一 

Koichi SAKAGUCHI 

履修条件 

本論は、感性価値クリエーションコースはもとより、他コース

の学生であっても、ユーザー感性学における感性価値創造

の実践型科目であり受講が望ましい。 

授業の概要 

機能、信頼性、価格という従来の展開軸に加え、「感性価値」が産業の新たな展開軸として様々な

領域で浮上していることを検討するとともに、産業のパラダイムシフトに向けた産業政策の動向につい

てのレビューを行う。引き続き、感性産業を分析し、評価していく視点について、事例を通じて学んで

いく。これらをもとに、外部ゲストの講義や、演習、ワークショップを交え、次世代感性産業のグッドプラ

クティスについて学んでいく。最終講義では、次世代感性への展望について受講生とともに議論す

る。 

Study about the Kansei industry focusing on “kansei value” rather than traditional axis of function, 

reliability and price. Inviting some guest lecturers from practical field.  

全体の教育目標 

次世代感性産業論は、感性価値ビジネス系科目の基盤となる科目である。本科目を基盤として、

「感性価値認知論」「感性マーケティング論」「プロジェクトマネジメント論」へ展開する。 

これまで過去数回、新しい産業のありかたとして、「感性」がブームとなり、企業の行政の取り組みと

して展開されていったことがあった。しかし、それらは一部のメーカーやマーケティングの世界における

取り組みにとどまり、社会の大きな流れとはならなかった。しかし今日、社会の成熟化・少子高齢化や

経済のグローバリゼーション化が進展するとともに、「感性」についての関心が高まりを見せ、「感性産

業」が社会と地域の活性化の切り札として期待を集めている。感性を重視し、活用した価値創造への

取り組みが、産業全体の課題として急速に浮上してきた。この講義では、次世代感性産業について、

ケーススタディ等を通じて現状認識を深めるとともに、その特徴ならびに社会的効果を抽出し、新しい

産業としての可能性と向かうべき方向性、課題を展望する。そして、「感性」が日本の文化力と技術力

を統合し、イノベーションを推進していく新たなドライバーであるという視座をつかんでいく。 

個別の学習目標 

次世代の感性産業は、市場ニーズを客観的に分析し、技術を道具として応用し、機能性や経済性・

収益性を追求していくという視点だけからは生まれない。人間の主体性や行為、「私」の感性、意志や

価値観ときってもきれない中から生まれてくる。そこで、感性価値を自分の問題、すなわち「第一人称」

の世界において捉え、考えていくような生き方を日々心がけていきたい。さらに、大局観を背景とした

構想力をもって、社会や環境に働きかけていく、行為者としての眼差しを磨いていきたい。 

授  業  計  画 

（第１回）イントロダクション ─ 次世代感性産業の領野 

（第２回）感性価値創造（１）「方法」にこだわる 

（第３回）感性価値創造（２）「問い」をたてる 

（第４回）ゲスト招聘講義Ⅰ 

（第５回）感性価値の起源（１）見えないものを見る・聞こえないものを聞く 

（第６回）感性価値の起源（２）物語 



（第７回）感性価値の起源（３）共感 

（第８回）ゲスト招聘講義Ⅱ 

（第９回）次世代産業への視点（１）日本的感性 

（第１０回）次世代産業への視点（２）地域から世界へ 

（第１１回）次世代産業への視点（３）技術と感性の融合 

（第１２回）ゲスト招聘講義Ⅲ 

（第１３回）ケーススタディ（１）ものづくりにおけるグッドプラクティス 

（第１４回）ケーススタディ（２）ことづくりにおけるグッドプラクティス 

（第１５回）クロージング ─ 次世代感性産業の展望 

キーワード 

次世代、産業、方法、問い、無意識、物語、共感、日本的感性、ケーススタディ、地域、技術 

授業の進め方 

感性価値創造は、それに参画する多様な当事者たちによる、ある意味で一回限りのドラマである。

そのドラマを読み解き、知として血肉化していく作法をいかに身につけていくか ─ 。その点にこだわ

りをもちつつ、グッドプラクティスの事例研究を行い、適宜、ゲストをおよびしながら、自分目線で次世

代感性産業のイメージをつかみとって“きっかけ”を探求しあう場としていきたい。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜講義などで資料を配付するともに、参考図書を提示していく。 

学習相談 

随時。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

理解度を判定するために、レポート等の成果を総合して評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、レポート等の成果に出席状況、学修態度などを加味して、評定を行う。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
ブランド価値創成論 

Practical Theory of Brand Value Creation 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  水曜日  ３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

清須美匡洋 

Masahiro Kiyosumi 

履修条件 

関係のデザイン論・感性価値認知論・感性価値抽出論を

履修することが望ましい 

授業の概要 

ブランドに対する価値創成プロセスに対して、感性は重要な役割をも担っている。 

ブランドデザインにおける機能的便益性や情緒的便益性にもとづくデザインを感性という切り口で、

対象となる商品・施設・事業を事例として、具体的なケーススタディやフィールドワークをもとに感性ブ

ランドデザインの方法論やプロセス化を習得する。 

 For the value creation process for brand, KANSEI is also plays an important role. The aim of this 

course is to help students to acquire methodology and process of KANSEI brand designing, through 

some concreat case studies and fieldworks as some examples of design which applied by products, 

facilities and business area, from a view point of KANSEI based on functional and emotional benefits 

of the brand design. 

全体の教育目標 

関係のデザイン論を基盤とする感性価値デザイン系科目の一つとして開講する。したがって本科目

の履修にあたっては、予め、関係のデザイン論を履修しておくことが望ましい。 

ブランド価値創成のための方法論をケーススタディを通して実践的に修得する。 

個別の学習目標 

レベルに応じた方法論の修得 

授  業  計  画 

（第１回）ブランドについて 

（第２回）ブランド価値創成のための課題研究 （1）企業ブランド 

（第３回）ブランド価値創成のための課題研究 （2）事業ブランド 

（第４回）ブランド価値創成のための課題研究 （3）商品ブランド 

（第５回）ブランド価値創成のための課題研究 （4）カテゴリーブランド 

（第６回）ブランド価値創成のための課題研究 （5）施設ブランド 

（第７回）ブランド価値創成のための課題研究 （6）地域ブランド 

（第８回）ブランド価値創成のためのプロジェクト課題（1）地域ブランド 

（第９回）ブランド価値創成のためのプロジェクト課題（2）事業ブランド 

（第10回）ブランド価値創成のためのプロジェクト課題（3）商品ブランド 

（第11回）ブランド価値創成のためのプロジェクト課題（4）カテゴリーブランド 

（第12回）ブランド価値創成のためのプロジェクト課題（5）施設ブランド 

（第13回）ブランド価値創成のためのプロジェクト課題（6）地域ブランド 

（第14回）ブランドとデザイン 

（第 15 回）ブランドコミュニケーション 



キーワード 

ブランドデザイン・ＩＭＣ・プロモーションデザイン・ソーシャルエクスペリエンスデザイン 

授業の進め方 

講義及び演習 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜、参考図書等を提示する。 

「ブランドインサイト‐ブランドの深層と潮流を読み解く 30 の講座‐」足立勝彦・市川嘉彦著 

「寺子屋式手習いマーケティング」清野 裕司 

学習相談 

 大橋キャンパスで適宜学習相談を行うが、事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡

の上、予約すること。 なお、教員の電子メールアドレスは、ホームページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

出席及び演習課題レポートの総合評価 

（評価基準） 

出席状況 40％、企業ブランドに関するレポート 30％、商品ブランドに関するレポート 30％ 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
情報価値編集論 

Practical Theory of Editorial Value Design 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  火曜日  ２時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

池田美奈子  

Minako Ikeda 

092-553-4540 

ikeda@design.kyushu-u.ac.jp 

履修条件 

特になし。 

授業の概要 

編集とは、世の中に散在する物事を収集し、独自の視点をもって分類・整理・再構築することによ 

り、新たな文脈をつくり出し、価値を創出する一連の作業である。特に情報の送り手と受け手の境界 

が消滅しつつある現代において、情報価値を左右するひとつの大きな要因は感性である。同じ物事を 

扱っても、編集者の感性や視点の持ち方、編集の仕方、メディアの選択によって、受け手が感じ取る 

価値は大きく変わる。情報の受け手のニーズや感性と編集者のものの見方や感じ方の間に適切なイ

ンタラクションが生じたときに、新たな情報価値が創出される。そのためには、社会の現象を適切に読

み取り、テーマを発見し、それに対するメッセージを適切なかたちに加工して発信する編集デザイン能

力とスキルが求められる。本科目では、広義の編集の概念と手法を修得する。 

 

Editing means the whole processes of collecting the information fragments that are scattered in the 

world, classifying, organizing and re-building them with a unique perspective to create a new context 

and value. Particularly in the modern time when the boarder between senders and recipients of 

information are disappearing, the values of information are evaluated by “kansei”. In this class 

participants are expected to understand the concept of editing in the broad sense, and they will 

learn the way of interpreting phenomenon of society, finding important issues and design to give 

appropriate forms for visualizing the information. 

  

全体の教育目標 

情報価値編集論は、広義の編集の概念を理解し、活用する方法を身につけ、新しい情報価値を創 

出できる能力を養う。具体的には、編集の社会的責任を認識した上で、社会の現象やトレンドを適切

に読み取り、テーマを発見し、それに対するメッセージを適切なかたちに加工して発信する編集デザイ

ン能力とスキルの修得を目的とする。 

個別の学習目標 

広義の編集の概念と編集による価値創造のメカニズムを理解すること、具体的な編集手法を実践 

的に学習すること、さらにそれらを統合し、さまざまな事物に対して新たな視点を多面的に発見し、手

法を応用し価値を創造できるようになることを目標とする。 

授  業  計  画 

01・02回     情報編集の出発点：情報とは何か／編集とは何か 

03・04・05回   ワークショップ(1) 編集の切り口「意外なカタログ」 

06・07・08回   ワークショップ(2) 断片の編集「文脈をつくる」 

09・10・11回   ワークショップ(3) 編集のチカラ「日常を異化する」 

12・13・14回   ワークショップ(4) 編集による価値創造「公共サービスの編集」 



15回       まとめ 

キーワード 

編集、情報デザイン、ライフスタイル、メディア、価値創造 

授業の進め方 

編集の概念や方法を理論的に理解したうえで、グループワークによる演習、さらに場合によっては 

現実のプロジェクトに取り組み実践的な授業を行う。内容のまとまりごとにプレゼンテーションまたはレ 

ポートを課す。 

教科書及び参考図書 

必要に応じて授業中に指示する。 

学習相談 

事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアド

レスは、ホームページで確認すること。 

試験・成績評価等 

グループワークへの貢献、授業中の発言の的確さと積極性などの授業への取り組み姿勢、およびプ 

レゼンテーション、提出課題などの成果の完成度を総合して評価する。 

（評価基準） 

・ ディスカッションへの積極的な参加 （30％） 

・ プレゼンテーション（40％） 

・ 課題：リポート（30％） 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
関係のデザイン論 

Practical Theory of Relation Design 

講義題目 Practical Theory of Relation Design 

授業方法及び開講学期等 前期  水曜日  ２時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

森田昌嗣 Yoshitsugu Morita 

履修条件 

本授業の継続として１年次後期に「感性クオリティカルテ

論」を開設する。この授業は、デザイン開発に不可欠なデザ

イン評価診断システムの一つである「クオリティカルテ」の活

用法を教授するものであり受講が望ましい。 

授業の概要 

デザインとは、人々の生活の観点からものと環境、そして事柄との関係を統合化し可視化すること

である。つまりデザインは、科学技術の進展により高度化・個別化する要素技術を、生活者の立場か

ら社会状況を見据え、安心・安全な生活の利便・適応を満足させ、心地・感動を与える魅力的な物的・

質的環境に変換・統合する感性価値形成プロセスと定義できる。感性価値形成のための関係のデザ

イン「人・もの・環境・事柄の魅力的で最適な関係をデザインする実践的方法」を、Good Designの価値

形成の変遷を辿りながら習得する。 

全体の教育目標 

関係のデザイン論は、感性価値デザイン系科目の基盤となる科目である。本科目を基盤として、

「ブランド価値形成論」「自然環境価値形成論」「景観価値形成論」「地域文化デザイン論」へ展開す

る。 

感性価値クリエーションには、感性価値を創造するデザインの役割と効果を理解し実行する能力が

求められる。この授業は、人・もの・環境・事柄の魅力的で最適な関係をデザインする実践的方法を講

義及び演習によって養うことが目的である。 

デザインは要素と要素を関係づけ体系化する重要な感性価値形成プロセスであることを、先行研

究や具体的な事例研究を通して講義し、そのプロセスに対応した演習を課すことによって関係のデザ

イン方法の基礎的な活用法を体得する。 

個別の学習目標 

感性価値を創造するデザインには、人・もの・環境・事柄相互の関係を読み解く能力が求められる

ため、日常的に関係の成り立ちと状態における不具合や課題を見つけだす観察力、そして多角的に

関係を再構築する洞察力と創造力の自己研鑽に努めること。 

授  業  計  画 

（第１回）感性価値創造におけるデザインの役割と効果 

（第２回）先進諸国・東アジアにおけるデザイン施策の状況 

（第３回）わが国におけるグッドデザイン賞の変遷と動向 

（第４回）製品環境における関係のデザインの役割と効果 

（第５回～８回）プロダクトデザインプロセス演習 

（第９回）生活環境における関係のデザインの役割と効果 

（第１０回～１３回）パブリックデザインプロセス演習 

（第１４回）グッドデザインと感性価値創造の関係 

（第１５回）感性価値創造が果たす今日的役割・本論のまとめ 



キーワード 

関係のデザイン、グッドデザイン、パブリックデザイン、感性価値クリエーション 

授業の進め方 

授業計画にそって一部テキストを用いて授業を行う。基本的に、授業の節目において課題を示し、

レポートを求める。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜講義などでテキスト資料を配付する。 

参考図書：「Ｇマーク大全－グッドデザイン賞の 50 年」美術出版社、2007、他 

学習相談 

原則として箱崎キャンパスでは毎週月曜日６限、大橋キャンパス毎週金曜日６限に学生相談を行

う。その他の時間に希望する者は、事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予

約すること。教員の電子メールアドレスは、ホームページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業は、講義で理解した内容を演習課題の成果によって判断するため、演習の達成度を継続的

に評価することが重要であり、出席状況、成果物の達成度、そしてプレゼンテーション能力等を総合

的に評価する。 

（評価基準） 

講義でのレポート及び演習課題の成果物の達成度の割合：約70％ 

出席状況及びプレゼンテーション能力等の割合：約 30％ 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
景観価値形成論 

Practical Theory of Landscape design and Value Creation 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  曜日  時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 集中講義 

担当教員 

樋口明彦 Akihiko HIguchi 

履修条件 

本概論は感性価値形成プロセス科目のひとつであり、感性

価値クリエーションコースに所属する学生は受講することが

望ましい。また、他コースの学生であっても、ユーザー感性

学における実践型科目のひとつであり受講が望ましい。 

授業の概要 

「不易な景観価値」を創出するためには、都市環境・自然環境におけるハード面のデザインととも

に、人的ネットワークによる景観形成を推進するソフトデザインが必要である。景観価値形成のため

の手法とその実践例を多数題材としながら、事業立案から、生活者・行政・ディベロッパー・計画設計

に携わる専門家等をコーディネートし、合意形成にいたる、「風景の感性」を創造する景観プロデュー

スやマネジメント方法を学ぶ。 

全体の教育目標 

関係のデザイン論を基盤とする感性価値デザイン系科目の一つとして開講する。したがって本科目

の履修にあたっては、予め、関係のデザイン論を履修しておくことが望ましい。 

「不易な景観価値」（独善ではない景観、浮薄ではない景観、時間の中で陳腐化することのない景

観、などが獲得することのできる社会的価値）を創出するうえで、その行為の本質と意義を理解し、創

造的プロセスの核となれる人材の養成を目的とする。 

個別の学習目標 

前記に同じ 

授  業  計  画 

Day 1 

テーマ：「場所の履歴をデザインに翻訳する」 

事例：瀬の下堤防修築工事 

 

Day 2 

テーマ：「ない方がよいものをデザインするとき」 

事例：嘉瀬川ダム 

 

Day 3 

テーマ：「水辺を市民に取り戻す」 

事例：遠賀川直方の水辺 

 

Day 4 

テーマ： 「30年かけて港をまちにする」 

事例：唐津東港 

 



キーワード 

景観、デザイン、プロジェクトマネジメント 

授業の進め方 

四回の集中講義です。 

日程は、学期の始めに調整します。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜講義などでテキスト資料を配付する。 

参考図書：「都市の記憶：場所体験による景観デザインの手法」井上書院、他 

学習相談 

随時メールによりアポイントメントを取ってください。 

試験・成績評価等 

成績評価は出席点と講義中のディスカッションへの参加状況（５０％）、学期末に提出していただく

レポート（５０％）からおこないます。 

その他 

本講義は集中講義で実施します。開講時期については、学期中に掲示します。 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
自然環境価値形成論 

Practical Theory of Rural Planning and Value Creation 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  火曜日２時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

佐藤剛史 

Goshi SATO 

履修条件 

本概論は、感性価値クリエーションコースに所属する学生は

必ず受講すること。また、他コースの学生であっても、ユーザ

ー感性学における感性価値創造の実践型共通科目であり

受講が望ましい。 

授業の概要 

ユーザーの感性に響くような農村環境・自然景観の環境形成について、その手法、実践例、関連法

規等について学ぶ。自然環境マネジメントには、土木・建築系の知はもちろんのこと、人文学・社会科

学にわたる幅広い考え方が必要となる。農村環境の保全及び、自然環境を活かした景観づくりは、感

性の育成・保全・継承のフィールドであり、「日本の感性」を創造する基盤であることを実践していく視

点とマネジメントスキルを習得することを目的とする。 

 

Learn about the value of food and agriculture and the rural landscape. 

全体の教育目標 

関係のデザイン論を基盤とする感性価値デザイン系科目の一つとして開講する。したがって本科目

の履修にあたっては、予め、関係のデザイン論を履修しておくことが望ましい。 

わが国における自然環境とは、いわゆる二次的自然がそのほとんどであり、その創造、維持、保全

には、適切に農林業が営まれることが、必要不可欠である。換言すれば、わが国における自然環境

マネジメントの手法を学ぶことは、農業・農村に関する、実体験に基づいた適切な理解と、それを維持

する経済、社会的手法を学ぶことに他ならない。 

本講義では、福岡市近郊に残されている農業、農村をフィールドに、それらの価値をいかに評価

し、いかに保全、創造していくかを学ぶ。ワークショップとフィールドワークを有機的に組み合わせると

いう講義手法を通じて、自然環境保全に対する感性・知識・技能を養い、さらには、コミュニケーション

能力やマネジメント能力のスキルアップも図る。 

個別の学習目標 

福岡市近郊に残されている農業、農村をフィールドに、それらの価値をいかに評価し、いかに保

全、創造していくかを学ぶ。ワークショップとフィールドワークを有機的に組み合わせるという講義手法

を通じて、自然環境保全に対する感性・知識・技能を養い、さらには、コミュニケーション能力やマネジ

メント能力のスキルアップも図る。 

授  業  計  画 

（第１回）オリエンテーションとアイスブレイク 

（第２回）講義とワークショップ１：自然環境とは？その価値とは？ 

（第３回）講義とワークショップ２：地球上の環境問題 

（第４回）講義とワークショップ３：農業と自然環境 

（第５回）講義とワークショップ４：食と自然環境 

（第６回）講義とワークショップ５：経済と自然環境 

（第７～９回）フィールドワーク１： 環境保全活動 

（第１０回）ふりかえり 



（第１１～１３回）フィールドワーク２：農業体験実習 

（第１４回）ふりかえり 

（第１５回）最終ふりかえり 

※フィールドワークは土日を利用して終日行う。１回のフィールドワークで90分＊３回の講義に相当す

る時間と内容である。 

キーワード 

農業、農村、多面的機能、価値創造 

授業の進め方 

本授業は、屋内での講義、ワークショップ、屋外でのフィールドワークを組み合わせた形式で開講

する。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しない。 

適宜講義などでテキスト資料を配付する。 

学習相談 

オフィスアワーを授業終了後に設定します。 

質問、相談等をこの時間に受け付けます。 

積極的な利用を期待します。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業は、屋内での講義、ワークショップ、屋外でのフィールドワークを組み合わせた形式で開講

する。理解度を判定するために、定期的にレポート等を課しその成果を総合して評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、レポート等の成果に出席状況、学修態度などを加味して、各専門分野

別の評定を行う。 

その他 

特になし 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
地域文化デザイン論 

Practical Theory of Regional Culture Design 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  火曜日３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

麻生美希 Miki Aso 

履修条件 

この授業は、感性価値クリエーションコースの学生だけでな

く、地域文化の有する可能性や観光の果たすべき役割につ

いて学びたい学生にも受講してほしい。 

授業の概要 

地域文化とは、その地域に暮らす人々にとって当たり前の環境や、生活によって育まれるモノやコ

トであり、それゆえにその価値が見出されず、地域の中に埋もれている状態がしばしばある。本演習

では、地域文化のデザインを、地域文化を構成する多種多様な資源を抽出し、客観的に評価すること

により他者と共有できる価値を形成し、マネジメントを行うことで地域づくりに生かす一連の取り組みと

定義し、それを実現するための指針となる概念や具体的な手法について学ぶことを目的としている。

また、そういった地域文化を通じた人々のコミュニケーションを演出し、地域づくりにつなげる「観光」の

あり方についても講義する。 

 また、地域文化をデザインするプロセスでは、その文化を形成・継承してきた地域コミュニティを含

む、様々な利害関係者（ステイクホルダ）との協働関係が非常に重要となる。自分が地域の中で果た

すべき役割を理解し、謙虚に地域のことを知り、協働によるボトムアップ型のまちづくりを行うために必

要なことについても、具体的な事例をもとに講義する。 

 

The local culture is a common environment for residents, buildings, goods and things that are nurtured 

by everyday life. So these value is not often clear and have not been noticed by the residents. In this 

lecture, We define “Local Culture” as following processes.  

 

1) Research of various resources that constitute the local culture 

2) Objective evaluation and clarification of value to share with others 

3) Management of wise use for development of local community 

 

We learn about the concepts and specific technique to achieve these processes. And I lecture about 

a direction of communication between the host community and guests through local culture and 

tourism for a development of regional revitalization. Besides, in the process of local culture design, it 

is important to cooperate with stakeholders including local community, which has been inheriting the 

culture. Therefore we have to understand the role of us in the local community, the region humbly and 

how to develop the community initiated by residents. 

全体の教育目標 

 地域づくりにおいて、地域文化が有する可能性と、マネジメントを行うことの有用性について理解す

ることを本演習の目標としている。「コミュニティデザイン」、「地方創生」などの言葉を漠然と使うので

はなく、地域文化への理解を深めるとともに自分と関わりがあるものとして地域を捉え、何のための

「デザイン」なのか自分の頭で考え、地域文化のデザインにかんする提案をプレゼンテーションできる

能力を身につける。 



個別の学習目標 

①地域文化をデザインする意義について理解を深める。 

②地域文化のデザイン手法について事例を通じて学ぶ。 

③地域文化のデザインにかんする提案を作成し、プレゼンテーションする。 

授  業  計  画 

第1回 ガイダンス  

第2回 地域との関わり方と調査方法 

第3回 地域の文化を生かす観光 

第4回 文化財の保存と活用 

第5回 地域の文化が表出した空間（伝統的建造物群保存地区） 

第6回 生活文化の評価（文化的景観とフェノロジーカレンダー） 

第7回 世界遺産とは何か？ 

第8～9回 世界遺産のマネジメント（岐阜県白川村） 

第10回 美しい村のマネジメント（北海道美瑛町） 

第11回 海外における文化遺産のマネジメント（フィジー、ペルー） 

第12～13回 課題説明とプレゼンテーションに向けた個別指導 

第14～15回 プレゼンテーション、ディスカッション 

キーワード 

地域コミュニティ、まちづくり、観光、文化資源、文化的景観、世界遺産 

授業の進め方 

第1〜11回までの授業は講義形式となり、最後に感想や質問事項を記載するミニレポートを実施す

る。また、第12〜15回の授業は、課題を提示するので各人が提案を考え、発表をし、それを皆でディ

スカッションする。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、より深く学びたい人のために、授業中に適宜文献を紹介する。 

学習相談 

メールや面談等で必要に応じて行う。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

ミニレポート70%、最終プレゼンテーション30%の割合で評価を行う。 

（評価基準） 

ミニレポートにより出席状況と理解度を評価し、最終プレゼンテーションでは論理性、独創性などの

評価基準を設けて評定を行う。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
クオリティカルテ価値評価論 

Practical Theory of Design Value Evaluation Method "Quality Karte" 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期 水曜日３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

曽我部春香 

SOGABE Haruka 

履修条件 

特に無し 

授業の概要 

人々の生活を心身ともに豊かにするための手段としてデザインを位置づけ、その重要性や考え方

を解説するとともに、デザインを行うために実施するデザインリサーチのさまざまなメソッドやクオリティ

カルテについて紹介する。また、具体的なテーマを設定した演習を行い、調査計画・調査の実施・調査

結果のまとめと考察、調査に基づいた新たな提案を体験することで、デザインのプロセスについて理

解を深めることのできる授業とする。 

This course deals with the importance and the concept of design as the way to get enrich people’s 

lives, the mind and body, and introduce the quality carte and variable methods for the research of 

design. The aim of this course is to acquire an understanding about the process of design through 

exercise having a specific theme, participants planning research and making a new proposal based 

on discussion and summary of it. 

 

全体の教育目標 

感性価値クリエーションには、感性価値を創造するデザインの役割と効果を理解し実行する能力が求

められる。この授業は、人・もの・環境・事柄の魅力的で最適な関係をデザインするために生活者の望

む価値を判断するための調査方法と調査により得られる結果をデザインに具体的に結び付けていく

方法を講義及び演習によって養うことが目的である。 

生活者が価値を見出すことのできるものづくりを行うために行われている先行研究や具体的な事例研

究を通して講義を行い、その後クオリティカルテを用いた具体的な調査の実施、結果の分析、新たな

価値の提案を行うプロセスを体得するための演習を行なう。 

個別の学習目標 

生活をより豊かにするためのデザインの役割を理解し、デザインを行う際に事前に理解しておいた

方がよい事柄を把握する。またその手段の一つである、クオリティカルテやその他のデザインリサーチ

の考え方についても習得する。 

授  業  計  画 

（第１回）クオリティカルテの開発経緯と概要解説 

（第２回）クオリティカルテ評価調査事例解説 

（第３回）価値提供のためのデザインリサーチメソッド 

（第４回）ものづくりにおける調査の基本 

（第５回）調査により得られたデータの分析事例 

（第６回～９回）具体的テーマに基づいた調査演習 

（第１０回～１３回）調査演習で得られた結果の考察とものづくりへの提案（グループ演習） 

（第１４回）演習課題成果プレゼンテーション 

（第１５回）まとめ 



キーワード 

感性価値、デザイン方法、デザイン評価 

授業の進め方 

授業計画にそって一部テキストを用いて授業を行う。基本的に、授業の節目において課題を示し、

レポートを求める。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜講義などでテキスト及び参考図書等の資料を配付または紹介す

る。 

学習相談 

希望する者は事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

（sogabe@design.kyushu-u.ac.jp） 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業は、講義で理解した内容を演習課題の成果によって判断するため、演習の達成度を継続的

に評価することが重要であり、出席状況、成果物の達成度、そしてプレゼンテーション能力等を総合

的に評価する。 

（評価基準） 

講義でのレポート及び演習課題の成果物の達成度の割合：約70％ 

出席状況及びプレゼンテーション能力等の割合：約 30％ 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 選択 

授業科目名 
プロジェクトマネジメント論 

Practical Theory of Project Management 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  金曜日  5時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

都甲康至 Yasushi Togo 

履修条件 

 

授業の概要 

感性価値を創造し社会に適用していくためには、リベラツアーツとしてのマネジメントの知識と、組

織の目的を一定期間に遂行するためのプロジェクトマネジメントの知識と経験が重要である。本授業

ではまず現代社会（知識社会・創発社会・社会システムデザイン等）の特性を概観し、学部で修得した

マネジメントの基本知識を復習する。次にプロジェクトの特性と組織、プロジェクトチームの形成、プロ

ジェクトマネジャーの役割と機能、リーダーシップ等について学び、最後に演習を通じてプロジェクトの

立上げ・計画・実行・監視・終結というプロジェクトマネジメントプロセスについての理論、ツール・技法

等と、デザインビジネスとの関わりを経験（演習）により修得する。 

全体の教育目標 

 現代社会の特性（知識社会・創発社会・社会システム等）、マネジメントの基本と原則（役割、成果、

仕事と人間、社会的責任、マネジャー、技能、組織、トップマネジメント、マネジメント戦略等）、マネジメ

ントとプロジェクトマネジメントの相違、プロジェクトマネジメント知識体系、プロジェクトマネジメントプロ

セス（立上げ、計画、実行・監視、終結）、プロジェクマネジャーの役割、プロジェクトチームの形成、プ

ロジェクトコミュニケーションマネジメント等について、その要点を口頭で説明でき、要旨を記述すること

ができるように指導する。また、プロジェクトを自ら企画し立ち上げることができるようになるとともに、

プロジェクトを円滑に進めるための主要ツール、技法等を使うことができるように指導する。 

個別の学習目標 

・現代社会の特性と社会システムデザインについて、口頭で説明できるとともに要点を記述することが

できる。 

・マネジメントの基本と原則（役割、成果、仕事と人間、社会的責任、マネジャー、技能、組織、トップマ

ネジメント、マネジメント戦略等）の要点を口頭で説明できるとともに要点を記述することができる。 

・マネジメントとプロジェクトマネジメントの相違を口頭で説明できる。 

・プロジェクトマネジメント知識体系の要点を口頭で説明できるとともに要点を記述することができる。 

・プロジェクトマネジメントプロセス（立上げ、計画、実行・監視、終結）を口頭で説明できる。 

・プロジェクトを自ら企画し立ち上げることができる。 

・プロジェクトを公式に設立するための書類「プロジェクトチャーター」を書くことができる。 

・プロジェクトで行うべき作業項目を、WBS法を用いて体系的に記述することができる。 

・WBSに基づいて、プロジェクトを遂行するために必要な人員とスキルについてまとめた表（体制表）を

作成することができる。 

・WBSと体制表に基づいて、チームメンバーの人数とスキルを考慮しながら各作業項目の作業時間を

推計し、プロジェクトの立上げから終結までの全体スケジュール表を書くことができる。 

・プロジェクマネジャーの役割と業務の要点を口頭で説明できるとともに要点を記述することができる。 

・プロジェクトチームを形成する際の要点を口頭で説明できるとともに記述することができる。 

・プロジェクトチームのメンバーの士気を高めるモチベーションマネジメント行動を行うことができる。 

・プロジェクトを円滑に進めるためのプロジェクトコミュニケーションマネジメントの主要ツールとしての



連絡表、会議通知、議事次第、議事録を作成できる。 

・プロジェクトの状況変化に迅速に対応するためにスケジュール表を適宜更新することができる。 

・プロジェクトの終結プロセスとして、簡潔で的確な報告書を書くことができる。 

授  業  計  画 

授業は、任意に分けたグループによるプロジェクトチーム形式で講義・演習を行う。 

第1回（講義） ガイダンス、現代社会の特性とマネジメントの使命 

第2回～3回（講義）マネジメントの基本と原則、社会システムデザイン 

第4回～5回（講義）プロジェクトマネジメントのフレームワーク（プロジェクトとは、PMとは、PMと経営戦

略、プロジェクトマネジャーの役割と業務、プロジェクトマネジメント知識体系、他） 

第6回〜7回（講義） プロジェクトマネジメントプロセス、プロジェクトの立上げ（プロジェクトチャーター、

要求事項、スコープ、WBS、プロジェクト組織、他） 

第8回～9回（演習）演習プロジェクト及び調査 

第10回～11回（講義・演習）プロジェクトチーム形成、プロジェクトコミュニケーションマネジメント、プロ

ジェクトスコープマネジメント、プロジェクトタイムマネジメント 

第12回（演習・講義）演習プロジェクト中間発表会、プロジェクト品質マネジメント 

第13回（演習・講義）プロジェクトコストマネジメント、プロジェクトリスクマネジメント 

第 14 回（演習）演習プロジェクト最終発表会、プロジェクトの終結 

第 15 回（講義）まとめ 

なお、講義内容は演習プロジェクトの状況によって変更することがある。 

キーワード 

マネジメント、プロジェクトマネジメント、社会システムデザイン 

授業の進め方 

前半は講義を中心に行うが、授業の後半で任意にグループ分けを行い、疑似プロジェクトチームを

発足し、協同学習を取り入れながら行う。各グループの学生は、プロジェクトリーダーを中心に予め用

意したテーマについて、プロジェクトの立ち上げから終結までのプロセスを学生の主体的な活動によっ

て学ぶ。そして、授業計画に沿って、プロジェクトマネジメントの要点を講義及びコーチングする。 

できるだけ、多様な情報を取り扱うのでパソコンをできるだけ持参することが望ましい。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜、Web学習システムで資料を配付する。 

Project Management Institute著,『プロジェクトマネジメント知識体系ガイド第5版』（2013）、Project 

Management Institute編, PMI東京支部監訳,『プロジェクトマネジメントプリンシプル』（2006）、『PMツー

ルの実践的活用法: さまざまな課題に挑戦するPMたち』（著者：PMI 日本支部 「PMツールの実践的

活用」プロジェクト、出版元：鹿島出版会、2011）その他適宜紹介する。 

学習相談 

大橋キャンパスで、随時学生相談を行う。希望する者は、事前に電子メール [ togo@kyudai.jp ] で

相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業は、次の三つの評価方法によって評価を行う。 

①Web学習システムを通じて毎回出題する「課題」による知識の理解度評価（Web学習システム課題

評価）。 

②Web学習システムの予習・復習時間と出席状況による平常点評価（なお出席確認は履修者が授業

時にWeb学習システムへアクセスすることにより自動的に行う）。 

③演習プロジェクトへの参加意欲、成果物等を総合して評価する（演習プロジェクト評価）。 

（評価基準） 



・Web学習システム課題評価：60％ 

・平常点評価：20% 

・演習プロジェクト評価：20％ 

その他 

 

 

 



 
 

授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 選択 

授業科目名 
感性価値認知論 

Practical Theory of Kansei Value Cognition 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期 金曜日 ２時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

田村良一 

Ryoichi Tamura 

履修条件 

 

授業の概要 

デザイン対象となるモノやコトの感性価値を創出するためには、使用者のモノやコトに対する評価

構造を明らかにするとともに、生産者が感性価値を意図、付与した結果である既往のモノやコトの評

価、分析を通して価値創出の観点を導くことが必要といえる。本授業では、新たな感性価値の創出に

向けて、事例講義や論文・文献等と演習を通して、その考え方や方法を習得する。 

In order to create new “Kansei value” with design objects, it is necessary, first, to clarify the 

evaluation of objects from the viewpoint of consumers and, second, to promote the viewpoint of 

creating value through evaluation and analysis of objects seen to have Kansei value by producers. In 

this lesson, you will learn the process by which new Kansei value is created by participating in 

lectures on case studies, reading papers and books, and engaging in practice. 

全体の教育目標 

次世代感性産業論を基盤とする感性価値ビジネス系科目の一つとして開講する。したがって本科

目の履修にあたっては、予め、次世代感性産業論を履修しておくことが望ましい。 

本科目はデザイン対象となるモノやコトに関係する使用者、生産者、それらを取り巻く市場環境など

も踏まえ、新たな感性価値を創出するための、基本的な考え方や方法を理解する。 

デザイン対象に対する新たな感性価値の創出に向けた考え方や方法を構築できるようになる。 

個別の学習目標 

感性価値を創造するデザインには、デザイン対象に関わる様々な条件や課題をシステムとして捉

え、相互の関係を読み解き、計画・提案していく能力が求められる。日常生活における様々な事柄に

おいても、上記観点からの理解、分析に努め、自己研鑽に励むこと。 

授  業  計  画 

（第１回）イントロダクション 

（第２回）経営理念の変化とデザインのあり方の関係 

（第３回）デザイン機能における経営資源のあり方 

（第４回）デザイン情報の定量化の考え方 

（第５回）～（第７回）使用者の調査とその方法 

（第８回）～（第１０回）生産者の調査とその方法 

（第１１回）～（第１４回）デザイン計画とその方法 

（第１５回）まとめ 

キーワード 

デザインシステム、デザイン評価、デザイン計画、感性価値クリエーション 

授業の進め方 

授業計画にそって、資料、一部テキストを用いて授業を行う。また授業内容の理解を助けるため簡

単な演習も併せて行う。 



 
 

教科書及び参考図書 

適宜、プリント等資料を配付する。 

学習相談 

希望者は事前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子

メールアドレスは、ホームページ、学生便覧等で確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

平常点 30％ 

期末レポート 70％ 

（評価基準） 

平常点は、遅刻、欠席回数の多少、毎回の授業で課すミニレポートの提出により評価する。期末レ

ポートは、本講義の目的を十分に理解し、各種の手法を活用した内容となっているか評価する。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 ２年次 選択 

授業科目名 
ユーザー参加型デザイン論 

Practical Theory of User Participatory Design 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  木曜日５時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

平井康之 

Yasuyuki Hirai 

履修条件 

事前の連絡なしに開始時間に遅れた場合、出席と認めな

いことがあります。 

授業の概要 

ユーザー参加型デザインは、デザインプロセスの最初の段階からユーザーを包含し、かつメインス

トリームのデザイン開発を進めていく方法論である。そのためには、ユーザーとの直接のやりとりや観

察の中から気づきなど、ニーズの中から重要な課題を抽出し可視化することが、最終デザインと同様

に重要である。本論では、具体的な事例を題材に、特にユーザー参加型デザインとイノベーションの

関係を重視しながら進めて行く予定である。 

全体の教育目標 

情報価値編集論を基盤とする感性価値エバリュエーション系科目の一つとして開講する。したがっ

て本科目の履修にあたっては、予め、情報価値編集論を履修しておくことが望ましい。 

本科目はユーザー参加型デザインの考え方、ユニバーサルデザイン、デザインフォーオールなど世

界における流れ、手法についての基本理解、およびアドバイザー、実践者としての活動に必要な知識

を実践的に身につけることを目的とする。 

個別の学習目標 

感性価値を創造するデザインには、人・もの・環境・事柄相互の関係を読み解く能力が求められる

ため、日常的に関係の成り立ちと状態における不具合や課題を見つけだす観察力、そして多角的に

関係を再構築する洞察力と創造力の自己研鑽に努めること。 

授  業  計  画 

ユーザー参加型デザインについて実践的な事例を扱うため、ゲストスピーカーとのディスカッション

を予定している。また観察ワークショプを通じてユーザーとともに作って行くプロセスを体得する。 

講 義 概 要 

第 １ 回 ： 授業概要紹介、ウォーミングアップ 

第 ２ 回 ： ユーザーとインクルーシブデザイン１ 

第 ３ 回 ： イノベーションとインクルーシブデザイン 

第 ４ 回 ： ファシリテーションとユーザー参加１ 

第 ５ 回 ： ファシリテーションとユーザー参加２ 

第 ６ 回 ： 製品開発とインクルーシブデザイン 

第 ７ 回 ： ユーザーとインクルーシブデザイン２（ゲストスピーカー） 

第 ８ 回 ： 住空間とインクルーシブデザイン（ゲストスピーカー） 

第 ９ 回 ： イノベーションとインクルーシブデザイン 

第１０ 回 ： 観察ワークショップ 

第１１ 回 ： 観察結果発表、まとめ 

第１２ 回 ： 観察結果からアイデア展開  

第１３ 回 ： 公共空間とインクルーシブデザイン（ゲストスピーカー） 

第１４ 回 ： プレゼンテーション 

第１５ 回 ： レポート 



＊ 回の順番、内容は変更することがあります。 

キーワード 

ユーザー参加、インクルーシブデザイン、ユニバーサルデザイン、ユーザビリティー、デザインプロセス 

授業の進め方 

授業計画にそって一部テキストを用いて授業を行う。授業はワークショップ形式を取る。観察ではチ

ームで発表を行いレポートとして提出する。日本語以外を母国語とする学生が多数を占める場合、英

語での情報保障を行う予定である（できるだけ事前に申請すること）。 

教科書及び参考図書 

インクルーシブデザインハンドブック たんぽぽの家刊、その他授業中に適宜紹介する。 

学習相談 

原則として大橋キャンパス毎週月曜日６限に学生相談を行う。その他の時間に希望する者は、事

前に電子メールで相談の希望日時、相談内容を連絡の上、予約すること。教員の電子メールアドレス

は、ホームページで確認すること。 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

出席 30% 

レポートその他、課題提出 70% 

（評価基準） 

理解力：関連研究、事例、用語等の理解に関する基本能力 50% 

応用力：ファシリテーション、テーマ展開等に関する能力 50% 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感性価値抽出論 

Practical Theory of Kansei Needs Sampling Process 

講義題目 ◇マーケティング・リサーチ演習 

授業方法及び開講学期等 後期  曜日  時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

徳永眞木子 

TOKUNAGA Makiko 

履修条件 

３分の１以上の出席が見込めること 

授業の概要 

▶グルーバルに進展する世界の中で、日本的ＫＡＮＳＥＩの持つ意義は大きい。あらゆる産業分野で必

要とされる感性、その感性価値形成におけるユーザーの潜在ニーズを抽出するにはどのような方法

があるのか。既存のマーケティング・リサーチにおける代表的な手法を学び、ビジネス現場での具体

的プロジェクトを通して体得する。 

Hence, in the situation of globalization, the Japanese KANSEI now is of great significance, at the 

end of the course, participants are expected to use methods how to extract the potential users’ 

needs under the process creating KANSEI value, needed by several area of industry, by learning the 

existing basic and typical methods on marketing research. 

 

全体の教育目標 

▶情報価値編集論を基盤とする感性価値バリュエーション系科目の一つとして開講する。したがって本

科目の履修にあたっては、予め、情報価値編集論を履修しておくことが望ましい。 

▶感性価値形成プロセスの基盤となるユーザーニーズ抽出のための具体的手法を身に付けながら、

実社会におけるビジネスの視点を養う。 

 

個別の学習目標 

① ユーザーニーズ抽出の対象となるユーザー（マーケティング上の生活者）に対する基本的スタン

スについて理解・認識すること。ユーザーとは生活のために生活している人。従ってニーズ抽出

の対象という一面のみの捉え方では、真の調査結果を導き出すことはできない。 

② 定量的ニーズ抽出と定性的ニーズ抽出、双方のメリット・デメリットについて理解し、課題解決（ニ

ーズ抽出）に向けた複眼的思考と、研究や修論などに応用できるスキルを身につける。 

③ ビジネス社会の個別の案件を通した学習によって、将来方向に役立つ情報を得る。 

④ ユーザーニーズとは同時に自分自身のニーズでもある。「感性日記」の記述を通して、自身の感

性価値についてインサイトする。 

⑤ 実際のクライアントのマーケティングテーマを設定、解決のための企画提案書を作成する。 

授  業  計  画 

（第１回）イントロダクション 

（第２回）マーケティング・リサーチ概論 

（第３回）マーケティング・リサーチ課題設定 

（第４回）課題解決のための定量的アプローチ（アンケートの考え方と作成～実査～分析） 

（第５回）課題解決のための定性的アプローチ（インタビューの基本と技術） 

（第６回～７回）感性価値（生活者潜在ニーズ）抽出のための手法（「グループインタビュー法」模擬＆ 

「コラージュ」の作成～解釈） 

（第８回）インサイトによる感性価値（生活者潜在ニーズ）抽出のための手法（グルイン以外のインサイ



ト手法、「マインドネットワーク法」「写真日記法」「投影法」など 

（第９回）前半の振り返り 

（第１０回～１４回）実践事例研究（クライアントテーマに沿った具体的プロジェクトの実践。課題解決の

ための調査企画立案～報告提案書作成） 

（第１５回）講義全体のまとめと振り返り 

キーワード 

商品、サービスの感性価値、マーケティング、マーケティング・リサーチ、ユーザー（生活者）、生活者

潜在ニーズ、ビジネスマインド、インサイト 

授業の進め方 

▶共同研究をはじめ、企業からの現実的な課題があれば、それを教材として授業を組み立てる。調査

企画の立案から報告書の作成、報告会（プレゼンテーション）まで、チーム制で担当する。 

▶本職のマーケティング・リサーチ業において、授業に応用できるケースがあれば、学生が参加できる

機会を設け、現場を経験させる（変則型インターンシップ） 

▶グループインタビューやコラージュ法など、（弊社内）インタビュールームを利用した方が授業が進め

やすい場合は、開講場所を変えておこなう。 

▶通常授業の参加が困難なケースについては、補講を実施する。 

 

教科書及び参考図書 

▶教科書は特に指定しないが、適宜テキスト資料を配付する。 

参考図書：「マーケティング・リサーチの理論と実践-技術編-／-理論編-」 

「マーケティング・インタビュー」 

「マーケティング・サイコロジー」 

「最新マーケティングリサーチ・テクノロジー全集」、他 

 

学習相談 

▶本業に差し障りのない限り、学生の要望があればいつでも可。但し、事前に要予約。 

試験・成績評価等 

▶評価方法 

授業中の態度（参加意欲・積極性・関心度）、及び授業内容理解度を判断しながら評価する。 

▶評価基準 

授業中のノートの成果・出席状況・学修態度など：５０％ 

最終レポート（「感性日記」）の成果：５０％ 

その他 

▶早期の段階でクライアント（行政・民間他）からの具体的な課題が発生している場合は、第６回～１０

回の実践において応用する。 

▶その場合、曽我部先生の「クオリティ・カルテ評価論」との合同授業あり。 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性価値クリエーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
感性マーケティング論 

Practical Theory of Kansei Marketing 

講義題目 Kansei Marketing 

授業方法及び開講学期等 後期   曜日   時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 集中講義 

担当教員 

小阪裕司 

Yuji KOSAKA 

履修条件 

本論は、感性価値クリエーションコースはもとより、他コース

の学生であっても、ユーザー感性学における感性価値創造

の実践型共通科目であり受講が望ましい。 

授業の概要 

感性マーケティングの最前線の事例を用いながら、新しいユーザー像の発見に向けて有用と思わ

れる思考軸の検討を行い、感性をベースとした新しいマーケティングの理論と実践を習得する。実際

のビジネス現場で感性価値創造ができる人材育成のために、より実践的な講義を志向し、ケーススタ

ディやワークショップ、実際のビジネス現場を題材にしたマーケティング実験などを交えた形式で開講

する。 

Study about the new marketing theory based on “kansei” using front line activities in the practical 

marketing. Case study, workshop and marketing experiment are mixed with lecture. 

全体の教育目標 

次世代感性産業論を基盤とする感性価値ビジネス系科目の一つとして開講する。したがって本科

目の履修にあたっては、予め、次世代感性産業論を履修しておくことが望ましい。 

市場に感性価値を創造する際の主な課題は２つある。一方は感性価値の高い商品やサービスが

開発され提供されることであり、他方はその価値が適切に対象となる消費者に伝わることである。しか

し現状、後者はサプライチェーンのどの箇所でも十分に成されておらず、これこそが今日のマーケティ

ングの課題となっている。またユーザーが感性的・質的な嗜好を強め、感性に基づく選択購買や生活

行動を行なうようになるなかでは、その課題解決には、新たな方法論が求められている。本論ではこ

の現状を認識し、有効な方法論、それをビジネスの現場で実践していく実践法と実践プロセス、および

その効果を理解させることが目的である。 

個別の学習目標 

目標は実践レベルで理解・実感することである。「実践レベルでの理解・実感」とは、この理論と実

践法で成果を得るための基礎の正確な理解と、理解した知識を実際にビジネス現場で活用する際の

要領の認識、およびビジネス現場で活用することができる実感を得ることである。 

授  業  計  画 

（第１回）新たな消費者像とマーケティングの課題 

（第２回）感性とマーケティングの関係性 

（第３回～４回）消費者への価値創造法の理論と実践 

（第５回～６回）ビジネス現場における消費行動の現出法の理論と実践 

（第７回～８回）実際のビジネス現場でのマーケティングプランニングと実験 

（第９回～１０回）マーケティング実験の検証・分析 

（第１１回～１２回）消費者との関係性マネジメントの理論と実践 

（第１３回）感性マーケティングのナレッジマネジメント 

（第１４回）企業内で普及させるための方法と課題 

（第１５回）感性価値創造型のビジネスマネジメントの展望 



キーワード 

感性、感性価値、消費行動、動機づけ、関係性 

授業の進め方 

感性マーケティングの最前線の事例を用いながら、新しいユーザー像の発見に向けて有用と思わ

れる思考軸の検討を行い、感性をベースとした新しいマーケティングの理論と実践を習得する。実際

のビジネス現場で感性価値創造ができる人材育成のために、より実践的な講義を志向し、ケーススタ

ディやワークショップ、実際のビジネス現場を題材にしたマーケティング実験などを交えた形式で開講

する。 

教科書及び参考図書 

教科書は特に指定しないが、適宜講義などでテキスト資料を配付する。 

参考図書：「感性価値創造イニシアティブ」経済産業調査会、2007、他 

学習相談 

必要に応じて 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

本授業は、感性マーケティング論をより実践的な講義として、ケーススタディやワークショップなどを

交えた形式で開講する。そのため理解度を判定するために、レポート等の成果を総合して評価する。 

（評価基準） 

評価基準の割合は設けず、レポート等の成果に出席状況、学修態度などを加味して、評定を行う。 

その他 

 

 




