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科目名 デジタル工作応用
開講学期 単位数

冬学期 1 単位担当教員 金子　晃介

科目名 デザイン思考演習
開講学期

デジタル工作入門を受講している事が望ましい．
（デジタル工作入門で学習したCADや3Dプリンターな
どのDigital Fabrication の知識を修得している事を前
提に講義を行う）

単位数

後期集中 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。

授業目的

新しい価値を生み出していくために，物事の価
値を決めている人に注目してアイディアを考え
ていく事は，価値創造の有用な方法の一つで
す．本講義では，デザイン思考の手法を用い
て，社会の課題について考え，それらを解決す
るアイディアを具体的な形に創造していく能力
を身につける事を目指します．

到達目標

・デザイン思考を利用して，利用者の視点に
立った課題解決の方法を提案できる．

・課題解決の方法を具体的にプロトタイピング
して評価する事ができる．

キーワード
デザイン思考，課題解決，エンジニアリン
グ

履修条件

担当教員 金子　晃介

科目名 デジタル工作入門
開講学期 単位数

履修条件

前期集中 1 単位

工具等を扱うため学生保険に加入してお
くこと。

授業目的

新しい価値を生み出していくためには，頭の中
にあるアイディアを形にしていく必要がありま
す．本講義では，3Dプリンターやレーザー加工
機などのデジタル工作機械を利用して，アイ
ディアを形にしてく手法を学びます．講義での
演習を通じて，新しい価値を有するプロダクト
を創造していく能力を身につける事を目指しま
す．

到達目標

・デジタル工作機械を利用してアイディアを形
にできる技術を体得できている。

・計画、制作、評価を短い期間で回しながら、
プロダクトを改善してくことができている。

キーワード
デジタルファブリケーション、３Dプリン
ター、レーザー加工機、CAD

総合科目

応用

総合科目

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。

他連携
共創学部

ダブルコード科目
デザイン思考エンジニアリング演習

基礎系科目

Entry Level
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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

キーワード アントレプレナーシップ、キャリア 履修条件

科目名 アントレプレナーシップ・キャリアデザイン
開講学期 単位数

冬学期 2 単位担当教員 五十嵐　伸吾

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

キーワード アントレプレナーシップ、気付き

担当教員

アントレプレナーシップ入門（前期）
アントレプレナーシップ入門（後期）

　　　　　春学期：五十嵐　伸吾
　　　　　秋学期：五十嵐　伸吾

履修条件 特になし

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

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
修済であること。

総合科目：フロンティア科目

総合科目：フロンティア科目

総合科目

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

単位数

単位2

開講学期
科目名

春学期

秋学期

4 7 4 8
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科目名 実践データサイエンス入門
開講学期 単位数

夏学期 1 単位担当教員 原田　裕一

総合科目

各自ラップトップ（タブレットに関しては確
認中）の持参が必須。教材ソフトウェアの
インストールに5GBの空き領域が必要。

授業目的
データサイエンスの概要を知る。
Jupyter notebookの紹介、Jupyter notebookを
用いたプログラミング、データ解析

到達目標

データサイエンスを理解する。
Jupyter notebookについて知る。
Jupyter notebookを用いたプログラミングや解
析に慣れる。

キーワード
データサイエンス、プログラミング、データ
分析、Python、Jupyter notebook

履修条件

総合科目
Design

Thinking

科目名 アイデア・ラボ II
開講学期 単位数

冬学期 2 単位担当教員 原口　唯

QREC「アイデア・ラボⅠ」及び「デザイン
思考」を履修済であることが望ましい。

授業目的

「アイデア・ラボI」では発想法を、「アイデ
ア・ラボII」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

Idea
Generation

科目名 企業と創るアイディアソン・ハッカソン演習
開講学期 単位数

前期集中 1 単位担当教員 金子　晃介

なし

授業目的

アイディアをより良いものにしていくために，頭
の中にあるアイディアを素早く形にして評価す
るサイクルを繰り返していく事は，価値創造の
有用な方法の一つです．本講義では，アイディ
アソンやハッカソンを行う経験を通じて，これら
のサイクルを素早く回していくラピッドプロトタイ
ピングを実施する能力を身につける事を目指
します．

到達目標

・アイディアソンやハッカソンの意義について理
解する．

・計画・制作・評価を短い期間で回しながら、プ
ロダクトを改善してくことができている。

キーワード
アイディアソン、ハッカソン、ラピッドプロト
タイピング，ソフトウェア

履修条件

特になし

授業目的

国内外のさまざまな企業・NPOの実例を
通して経営戦略論の基礎を学ぶ。戦略論
の基礎に加え、特にアントレプレナーシッ
プの発揮に不可欠な市場と事業機会創造
の鍵となる戦略的思考の要諦を学ぶ。

到達目標

①企業の意思決定、アクションから、その
背景にある戦略を読み解いて説明できる
ようになること、②外部環境および企業の
特徴に関する情報をもとに適切な戦略を
策定できるようになること、③ある企業戦
略について、それが効果を発揮する状況・
条件はどんなものかを説明できるようにな
ること

キーワード 経営戦略、競争戦略 履修条件

高年次 Strategy

科目名 アントレプレナーシップ・戦略論基礎 開講学期 単位数

夏学期 1 単位担当教員 飛田　努

Marketing

Marketing
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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

展開科目

高年次

1 単位

科目名 アントレプレナーシップ・マーケティング基礎

担当教員 飛田　努

「アイデア・ラボI」が原則履修済。

授業目的

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
レナーならではのマーケティングの思考
法、プレゼンテーションスキル、社内マー
ケティングとしてのリーダーシップ、対外的
なデジタルマーケティングの実際を、イン
ターラクティブな授業で習得する

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、リアル／デジタ
ルメディアによって伝達し、社内外のス
テークホルダー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
いただく。

キーワード 価値創造、価値伝達 履修条件

後期集中 1 単位担当教員

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。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ない
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。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く。

開講学期 単位数

秋学期

他連携
工学部応用化学
コース提供科目

工業倫理・工業経営（A）

到達目標

他連携
工学部応用化学
コース提供科目

工業倫理・工業経営（D）

科目名 アントレプレナーシップ・マーケティング応用

総合科目

開講学期 単位数

4 9 5 0



English Communication Skill

Course
Purpose

Learn how to apply knowledge on
marketing , competitive strategy, and
risk-taking in simulated situations
through playing an online business game
developed by INSEAD. You will also learn
effective ways to communicate and
exercise your leadership in a small team
(4-5 members) setting.

Course
Objectives

Through this course, you should become
able to: (1) make decisions based on
complex and incomplete information
within a limited time frame; (2) apply
knowledge on marketing and strategy to
simulated yet realistic situations of
business in a highly competitive market;
and (3) find the style of leadership that
fits your way of communication and
exercise it in a team setting.

Keywords
Marketing, Competitive strategy,
Communication, Leadership, Decision-
making and judgments

Pre-
requisites

総合科目
Marketing/
Strategy

Course
Title Technology Marketing Game（English）

Term Credit

Winter
quarter 2Course

Instructor Hiromi Yamada

Strategy
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キーワード
「アントレプレナーシップ・戦略論基礎」の
履修を前提とする。

総合科目

科目名 イノベーション・マネジメント
開講学期 単位数

前期集中 1 単位担当教員

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

Marketing/
Strategy

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

2 単位担当教員

イノベーションについて理解し、自分の研
究をいかに発展させるかについて、議論
から習得する。

技術革新、研究マネジメント、創造性開発

山田　裕美

総合科目

授業目的
イノベーションとその普及プロセスを理解
し、多様な観点から「技術と市場」を捉え
ること。

到達目標

原田　裕一

履修条件

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

授業目的

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

特になし

春学期

夏学期
秋学期

特になし

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ぶ

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 アントレプレナーシップ、チーム力 履修条件

総合科目 Organization

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

Finance

Organization
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科目名 アントレプレナーシップ・会計/ファイナンス基礎

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、②戦略と
会計を結びつけて考えられるようになる、
③会計計算により組織をコントロールする
方法を理解する。

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

担当教員 飛田　努

開講学期 単位数

冬学期 1 単位

企業における会計とファイナンスを学ぶ。
具体的には、経営を分析する基礎として、
財務諸表の読み取り方、各種指標の計算
法とその意味づけを学ぶ。さらには、会計
を用いて意思決定、組織運営をする枠組
みについて学ぶ。

到達目標

特になし

工業倫理・工業経営（B）

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

①講義に「出席する」ことではなく、経営学を「習
得する」こと。
②組織の構造を理解し、組織で働くこと、自分
の働き方を自ら考えられ、自分の言葉や行動で
アウトプットが可能な状態になること。
③社会人として組織に関わりを持ち、自身が
リーダーになった時に、どのような組織づくりを
するか、どのようにメンバーとの関係を構築す
るか、組織を維持、発展させるかといった応用
力をつけること。

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 特になし

他連携
工学部応用化学
コース提供科目

工業倫理・工業経営（C）

高年次

高年次

他連携
工学部応用化学
コース提供科目

担当教員 篠原　巨司馬

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

春学期 1 単位

5 1 5 2



単位担当教員 平井　康之/五十嵐　伸吾
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統合系科目

総合科目 Integration

科目名
リーンスタートアップ演習 I

ーデザイン・プロセス：デザイン思考演習ー
開講学期 単位数

後期集中 2

総合科目 Integration

科目名
ニュービジネス・クリエーション

ービジネス・プランニングー
開講学期 単位数

前期集中 1

「デザイン思考演習」を履修済であること
が望ましい。教育効果向上のため原則
「リーンスタートアップ演習Ⅱ」を引き続き
履修することを要件とする。

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→評価に至るプロセス技法
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
察力と想像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

総合科目 Integration

科目名
リーンスタートアップ演習 II

ーデザイン・プロセスII ：プロトタイピングー
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

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
教育効果を高めるために「リーンスタート
アップ演習I」の履修を要件とする。

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→評価に至るプロセス技法
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
察力と想像力の自己研鑽に努めること。

授業目的

QREC科目の「基礎」及び「応用」フェーズ
の統合科目。QREC科目で学んだ内容を
適宜活用し一つの事業立ち上げのプロ
セスを疑似体験する。

到達目標

実際のビジネスシードから起業機会を分
析し、その機会を活用するためのビジネ
スモデルの構築、その上で経営リソース
を如何に結集させるかの戦略策定までを
目標とする。

単位担当教員 杉本　将隆

キーワード

アントレプレナーシップ、新規事業開発、
顧客価値創造、ビジネスモデリング、ビジ
ネスプランニング、経営戦略、マーケティ
ング戦略

履修条件
基礎科目が履修済であることが望まし
い。

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

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
星野　裕志

（岡田　昌治（SBRC））

総合科目

科目名

担当教員

ユヌス・ソーシャル・ビジネスを理解し、自
身のビジネスアイデアを持続可能な社会
問題解決型ビジネスプランへ昇華させる。

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、ユヌス・ソー
シャル・ビジネス

履修条件

授業目的

●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
や技術マネジメントの方法を理解・学習す
る。

到達目標

総合科目 Integration

科目名 新興国アントレプレナーシップ 開講学期 単位数

通年 2 単位担当教員 AHMED ASHIR　（アハメッド アシル）

「ソーシャル・アントレプレナーシップ」を受
講すること。出席を重視する。
英語ができることが望ましい。

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、新興国
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（新興国）
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。

キーワード
アントレプレナーシップ、ソーシャルビジネ
ス、発展途上国、新興国、デザイン、観
察、プロトタイプ

履修条件

Integration

・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

ある程度、英語でのコミュニケーションが
できること。

総合科目

他連携

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 アントレプレナーシップ、チーム力 履修条件

授業目的

芸術工学府
デザインストラテジー

専攻提供科目

科目名 グローバルPBLプログラム

担当教員 山田　裕美／平井 康之／稲村　徳州

グローバルデザインプロジェクト

開講学期 単位数

前期集中 2 単位

5 3 5 4
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展開科目総合科目 Integration

科目名 Entrepreneurship Bootcamp
開講学期 単位数

通期集中 2 単位担当教員 山田　裕美

特になし

授業目的

福岡で事前研修を行い、米国または北欧
にてアントレプレナーシップ創業実践プロ
グラムを実施する。受講生は、国内外の
企業で活躍する第一人者や起業家、投
資家等によるワークショップを受講し、自
らもビジネスプランとプロトタイプを作成し
てプレゼンテーションを行う。

到達目標

①デザイン思考にもとづいて、独創的な
ビジネスプランを策定できるようになる、
②個人に焦点をあてた問題意識から着
想し、ゼロからイチを生み出す（０→１）た
めのプロセスを説明できるようになる、③
年齢や経験、専門知識、文化的背景が大
きく異なるメンバーと効果的に協働できる
ようになる

キーワード
新規事業創造、チームプロジェクト、多様
性、デザイン思考、プロトタイピング

履修条件

総合科目 展開科目 Integration

Course
Title Global Seminar（English）

Term Credit

First semester
intensive
course 1Course

Instructor Shingo Igarashi /Yasuhiro Yamakawa

English Communication Skill

Course
Purpose

Learning goals will be met through (a)
lectures of classic and emerginh
concepts in the field of
entrepreneurship(e.g., risk and
uncertainty, causation vs.
effectuation), (b) activity-based
sessions and discussions supported
by (c) guided readings and self-study
materials (including homework
assignments).

Course
Objectives

The main objective of this 3‐day
program
is to introduce students to the world
of entrepreneurship, and explore
series of questions in the world of
entrepreneurship.

Keywords
Innovation, Creativity, Entrepreneurship,
Design

Pre-
requisites

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。

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

総合科目 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

5 5 5 6





担当教員 高田　仁

他連携 QBS提供科目 ビジネスにおける競争優位性特論

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

展開科目

科目名 ビジネスにおける競争優位性（特論）
開講学期 単位数

夏学期 2 単位

キーワード
競争優位、コア・コンピタンス、参入障壁、
MOT、技術経営

履修条件

「アントレプレナーシップ入門」「アントレプ
レナーシップ・組織論基礎」「アントレプレ
ナーシップ・戦略論基礎」「アントレプレ
ナーシップ・マーケティング基礎」「イノ
ベーション・マネジメント」を履修しておくこ
とが望ましい。

主要な競争優位性の構成要素に焦点を
当て、事例として取り上げる企業の経営
者をゲスト講師として招聘し、理論と実践
の両面から理解を深める。

展開科目

科目名 リーンスタートアップ演習（特論)
ーデザイン・プロセス：デザイン思考＋プロトタイピングー

開講学期 単位数

後期集中 4 単位

授業目的

企業が高いレベルの業績を安定的・継続
的に上げるために必要な競争優位性の
形成やマネジメント手法にかんし、特に
MOT（技術経営）の観点から理論と実例
を交えて学ぶ。

到達目標

担当教員 五十嵐　伸吾／平井　康之

他連携
芸術工学府

デザインストラテジー
専攻提供科目

ストラテジックデザイン思考

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。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→評価に至るプロセス技法
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
察力と想像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、プロトタイピング

履修条件

五十嵐　伸吾

他連携 QBS提供科目 起業機会探索

展開科目

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

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
「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。

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。

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

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

総合科目 展開科目

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

前期集中 1 単位担当教員 平野　健二

キーワード 価値創造、価値伝達 履修条件 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
レナーならではのマーケティングの思考
法、プレゼンテーションスキル、社内マー
ケティングとしてのリーダーシップ、対外
的なデジタルマーケティングの実際を、イ
ンターラクティブな授業で習得する

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、リアル／デジタルメディ
アによって伝達し、社内外のステークホル
ダー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く。

Yuichi Harada

Join course
with Interdisciplinary Graduate School of
Engineering

Practical Research Skills Develoment（English）

展開科目

Course
Title

Advanced Lecture in Research Skills Development（English）
Term Credit

Fall quarter 2Course
Instructor

Persons who conduct their own
master's/doctoral degree project

Course
 Purpose

This course provides you how to
develop you own research skills
practically.

Course
Objective

Understanding the whole process of
research project and  master how
you can manage research project
based on your own project.

Keywords

Research management, Research
methodology, Innovation, Intellectual
property right, Carrier development and
mindset of entrepreneurship

Pre-
requisites

総合科目

科目名 ベンチャー・ファイナンス（特論） 開講学期 単位数

前期集中 2 単位担当教員 玉置　浩伸

キーワード
アントレプレナーシップ、資金調達、
バリューション、スタートアップ

履修条件
会計財務の基本知識。「アントレプレナー
シップ・会計/ファイナンス基礎」を履修し
ていることが望ましい。

Entrepreneurship Bootcamp 開講学期 単位数

通期集中 2 単位

授業目的

将来、ベンチャーキャピタル（VC）などの
金融機関に従事するものとして、ベン
チャーの資金調達の実務を理解する。自
身が起業する場合、資金の出し手である
金融機関と交渉するスキルを身につけ
る。

到達目標

ベンチャーの立ち上げおよび成長過程の
資金調達に関する理論を習得すると同
時に、一部株式公開や事業売却に関す
る実務的な内容にも触れる。投資家、起
業家それぞれの立場から起業機会（事
業価値）を評価し投資する、もしくは投資
を受けることができるようになることを目
標とする。

展開科目

特になし

授業目的

福岡で事前研修を行い、米国または北
欧にてアントレプレナーシップ創業実践
プログラムを実施する。受講生は、国内
外の企業で活躍する第一人者や起業
家、投資家等によるワークショップを受講
し、自らもビジネスプランとプロトタイプを
作成してプレゼンテーションを行う。

到達目標

①デザイン思考にもとづいて、独創的な
ビジネスプランを策定できるようになる、
②個人に焦点をあてた問題意識から着
想し、ゼロからイチを生み出す（０→１）た
めのプロセスを説明できるようになる、③
年齢や経験、専門知識、文化的背景が
大きく異なるメンバーと効果的に協働で
きるようになる

担当教員 山田　裕美

キーワード
新規事業創造、チームプロジェクト、多様
性、デザイン思考、プロトタイピング

履修条件

総合科目 展開科目

科目名

5 9 6 0



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

展開科目

科目名 コーポレート・アントレプレナーシップ（特論）
ーコーポレートベンチャリング、オープンイノベーションとCVCー

開講学期 単位数

冬学期 2 単位担当教員 玉置　浩伸

他連携 QBS提供科目 コーポレート・アントレプレナーシップ特論

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、CVC、
コーポレート・ベンチャー・キャピタル、オープ
ン・イノベーション

履修条件 なし

社内ベンチャー、CVC、オープン・イノベー
ション等の手法を用い、新規事業を立ち上
げる手法を学習する。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。

展開科目 総合科目

Course
 Title Advanced Lecture in Global Seminar（English）

Term Credit

Second Semester
Intensive Course 1

授業目的

受講生が将来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

Course
Instructor Shingo Igarashi

English Communication Skill

Course
 Purpose

Learning goals will be met through (a)
lectures of classic and emerginh
concepts in the field of
entrepreneurship(e.g., risk and
uncertainty, causation vs. effectuation),
(b) activity-based sessions and
discussions supported by (c) guided
readings and self-study materials
(including homework assignments).

Course
Objectives

The main objective of this 3‐day program
is
to introduce students to the world of
entrepreneurship, and explore series o
questions in the world of
entrepreneurship.

Keywords
Innovation, Creativity,
Entrepreneurship, Design

Pre-
requisites

展開科目

科目名 起業価値評価（特論）
開講学期 単位数

後期 2 単位担当教員 高田　仁

他連携 QBS提供科目 産学連携マネジメント

キーワード
技術経営（MOT）、産学連携、技術移転、
科学技術商業化、知的財産

履修条件

MOT関連科目だが、理系のバックグラウ
ンドは必須ではない。企業戦略、イノベー
ション・マネジメント等を履修しておくことが
望ましい。

様々な産学連携の局面においてwin-win
を実現するマネジメント手法について学ぶ
とともに、演習を通じて技術商業化の実践
的スキルを習得する。

授業目的

大学等が保有する萌芽的段階にある科学
技術を評価し事業化する手法を学ぶととも
に、その過程で求められる産学連携マネ
ジメント手法について学ぶ。

到達目標

6 1 6 2



学習相談

教科書
参考書

【教科書】
◎藤本隆宏監修、一般社団法人ものづくり改善ネットワーク編（2017）『ものづくり改善入門』中央
経済社、2,400円＋税
【参考図書】　授業のさらなる理解のため、講読を薦める文献
○ E・M・ゴールドラット、J・コックス（2001）『ザ・ゴール：企業の究極の目的とは何か』ダイヤモンド
社、1,600円＋税
○ M・ローザー（2016）『トヨタのカタ：驚異の業績を支える思考と行動のルーティン』日経BP社、
2,800円＋税
○ 木村英紀（2009）『ものつくり敗戦：「匠の呪縛」が日本を衰退させる』日本経済新聞出版社、850
円＋税
● 藤本隆宏（2001）『生産マネジメント入門　I（生産システム編）』日本経済新聞社、2,800円＋税
● 藤本隆宏（2012）『ものづくりからの復活：円高・震災に現場は負けない』日本経済新聞社、2,800
円＋税
● 大野耐一（1978）『トヨタ生産方式：脱規模の経営をめざして』ダイヤモンド社、1,400円＋税

担当教官
（ 所 属 ）

授業概要

　生産管理の役割は、生産の良い流れを設計し、維持し、改善することにある。本講義では、「流れ
づくり」という観点から、（1）生産管理の全体像を描くとともに、（2）流れを分析するためのツールの
習得、（3）流れを改善するための考え方や方法論について学習する。
　具体的には、トヨタ生産方式を源流とするリーン生産方式の考え方に基づき、品質（Quality）、コ
スト（Cost）、納期（Delivery）の維持・改善とともに、生産の柔軟性（Flexibility）の向上をいかに図っ
ていくかを学んでいく。また、生産の流れを分析する手法として、バリュー・ストリーム・マッピング
マップ（VSM、トヨタでは「モノと情報の流れ図」として知られる）を紹介し、VSMを用いた生産改善に
ついて学ぶ。
　さらに、今後の生産管理の在り方を考えるために、日本のものづくりが拠って立つ前提条件であ
る生産組織や労務管理の特徴、情報技術の影響についても補足的にとりあげ考察していく。授業
でとりあげる主なトピックは以下の通りである。
1. 生産システムの歴史
2. 生産プロセス分析
3. 品質管理
4. コスト管理
5. 生産計画・納期管理
6. 流れの改善
7. 生産の柔軟性
8. サプライチェーン・マネジメント

成績評価
の

方法

小レポートの提出　　　 　40％
クラスでの発表・質疑　　30％
最終レポート　　　　　 　　30％

目代　武史　（九州大学　経済学研究院）

最大5名まで

授業目的
日本のものづくりの基盤をなす思想、仕
組み、管理ツール、作業・管理組織の理
解

到達目標

●生産の良い流れの理解
●流れの分析ツールの習得
●生産管理の背景にある思想や前提条
件の理解

キーワード
良い流れづくり、品質、コスト、納期、柔
軟性、バリュー・ストリーム・マップ（VSM）

最大人数
履修条件

授業方式

教科書を用いた講義と、仮想の生産管理の問題に関するワークショップを併用する。また、受講者
に教科書や参考文献などのまとめ・考察を発表してもらう場合もある。
※講義内容は、受講者と相談のうえ、一部変更する場合があります。
※本講義の受講を検討している人は、必ず初回のガイダンスに参加してください。

開講予定日
①4/13 ②4/20 ③4/27 ④5/11 ⑤5/18
⑥5/25 ⑦6/1  ⑧6/8   ⑨6/15 ⑩6/22
⑪6/29 ⑫7/6  ⑬7/13 ⑭7/20 ⑮7/27

開講地区
博多駅サテライトキャンパス
（開講方法など授業の最新情報は九州
大学Moodleを確認のこと）

Q B S 提 供 科 目

科目名 生産管理
単位数

2 単位
科目名 ベンチャー企業

開講地区
博多駅サテライトキャンパス
（開講方法など授業の最新情報は九州大
学Moodleを確認のこと）

単位数

単位2

開講予定日
①②4/9 ③④4/16 ⑤⑥4/23 ⑦⑧4/30
⑨⑩5/7 ⑪⑫5/14 ⑬⑭5/21 ⑮5/28

授業方式
１． 議論の密度を濃くするために春学期２コマ連続で開講する。
２． 議論の密度を高めるために、事前学習（分量は極力抑える）を求める。
３． 座学、ケース討議、ゲスト講師の招聘を組み合わせ、学生主体の双方向型で講義を進める。

最大人数
履修条件

最大5名まで。キーワード
アントレプレナーシップ、新規事業、リーン
スタートアップ、エヘクチュエーション、
CVC

授業概要

Schumpeter(1912)は、新規に創業した独立系の企業(スタートアップ)にイノベーションの担い手との
役割を与えた。以降、スタートアップは、市場効率化を促進するイノベーションの担い手としての役
割をされている。特に近年のICT技術の発達、グローバリゼーションに伴い、現実にGAFA（Google、
Amazon, Facebook, Apple）に代表される世界規模の急成長スタートアップが、イノベーションや産
業・経済を席巻している。理論的にもエフェクチュエーション、リーンスタートアップ、UXデザイン等が
整備され、以下の環境変化が速く不確実性の高い状況での行動方法が整理されてきている。これ
に呼応するように既存企業もスタートアップの活力を取り込むオープンイノバーションを標榜し、ス
タートアップへの投資を専業とするベンチャーキャピタル(VC)を企業が運営する（コーポレート・ベン
チャーキャピタル：CVC）の設立など様々な連携方法を模索している。本講義では、スタートアップ、
CVCに共通項となるリーンスタートアップ、エフェクチュエーション、あるいはベンチャーファイナンス
などの要点をケーススタディ―やグループワークを通じて実践的に学ぶ。
本講義ではZero to Oneと称される「如何にゼロベースから急速に事業を立ち上げるか」についての
マネジメント能力の向上を目指す。

教科書
参考書

ベンチャーに「成功の定石」は無い。個々
の状況に即した最善の意思決定を行い、
行動できる能力の向上を目指す。

起業機会の認知、アイデア　による拡散、
選択、試行、ピボットのサイクル確認。資
金調達、組織化など全般プロセスの理
解。PBL、ケーススタディを用いたる疑似
体験学習

五十嵐　伸吾　（九州大学　学術研究・産学官連携本部）

Q B S 提 供 科 目

出　席　　　 30％…出席と講義への貢献をカウントする。
事前レポート30％…講義の事前準備としてレポート（Ａ４　2枚程度）の提出をカウントする。
最終レポート40％…最終レポートを試験に代替する。（試験は行わない）

到達目標

学習相談

担当教官
（ 所 属 ）

授業目的

成績評価
の

方法

適宜、論文・資料等を配布する。講義全体の参考図書としては下記を推奨する。
　○エリック・リース『リーン・スタートアップ』、日経BP社、2012　（1,980円＋税）
　○アレックス・オスターワルダー他『ビジネスモデル・ジェネレーション〜ビジネスモデル設計書』、翔泳社､2012　（2,677円＋税）
　○アレックス・オスターワルダー他「バリュー・プロポジション・デザイン〜顧客が欲しがる製品やサービスを創る」 翔泳社、2015
（3,080円＋税）

6 3 6 4



学習相談

教科書
参考書

必要資料を都度事前送付する（会社HPや関連記事のURL等）

担当教官
（ 所 属 ）

授業概要

・ 授業担当教員、及びPwC現役コンサルタント、外部講師によるパネルディスカッションを主とした形
態であり、学生との相互コミュニケーションやディスカッションを通じて、座学に留まらない理解力と洞
察力を深めること目的とする。
・ 社会課題の解決や企業経営の在り方に大きなインパクトを与えている「グローバリゼーション」や
「テクノロジーの飛躍的な進歩」を背景とする社会環境やビジネス環境に関するテーマを取り上げる
ため、先端技術に留まらない講義とする
・ 社会変革に対応するイノベーション創出に向けては、Business（価値を定義する、その価値を継続
的に提供する）、Experience（価値を具現化する）、Technology（価値提供の手段を実現する）の観点
が重要であり、テクノロジーの理解のみならずデザインシンキングの観点から、ビジネスへの応用や
考え方を身に付ける
・ 初回と最終講義はデザインのバックグラウンドを持ち、先端技術を活用したイノベーション創出を支
援しているPwCの現役コンサルタントが担当する

成績評価
の

方法

・授業参加（講義への貢献、グループワーク、ディスカッションへの貢献）→　60％
・事後レポート→ 40％

草野　秀樹　（PwCコンサルティング合同会社）

授業目的

BXT(Business/Experience/Technology)
の観点からテクノロジーの発展に伴う社会
の変化の中で、イノベーション創出に向け
た技術活用の考え方や方法を学ぶ。

到達目標
先端的な取組テーマの事例を通して、社
会や経営、業務に与えるイノベーションを
考察する。

キーワード イノベーション、デザイン、テクノロジー
最大人数
履修条件

開講地区
博多駅サテライトキャンパス
（開講方法など授業の最新情報は九州大
学Moodleを確認のこと）

5〜10名程度

授業方式

・ 初回ガイダンスのみ1コマとし、以降は原則毎回２コマ連続（18:30〜21:40）で講義を行う
・ 【各回事前課題】当該テーマに関するレポートを課す
   (1)当該テーマに関する考案を実施
・ 【各回講義】PwC内の専門家及び外部講師を交えて、パネルディスカッションを実施
   (1)PwC内専門家および外部講師による簡易講義（事例紹介等）
   (2)登壇者及び講師によるパネルディスカッションを実施
   (3)当該テーマにおけるイノベーション創出について、ディスカッションを実施
・ 【各回事後課題】講義の振り返りや学びについてのレポートを課す

対象テーマは調整中

Q B S 提 供 科 目

科目名
先端技術分析

（PwC コンサルティング合同会社寄附講義）

単位数

2 単位

開講学期

① 10/6（ガイダンス・1限のみ）　②③
10/20
④⑤ 11/17　⑥⑦ 12/1　⑧⑨ 12/15
⑩⑪ 1/12　⑫⑬ 1/19　⑭⑮ 2/9

学習相談

教科書
参考書

◎受講前に受講者が入手する必要がある資料
・トム・ケリー他「マーケティング不在のR&Dをいかに改革すべきか」DHBR,Nov,2002.（第３回講義で
ケース教材として使用）税込み880円（http://www.dhbr.net/articles/-/1080）
・ジャン＝ピエール・ガーニエ「グラクソ・スミスクライン：R&Dの再生」DHBR,Dec,2008.（第８回講義で
ケース教材として使用）税込み880円（http://www.dhbr.net/articles/-/413）
・ラリー・ヒューストン他「P&G: コネクト・アンド・ディベロップ戦略」DHBR,Aug,2006.（第１１回目で
ケース教材として使用予定）税込み880円(http://www.dhbr.net/articles/-/660)
○受講開始後に必要となる可能性がある資料
必読論文を配布する。
●知識を拡げるために読んだ方がよい資料
・一橋大学イノベーション研究センター編『イノベーション・マネジメント入門（第２版）』、日本経済新
聞社2017年（3,600円＋税）
・永田晃也編著『価値創造システムとしての企業』学文社、2003年（2,400円＋税）
・R.A.Burgelman, et al., Strategic Management of Technology and Innovation, McGrow-Hill, 2004.
（青島矢一他訳『技術とイノベーションの戦略的マネジメント（上）（下）』翔泳社、2007年）（上・下とも
8,800円＋税）

担当教官
（ 所 属 ）

授業概要

　イノベーションとは、新たな価値の創出をもたらす「革新」である。労働および資本ストックという生
産要素の投入による成長が限界に直面している今日、持続的な成長を追求する企業にとってイノ
ベーションへの組織的な取り組みは不可避の課題となっている。本講義では、イノベーションのマ
ネジメントに要する基礎知識並びに問題発見・解決能力を習得することによって、成長戦略の立案
に不可欠な素養を得ることを目的とする。
　イノベーションには多様な類型があるが、本講義では主として技術的イノベーション（新製品の開
発および新工程の導入）を取り上げ、その発生のメカニズムをミクロな視点に立って解明するととも
に、イノベーションを促進するための組織構造の特質と戦略の枠組みについて検討する。また、企
業が自ら行ったイノベーションから利益を獲得するための条件と、それを規定するマクロな政策的・
制度的要因について議論する。この過程で、経営学および経済学の領域において提示されてきた
理論を包括的にレビューし、ケーススタディを通じて、その実践的な含意に対する理解を深める。

成績評価
の

方法

ディスカッションへの貢献度、講義中に理解度を確認するために行う小テストの結果、および事例
分析の完成度により評価する。なお、4回以上の欠席は不可とする。

永田　晃也　（九州大学　経済学研究院）

最大5名まで

授業目的
イノベーションに基づく持続的競争優位
の構築に不可欠な知識を習得する。

到達目標
各回の講義において取り上げるコンセプ
トを、具体的な事例に則して理解する。

キーワード
イノベーション、革新、技術進歩、持続的
競争優位、研究開発、製品開発

最大人数
履修条件

授業方式
　講義を中心とし、リーディング・アサインメントないしケース教材に関連するディスカッションを行
う。また、各自イノベーションの成立要因に関する事例分析を行い、レポートにまとめて提出するこ
ととする。

開講予定日

①4/8 ②4/15 ③4/22 ④5/6
⑤5/13 ⑥5/20 ⑦5/27 ⑧6/3
⑨6/10 ⑩6/17 ⑪6/24 ⑫7/1
⑬7/8 ⑭7/15 ⑮7/29

開講地区
博多駅サテライトキャンパス
（開講方法など授業の最新情報は九州
大学Moodleを確認のこと）

Q B S 提 供 科 目

科目名 イノベーション・マネジメント
単位数

2 単位

6 5 6 6
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