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キーワード
デザイン思考、ユーザー中心、デザイン、イン
クルーシブデザイン

履修条件

授業目的

社会における新たな価値の具体的実現のためには、
アントレプレナーシップと同時に、課題発見からアイデ
ア創出→プロトタイピング→評価にいたるプロセス技
法が必要である。本講義では、優れた技法として注目
を集める「デザイン思考」の基礎を学び、受講者のイノ
ベーション実現能力向上を目指す。

到達目標

特になし。
ただし、原則として講義全てに参加できること
を要件とする。

「アイデア・ラボI」が原則履修済。

授業目的

「アイデア・ラボI」では発想法を、「アントレプレ
ナーシップ機会認知」では社会変化の基礎を
学ぶ。本講義では、具体的な課題に対する解
決策を検討する上での問題解決法を学ぶ。

到達目標

「アイデア・ラボI」に引き続き、発散的思考法・
収束的技法を習得する。特に、常識にとらわれ
ない観察力、発想力を磨くとともに、具体的な
課題の評価軸の設定法を習得する。

キーワード アントレプレナーシップ、発想力、創造力 履修条件

冬学期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

科目名 アイデア・ラボ II
開講学期 単位数

授業目的

本講義では，頭の中で考えたアイディアを実現するた
めの知識と技術を学びます．様々な工作機器やソフト
ウェアを使い熟せることで，自らの手で問題を解決で
きる手段を体得することが出来ます．「アイディアを考
える力」と「アイディアを実現する力」の両方を身につ
けることで，実践的に問題解決が出来る人材を育成し
ます．

到達目標

・QREC工房にあるデジタル工作機械（3Dプリンター，
レーザー加工機，ミリングマシン等）を取り扱える知識
と技術を身につける．
・設計を行うためのソフトウェア（CAD等）やプログラミ
ングの技術を身につける．
・自分のアイディアを形にする技能を身につける（最終
課題作品を提出すること）．

キーワード
デジタルファブリケーション，ラピッドプロトタイ
ピング，3Dプリンター，レーザー加工機，ミリン
グマシン，電子工作，プログラミング

履修条件

科目名 デザイン思考
開講学期

工作機械を扱うため，怪我などに備えて保険
に加入しておくこと．

単位数

前期集中 1 単位担当教員 平井　康之

デザイン思考には、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。

Idea Generation

Idea Generation

Design Thinking

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

科目名 デジタル工作入門
開講学期 単位数

前期集中 1 単位担当教員 金子　晃介

アイデア創出力の養成を目指す。
合わせてチーム力を極大化するスキムを習得
する。

発散的思考法・収束的技法を習得する。
特に、常識にとらわれない観察力、発想力を磨
く。

授業目的 到達目標

科目名 アイデア・ラボ I
開講学期 単位数

夏学期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

「アントレプレナーシップ入門」が原則履修等で
あること。

キーワード アントレプレナーシップ、発想力、創造力 履修条件

単位数

単位2

開講学期
科目名

担当教員

アントレプレナーシップ入門

　　　　　春学期：五十嵐　伸吾／熊野　正樹
　　　　　秋学期：松永　正樹／高田　仁

履修条件 特になしキーワード アントレプレナーシップ、気付き

授業目的
「アントレプレナーシップ」とは何かを考え、「ア
ントレプレナーシップ」をもって行動することとは
どのようなことかを学ぶ。

次項目の基礎理解を目標とする。
①アントレプレナーシップの体系。
②キャリアデザインとアントレプレナーシップの
関係。
③リスクとリターンの関連性。
④リスクと不確実性。

到達目標

科目名 アントレプレナーシップ・セミナー
開講学期 単位数

冬学期 2 単位担当教員 松永 正樹

キーワード アントレプレナーシップ、キャリア 履修条件

基礎系科目

Entry Level

Idea Generation

Idea Generation

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

特になし

授業目的

学外から招聘する講師の体験・エピソードを通して、
社会でアントレプレナーシップを発揮するにはどのよう
な選択肢があるのかを具体的に学ぶ。狭い意味での
「起業」にとらわれることなく、既存の企業やNPO、学
術界、あるいは公共セクターにおいてもアントレプレ
ナーとして活躍する道があることに気づく。

到達目標

①「アントレプレナーシップとは何か」を自らの言葉で
説明できるようになること、②自分のキャリアにおいて
アントレプレナーシップがどのような意味を持つかを説
明できるようになること、③多様なキャリアの選択肢そ
れぞれに付随するチャンスとリスクについて説明でき
るようになること

春学期	

秋学期	
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科目名 アントレプレナーシップ・マーケティング応用
開講学期 単位数

前期集中 1 単位担当教員 平野　健二

マーケティングの基礎的知識

授業目的
実践的なマーケッターの育成、アントレプレ
ナーシップとしての思考法、プレゼンテーション
スキルを習得

到達目標

アントレプレナーとして必要な、自らの商品や
サービスが「誰にとってどのような価値がある
のか」を定義し、伝達し、相手に好ましいアク
ションを起こしてもらうまでのストーリーを身に
つけていただきます。

キーワード 価値創造、価値伝達 履修条件

科目名 アントレプレナーシップ・マーケティング基礎
開講学期 単位数

冬学期 1 単位担当教員 飛田　努

「アイデア・ラボI」が原則履修済。

授業目的

マーケティングというのは簡単に言うと、『モノが売れ
る仕組み』のことです。マーケティングを企業活動と考
えると、私たちから遠い存在のように思えてしまうかも
しれませんが、ホントはもっと身近なところでマーケ
ティングは行われているのです。本講義では「マーケ
ティングの考え方を身につけましょう」というテーマで
学んでいきます。

到達目標

企業が実社会で展開しているマーケティング
と、マーケティング管理に関する基本的知識を
習得すること。学んだ内容を卒業後の人生や
職業などの社会的活動に結びつけていく力を
身につけること。消費者・販売者双方の視点か
らの考え方を習得すること。

キーワード マーケティング、商品、戦略 履修条件

原則として講義全てに参加できることを要件とする。また、
QREC科目「デザイン思考」を受講していることが望ましい。ア
イデオ社からのゲスト講師を迎え、講義は英語を交えて実施
される。日常会話程度の英語が理解できることが望ましい。

授業目的

社会における新たな価値の具体的実現のためには、
アントレプレナーシップと同時に、課題発見からアイデ
ア創出→プロトタイピング→評価にいたるプロセス技
法が必要である。本講義では、優れた技法として注目
を集める「デザイン思考」の基礎を学び、受講者のイノ
ベーション実現能力向上を目指す。

到達目標

デザイン思考には、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。

キーワード
デザイン思考、ユーザー中心、デザイン、イン
クルーシブデザイン

履修条件

Marketing

Marketing

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

科目名 戦略的デザイン思考
開講学期 単位数

後期集中 2 単位担当教員 平井　康之／五十嵐　伸吾

Design Thinking

43 44



学
部
生

学
部
生

大
学
院
生

大
学
院
生

授業目的
現代社会の基本的構成要素としての組織を対
象とし、その行動・変化等を多様な視点から解
明することである。

到達目標
講義に「出席する」ことではなく、経営学を「習
得する」ことである。自分の言葉や行動でアウ
トプットが可能な状態を目指す。

キーワード
アントレプレナーシップ、マーケティング、組織、
組織行動

履修条件

担当教員 松永　正樹

特になし

科目名 アントレプレナーシップ・組織論基礎
開講学期 単位数

秋学期 1 単位担当教員 飛田　努

開講学期 単位数

春学期 1 単位

①財務諸表から企業の安全性、収益性、将来
性を評価できるようになる、②ROE等、主要な
会計指標の意味を説明し、実際にデータから
計算できるようになる、③損益分岐点および企
業価値評価の計算ができるようになる

キーワード
会計、財務、ファイナンス、財務諸表、企業価
値評価

履修条件

授業目的

講義に加えてクイズやグループディスカッショ
ンを通して、会計ファイナンスの基礎――すな
わち、財務諸表を読み解いて、収益やコスト構
造、資産状況、キャッシュフローの状態から、
背景にある戦略を見極め、企業としての安全
性、収益性、将来性を評価する手法――を学
ぶ。

到達目標

特になし

科目名 テクノロジー・マーケティング・ゲーム
開講学期 単位数

夏学期 2 単位担当教員 松永　正樹

世界屈指のMBAプログラム仏国INSEADで開発された
経営シミュレーションゲームを、他大学のチームも交
えて（予定）プレイすることで、マーケティング、競争戦
略、および投資と予算管理を実践的に学ぶ。チームで
ゲームに取り組むことでコミュニケーションとリーダー
シップを学ぶ。

到達目標

キーワード
マーケティング、競争戦略、コミュニケーショ
ン、リーダーシップ、意思決定・判断

履修条件

Marketing/
Strategy

Finance

Organization

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

科目名 アントレプレナーシップ・会計/ファイナンス基礎

特になし

①限られた時間内で優先順位をつけて複雑な情報を
処理し、意思決定を実行できるようになる、②マーケ
ティングおよび競争戦略に関する知識を実践的に活
用できるようになる、③チーム内で自分らしいリーダー
シップを発揮し、コミュニケーションを円滑かつ効果的
に行えるようになる

授業目的

統合系科目

授業目的 QRECが提供する科目の総合演習 到達目標 実務を通じてアントレプレナーシップを学ぶ。

Integration

科目名 アントレプレナーシップ・米国セミナー（QREP2.0）
開講学期 単位数

後期 2

授業目的

アントレプレナーシップが社会の中で新しい価
値を創造する時、組織もまた新しく生み出さ
れ、人と人、人と技術と制度の関係が変わって
いく。経営学の基本的な思考法の中心には、
組織論がある。アントレプレナーシップの組織
論を学ぼう。

到達目標

新しいプロジェクトや事業を仕掛けていく時、ど
のようにしたら価値創造を実効化できる組織を
創り出せるのか、どれだけそれが困難かを理
解できるようになる。

キーワード 履修条件

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

科目名 アントレプレナーシップ・組織論応用
開講学期 単位数

後期集中 1 単位担当教員 黒木　正樹

Organization

単位担当教員 松永 正樹／谷口 博文

特になし

授業目的

「アウェイの地」である外国で、起業家コミュニティにお
ける世界最先端のアントレプレナーシップの実践に触
れ、自分たちがこれまでに学んできた専門知識やスキ
ルがどこまで通用するかを肌で体感する。翻って、将
来世界のトップレベルで活躍するためには今後の学
生生活で何を学ぶべきかを整理する。

到達目標

①革新的スタートアップの創業者との対話を通して
“Change the world”のマインドを体得すること、②世界
の同世代と自らを比較し、刺激を受けること、③最先
端のテクノロジーを活用したビジネスに触れ、「科学技
術を活用して社会を変革する」とはどういうことかを自
分の言葉で説明できるようになること

キーワード
アントレプレナーシップ、リーダーシップ、21世
紀スキル、多様性、異文化理解＆適応力

履修条件

Integration

科目名 QRECインターンシップ
開講学期 単位数

通年 2 単位担当教員 五十嵐 伸吾

キーワード
インターンシップ、インターン、アントレプレナー
シップ、起業、起業家

履修条件
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※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

科目名

担当教員

Integration

ある程度、英語でのコミュニケーションができる
こと。

授業目的

・国際間で共通のテーマを共有/議論することによるグ
ローバル感覚の醸成
・ビジュアル・コミュニケーション手法の理解
・イノベーション創出に関するデザイン思考手法の理
解
・課題の分析から課題解決提案にいたるシナリオ作成
プロセスの学習

到達目標

市民社会の課題に関し、デザイン思考やPBL
というプロセス技法を用いて、具体的な解決や
価値実現に向けたイノベーション能力の醸成を
図る。

キーワード
デザイン思考、アントレプレナーシップ、ソー
シャル、ユートピア、シナリオ

履修条件

科目名 グローバルPBLプログラム
開講学期 単位数

前期集中 2 単位担当教員 平井 康之

Integration

科目名 技術系アントレプレナーシップ

いくつかの技術シードを用い、技術の種類の違
いを意識しながら、対象の技術特有のコア・コ
ンピタンス（中核的競争力）の構築及び確保の
方法を学ぶ。

履修条件キーワード
アントレプレナーシップ、製品最適設計、知的
財産

「ニュービジネスクリエーション」、「アイデア・ラ
ボII」が原則、履修済。

授業目的
QREC科目の実践編。プロジェクト・ベースで技
術を基礎とする事業の立ち上げの実践力を養
う。

到達目標

開講学期 単位数

秋学期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

Integration

なし

ソーシャル・アントレプレナーシップ
開講学期 単位数

前期集中 2 単位谷口　博文

キーワード
アントレプレナーシップ、デザイン思考、ソー
シャルイノベーション

履修条件

授業目的

積極性・主体性向上およびコミュニケーション能力の向上を目
指す。
-社会的な分野におけるアントレプレナーシップ発揮の可能性
と重要性を理解する。
–社会の課題発見と新たな価値創造におけるデザイン思考手
法を理解・学習する。
–創造性発揮機会を提供し新事業創造や技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの方
法を理解・学習する。

到達目標
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実際の「アイデア（知財取得前の技術シード）」
を商業化する総合的なスキムを学ぶ。「アイデ
ア」を用いた際の競争優位をどのように確立・
維持させるに関する知的財産権の活用法。不
確実な未来に対応するためのシナリオ・プラン
ニングとエフェクチュエーションを習得する。

キーワード
アントレプレナーシップ、不確実性、シナリオプ
ランニング、エフェクチュエーション、知的財産

履修条件

授業目的

技術系アントレプレーシップ教育では定評あるチャル
マース工科大学（スウェーデン）の基幹科目 Idea
Evaluationを九大に移植。九州大学や他の研究機関・
企業から提供を受けた「アイデア（知財取得前の技術
シード）」を不確実な未来に向かってどのように商用化
するかを検討する。

到達目標

「ニュービジネス・クリエーション」、「アントレプ
レナーシップ・マーケティング応用」などの応用
科目が履修済みであることが好ましい。

科目名 起業価値評価
開講学期 単位数

後期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

科目名 新興国アントレプレナーシップ
開講学期

出席を重視する。

担当教員 AHMED ASHIR　（アハメッド アシル）

履修条件

単位数

通年 2 単位

Integration

Integration

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

キーワード
アントレプレナーシップ、BOP、デザイン、観
察、プロトタイプ

授業目的

途上国での課題解決をテーマとし、デザイン思考の考え方を
活用しながら、BOP現地実査も取り入れて、新しい製品や
サービスの創出をゴールとする。このプロセスにおいて、○
様々な分野におけるアントレプレナーシップ発揮の可能性と
重要性理解、○世界に存在する多様な文化・生活・価値観の
理解、○途上国（BOP）問題の理解、○新たな価値創造にお
けるデザイン手法の理解、等の機会を提供し、受講生の創造
力、積極性・主体性、コミュニケーション能力等の向上を図る。

到達目標

途上国の課題解決をテーマとして、デザインシ
ンキングの手法を用いて、現場の状況把握か
ら最終的な製品・サービス開発までのプロセス
を実体験し、課題発見から新たなアイデア創
出、問題解決にいたる手法とチャレンジ精神を
学ぶ。

※総合科目では、大学院生も受講可能な科目があります。詳細は、学部生用シラバス41頁以降をご覧下さい。
※QBS提供科目の履修対象者は、大学院生のみ（学部生は不可）。 
　また履修するためには、QREC科目のいずれかを履修している必要があります。
※QBS提供科目の履修の手順は、52頁をご覧下さい。
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※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

なし

授業目的

受講生が将来既存の企業内で新規事業の立
ち上げ、若しくは関係会社経営にあたることを
想定し、最適な機会認識、組織設計、運営を行
うための知識を習得する。

到達目標
主に組織設計にフォーカスし、違った組織形態
やインセンティブの設定が構成員の行動にど
のような影響を与えるかを学んでいく。

キーワード
アントレプレナーシップ、起業家精神、社内起
業、イノベーション、ベンチャー、ベンチャー・
キャピタル

履修条件

科目名 コーポレート・アントレプレナーシップ（特論）
開講学期 単位数

冬学期 2 単位担当教員 玉置　浩伸

「ニュービジネスクリエーション」、「アイデア・ラ
ボII」が原則、履修済。

授業目的
QREC科目の実践編。プロジェクト・ベースで技
術を基礎とする事業の立ち上げの実践力を養
う。

到達目標

いくつかの技術シードを用い、技術の種類の違
いを意識しながら、対象の技術特有のコア・コ
ンピタンス（中核的競争力）の構築及び確保の
方法を学ぶ。

キーワード
アントレプレナーシップ、製品最適設計、知的
財産

履修条件

科目名 技術系アントレプレナーシップ（特論）
開講学期 単位数

秋学期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

社会の課題を的確に把握し、地域デザイン
の構想力、政策の企画立案能力を高めると
ともに、グループワークにおける合意形成、
組織マネジメントのプロセスを通じ、実践的
応用力とチャレンジ精神豊かなリーダーシッ
プを身につけることを目標とする。

キーワード
政策デザイン、地域活性化、新産業創出、シェ
アリングエコノミー、ダイバーシティ、ビッグデー
タ、ソーシャルビジネス

履修条件

授業目的

地域における様々な政策課題の解決にあた
り、ITなどを活かして、社会的課題や人々の
ニーズにソルーションを提供し、社会に新たな
価値をもたらすことが求められている。地域の
新産業創出につながる政策的取り組みや社会
的課題を解決するビジネスプランの提言を行
う。

到達目標

専門分野は問わない。
多数の場合、面接により選考する。

担当教員 谷口　博文

地域政策プロジェクトデザイン
開講学期 単位数

通年 4

科目名

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

なし

授業目的

受講生が将来既存の企業内で新規事業の立
ち上げ、若しくは関係会社経営にあたることを
想定し、最適な機会認識、組織設計、運営を行
うための知識を習得する。

到達目標
主に組織設計にフォーカスし、違った組織形態
やインセンティブの設定が構成員の行動にど
のような影響を与えるかを学んでいく。

キーワード
アントレプレナーシップ、起業家精神、社内起
業、イノベーション、ベンチャー、ベンチャー・
キャピタル

履修条件

科目名 コーポレート・アントレプレナーシップ（特論）
開講学期 単位数

冬学期 2 単位担当教員 玉置　浩伸

「ニュービジネスクリエーション」、「アイデア・ラ
ボII」が原則、履修済。

授業目的
QREC科目の実践編。プロジェクト・ベースで技
術を基礎とする事業の立ち上げの実践力を養
う。

到達目標

いくつかの技術シードを用い、技術の種類の違
いを意識しながら、対象の技術特有のコア・コ
ンピタンス（中核的競争力）の構築及び確保の
方法を学ぶ。

キーワード
アントレプレナーシップ、製品最適設計、知的
財産

履修条件

科目名 技術系アントレプレナーシップ（特論）
開講学期 単位数

秋学期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

社会の課題を的確に把握し、地域デザイン
の構想力、政策の企画立案能力を高めると
ともに、グループワークにおける合意形成、
組織マネジメントのプロセスを通じ、実践的
応用力とチャレンジ精神豊かなリーダーシッ
プを身につけることを目標とする。

キーワード
政策デザイン、地域活性化、新産業創出、シェ
アリングエコノミー、ダイバーシティ、ビッグデー
タ、ソーシャルビジネス

履修条件

授業目的

地域における様々な政策課題の解決にあた
り、ITなどを活かして、社会的課題や人々の
ニーズにソルーションを提供し、社会に新たな
価値をもたらすことが求められている。地域の
新産業創出につながる政策的取り組みや社会
的課題を解決するビジネスプランの提言を行
う。

到達目標

専門分野は問わない。
多数の場合、面接により選考する。

担当教員 谷口　博文

地域政策プロジェクトデザイン
開講学期 単位数

通年 4

科目名

後期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

科目名 起業価値評価（特論）
開講学期 単位数

キーワード
アントレプレナーシップ、不確実性、シナリオプ
ランニング、エフェクチュエーション、知的財産

履修条件
「ニュービジネス・クリエーション」、「アントレプ
レナーシップ・マーケティング応用」などの応用
科目が履修済みであることが好ましい。

※最新シラバスは、QREC HP(http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/educations/syllabus)を確認して下さい。

教員の連絡一覧

連絡先
教員名

電話番号メールアドレス
所属

実際の「アイデア（知財取得前の技術シード）」を商業
化する総合的なスキムを学ぶ。「アイデア」を用いた際
の競争優位をどのように確立・維持させるに関する知
的財産権の活用法。不確実な未来に対応するための
シナリオ・プランニングとエフェクチュエーションを習得
する。

授業目的

技術系アントレプレーシップ教育では定評あるチャル
マース工科大学（スウェーデン）の基幹科目 Idea
Evaluationを九大に移植。九州大学や他の研究機関・
企業から提供を受けた「アイデア（知財取得前の技術
シード）」を不確実な未来に向かってどのように商用化
するかを検討する。

到達目標

五十嵐　伸吾 092-802-6067

熊野　正樹

学術研究・産学官連携本部

学術研究・産学官連携本部

igarashi@qrec.kyushu-u.ac.jp

kumano@airimaq.kyushu-u.ac.jp

松永　正樹 092-802-6069

高田　仁 092-642-4449

ﾛﾊﾞーﾄ・ﾌｧﾝ/ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅーｼｯﾌﾟ・ｾﾝﾀー

経済学研究院

matsunaga@qrec.kyushu-u.ac.jp

mtakata@econ.kyushu-u.ac.jp

谷口　博文 092-802-6066

平井　康之 092-553-4562

学術研究・産学官連携本部

芸術工学研究院

taniguchi.hirofumi.369@m.kyushu-u.ac.jp

hirai@design.kyushu-u.ac.jp

mkt07847@ba.ritsumei.ac.jp

原田　裕一

金子　晃介 092-802-2652

学術研究・産学官連携本部

サイバーセキュリティセンター

yharada@gic.kyushu-u.ac.jp

kaneko.kosuke.437@m.kyushu-u.ac.jp

support@qrec.kyushu-u.ac.jp（QREC窓口）

非
常
勤

平野　健二

生稲　史彦 

東出　浩教

黒木　正樹 077-561-4838

杉本　将隆 090-7291-3782

玉置　浩伸

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

hiro@waseda.jp

ashir@ait.kyushu-u.ac.jp

県立広島大学

飛田　勉 福岡大学

アシル・アハメッド

hirotamaki@pu-hiroshima.ac.jp

ttobita@fukuoka-u.ac.jp

システム情報科学研究院

株式会社サンキュードラッグ

筑波大学

早稲田大学ビジネススクール

立命館大学

mastaka.sugimoto1031@gmail.com

fikuine@sk.tsukuba.ac.jp 
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Working Knowledge

Knowledge Management Foundations
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