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概要 

デザインは視覚を通した第⼀印象として⼈々の五感に素早く訴求し、製品に対するこだわりや⾃⼰表現など主観
的・情緒的な価値を与える。また、デザインの持つ記号性は好意的な認知や⼼地よい使⽤体験と結びつくことによ
って、ブランドや企業のイメージを⾼める効果がある。 

本講義では、⼈がデザインに感じる印象や価値を定量的なデータとして合理的に収集し、デザインの選好基準や
デザインの魅⼒を⾼める⽅法を客観的に分析するデザインリサーチの考え⽅を体系的に学ぶ。デザインをシステマ
ティックに計画するプロセス、及び経営資源としてのデザインの重要性やデザイン領域の広がりなどデザインを取
り巻く環境の変化などにも触れつつ、デザイン開発の現場で利⽤されている⼿法を、演習を通して実践的に学ぶ。

⽬的・狙い 

 デザインの印象やデザインとのかかわりで⽣じる⼼地よさなど、⼈が感じる数値化しにくい感情や好ましさを、
感性品質や体験価値などの印象語を⽤いた調査と多変量解析によって定量的に可視化する⽅法を体得し、「受け⼿
にとって魅⼒あるデザイン」を実現するためのデザイン開発を計画・マネジメントできるような知識、スキル、マ
インドセットを多様なメンバーとの共同作業の中で獲得する。

学修者は具体的には以下の知識や能⼒を習得できる。
・デザインプロセスにおける各種デザインリサーチの位置づけの理解
・実⽤性の⾼いデザイン関連⼿法の理解（評価グリッド法や多変量解析など）
・調査設計から分析評価までのデザインリサーチの計画、実⾏ノウハウ
・デザイン領域拡⼤に伴うリサーチの新潮流  など

前提知識 

（履修条件） 
特になし。EXCEL の使⽤経験があることが望ましい。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

・各種デザインリサーチ⼿法を駆使し、デザイン開発を計画できる。
・統計的な⼿法を利⽤したデザイン開発をマネジメントできる。
最低到達⽬標 

・各種デザインリサーチ⼿法の特徴や可能性を理解している。
・デザインの選好を分析できる（各種統計⼿法の活⽤）。

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ○

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○  ケーススタディを題材にしたディスカッションなど
実習・演習（個⼈）  ○  多変量解析による選好構造分析など 

実習・演習（グループ）  ○ 
・⼈が感じる印象や価値の収集・定量化のためのグループ演習
・デザインの選好基準やデザイン要件を分析するグループ演習

サテライト開講授業 ○  グループ演習、個⼈演習、試験を⾏う授業は遠隔授業を⾏わない。 

その他  ―

授業外の学習 

多変量解析の演習は主に統計ソフトウェア「JMP Pro」を利⽤する。履修者は「JMP Pro」を個⼈のパソコン(Windows、
Mac)でも利⽤できるので、必要に応じてサポートスタッフに申し出てソフトウェアをインストールし、学外学習に
役⽴てて欲しい。 

授業の内容 

デザイン解析やデザイン評価⼿法の理論と実践ノウハウを学ぶ。具体的には、評価グリッド法、ポジショニングマ
ップ、因⼦分析、クラスター分析、選好のモデル化(重回帰分析)、構造⽅程式モデリングなどを学び、演習で考え⽅
や⼿法を体得する。また、ケーススタディや企業の事例を通して、デザインリサーチの活⽤法を学ぶ。 

授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

オリエンテーションとデザインリサーチの基本
代表的なデザインリサーチ⼿法の概要と、デザイン評価のための印象語を学び、演
習によって理解を深める。

―  対⾯ 

第 2 回 

質的な感性調査⼿法 1 

グループインタビュー、深層⼼理⾯接、評価グリッド法などの質的な感性調査⼿法
を学び、ケーススタディによって理解を深める。 

※授業録画の受講者は簡易レポートを提出することによって出席とみなす。

有  録画 

第 3 回 
質的な感性調査⼿法 2 

質的な感性調査⼿法を⽤いたインタビュー調査の演習を⾏う。 
―  対⾯ 

第 4 回 

質的な感性調査⼿法 3 

インタビューの結果から樹⽊図を作成して、感性の評価構造を分析するグループ演
習を⾏う。

―  対⾯ 

第 5 回 

デザインイメージ評価とポジショニングマップ 1 

デザインと印象との対応関係を地図のように表現し、⾃社製品のポジションを検討
するためのポジショニングマップ(知覚マップ)を学び、ケーススタディによって理
解を深める。 

※授業録画の受講者は簡易レポートを提出することによって出席とみなす。

有  録画 



第 6 回 
デザインイメージ評価とポジショニングマップ 2 

デザインに対する印象を調べるアンケートに回答し、結果を集計する演習を⾏う。 
―  対⾯ 

第 7 回 

デザインイメージ評価とポジショニングマップ 3 

アンケートの回答データからポジショニングマップを作成し、それを解釈する演習
を⾏う。

―  対⾯ 

第 8 回 

デザインの選好構造の分析と選好によるユーザーの分類 1 

デザインの好みに関するデータから因⼦分析によって選好の構造を分析する⽅法
と、デザインの好みからクラスター分析によってユーザーを分類する⽅法の概要を
学び、ケーススタディによって理解を深める。 

※授業録画の受講者は簡易レポートを提出することによって出席とみなす。

有  録画 

第 9 回 
デザインの選好構造の分析と選好によるユーザーの分類 2 

デザインの選好を尋ねるアンケートに回答し、データを集計する演習を⾏う。 
―  対⾯ 

第 10 回 
デザインの選好構造の分析と選好によるユーザーの分類 3 

デザインの選好データを因⼦分析し、その結果を解釈する演習を⾏う。 
―  対⾯ 

第 11 回 

デザインの選好構造の分析と選好によるユーザーの分類 3 

デザインの選好データからクラスター分析によってユーザーを分類する演習を⾏
い、⼀連の調査・分析の結果を発表する演習を⾏う。 

―  対⾯ 

第 12 回 

デザイン要件の明確化 

選好構造から重回帰分析によってデザイン要件を明確にする⽅法を学び、演習によ
って理解を深める。 

―  対⾯ 

第 13 回 
B2B デザインの企業事例 

企業での B2B デザインの活動事例を学ぶ。 
―  対⾯ 

第 14 回 

B2C デザインの企業事例 

企業での B2C デザインの活動事例を学ぶ。 

※授業録画の受講者はレポートを提出することによって出席とみなす。
有  録画 

第 15 回 

構造⽅程式モデリング 

因⼦分析と重回帰分析を同時に⾏う構造⽅程式モデリングを学び、演習によって理
解を深める。 

―  対⾯ 

試験  デザインリサーチに関する筆記試験  ―  対⾯ 

成績評価 

次の 2 つのポイントで評価する（合計 100 点満点）。 

・指定した授業で課す講義レポート︓25 点
・試験︓75 点

教科書・教材  各回講義の際にテキスト、資料などを配布する。 

参考図書 

・⽥久浩志  他︓  JMP による統計解析⼊⾨  第 2 版  オーム社  2006 

・内⽥治︓  JMP によるデータ分析(第 2 版) ‐  統計の基礎から多変量解析まで  東京図書  2015 

・朝野煕彦︓  ⼊⾨  多変量解析の実際  第 2 版  講談社  2000 

・菅⺠郎︓  多変量解析の実践  初⼼者がらくらく読める  〈上〉/〈下〉  現代数学社  1993 

・JIDA 編︓  プロダクトデザイン  商品開発に関わるすべての⼈へ  ワークスコーポレーション  2009 

・上⽥拓治︓  マーケティングリサーチの論理と技法  第 4 版  ⽇本評論社  2010 

・D.ロウントリ－他(著),  加納悟(翻)︓  新・涙なしの統計学  新世社  2001 

・朝野煕彦  他︓  マーケティング・リサーチ⼯学  朝倉書店  2000 

・朝野煕彦︓  マーケティング・シミュレーション  情報化時代の戦略的活⽤法  同友館  1994 

・神⽥範明  他︓  ヒットを⽣む商品企画七つ道具  はやわかり編/すぐできる編  ⽇科技連出版社  2000 

・神⽥範明  他︓  ヒットを⽣む商品企画七つ道具  よくわかる編  ⽇科技連出版社  2000 

・⾜⽴浩平︓  多変量データ解析法  ⼼理・教育・社会系のための⼊⾨  ナカニシヤ出版  2006 

・⼭岡俊樹︓  ヒューマンデザインテクノロジー⼊⾨  新しい論理的なデザイン製品開発⽅法  森北出版  2003 

・⼭岡俊樹︓  デザインの造形⼯学  ⼯業調査会  2010 

・⼭岡俊樹︓  論理的思考によるデザイン  造形⼯学の基本と実践  ビー・エヌ・エヌ新社  2012 

・⽯原茂和  他︓  商品開発と感性  海⽂堂出版  2005 

・⻑沢伸也  他︓  数理的感性⼯学の基礎  感性商品開発へのアプローチ  海⽂堂出版  2010 

・井上勝雄︓  新・よくわかる統計学の考え⽅  ミネルヴァ書房  2008 

・広川美津雄  他︓  デザインと感性  (感性⼯学シリーズ)  海⽂堂出版  2005 




