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人間工学 
共通 

（リベラルア

ーツ・自然） 

1･2･3･4 選択 後期 2 松 原 幸 行  単独 

英語科目名 Ergonomics  

 

 

＜授業概要＞ 

人間工学は、働きやすい職場や生活しやすい環境を実現し、安全で使いやすい道具や機械をつくることに役立つ実

践的な科学技術であり、今では世界各地の様々な分野で活用されています。国際人間工学連合(IEA)では人間工学を

"システムにおける人間と他の要素との相互作用を科学的に理解する専門分野"と定義しています。講義では人間工

学の様々な考え方を紹介し、参考にしながら、仕事の現場にいて人間工学の果たす役割等について討論します。 

 

 

＜到達目標＞ 

働きやすい職場や生活しやすい環境と安全の科学技術の基礎を学び、また実務との関係について理解を深めながら、

人間工学を現場の仕事に役立てるための実践力を養う。 

 

 

＜ディプロマポリシー＞ 

・ コミュニケーション力、情報収集・活用力をのばし、自律的に学ぶ力、自己研鑽力を身につけている。 

・ 専門的な教育学の知識全般を修得し、クリティカルシンキング、創造的思考力、問題解決力を身につけている。 

 

 

＜学生へのフィードバック＞ 

講義に対する質疑応答。ポスター発表時にコメントをフィードバックする。 

 

 

＜授業／AL の進め方＞ 

講義と個人ワークまたはグループワークを組み合わせた授業である。授業が冗長にならない様に、【講義〜まとめ〜

ワーク〜講義補足・質疑〜まとめ】という様に休憩を挟みながら授業を進めていく。 

 

 

＜利用する ICT 機器＞ 

PC（Mac） 

 

 

＜成績評価＞ 

評価方法 割合 評価基準 

第 14 回 15 回で

制作するポスタ

ー 

50％ 13 回までの授業を通してどの程度理解が深まっているかを評価する。（授業

レポートの提出を求める） 

最終レポート 30％ 15 回の授業全体を通してどの程度理解が深まっているかを評価する 

平常点 20% 適宜、用語の理解度等の確認テストを行う。 

その他の事項 全授業を通して 6 回以上欠席した場合は、評価の対象外となる。 

 

 

＜教科書＞ 

石光 俊介、佐藤 秀紀，「人間工学の基礎」（養賢堂、2018 年） 

松原幸行，「実践 UX デザイン －現場感覚を磨く知識と知恵－」（近代科学社、2018 年） 

 

 

 

＜参考書＞ 

松原幸行，「UX デザインのための発想法」（近代科学社、2019 年） 

 

＜受講学生へ＞ 

実践で役立つことを意識しながら授業を行います。自分が職業につくことをイメージしながら授業に臨んでくださ

い。なお、第１回目の授業に 30cm の直定規を持参してください。材質は問いません。 

 

 

 



【授 業 計 画】 

第 1回 
授業内容 

人間工学概論： 人間工学とは何か？何を目指し、どうして生まれて来たのか？その歴史を振り返

る。  ワーク（自分のヒューマンスケールを知る） 

 
事前事後学修 

「人間工学の基礎」の Lecture1 と 2 を事前読了する（3 時間）。人間工学概論について理解したこ

とをまとめる（1時間）。 

   
第 2回 授業内容 人間工学の国際規格と人間工学の資格について学習する。  ワーク（フィールドワークの体験） 

 

事前事後学修 

日本人間工学会 HPの https://www.ergonomics.jp/iso_jis.html および「認定人間工学専門資格制

度」のページ（https://www.ergonomics.jp/cpe/）をデスクサーチし通読する（3時間）。人間工学

の国際規格と人間工学の資格について理解したことをまとめる（1時間）。 

   第 3回 
授業内容 

人間工学と人間中心設計（デザイン）： 人間工学が学問であれば人間中心設計（デザイン）は実践

の考え方である。この関係を理解し、いかに実践すべきかを探る。  ワーク（セルフフォト法）  

 
事前事後学修 

NPO法人 人間中心設計推進機構のページ（https://www.hcdnet.org/organization/）を参考に。人

間中心設計について事前学習する（2時間）。人間工学と人間中心設計の関係について要点をまとめ

る（2時間）。 

   第 4回 授業内容 人間の行為のプロセスについて： 行為の 7 段階理論、およびイノベーター理論等について学習す

る。  ワーク（グループディスカッション）・小テスト  
事前事後学修 

「実践 UXデザイン」の第 1章 1-15節（P41〜43）ならびに第 5章を事前学習する（ 3時間）。人間

の行為のプロセスについて理解したことをまとめる（1時間）。 

   
第 5回 

授業内容 
人間の感性と感覚 1： 感性・感覚・知覚、視覚、聴覚及びその他の感覚系と、認知、注意、記憶、

知識、情報処理をいかに効果的に行うかなどについて学習する。  

 
事前事後学修 

「人間工学の基礎」の Lecture5 と、「実践 UX デザイン」の第 7 章を事前読了する（3 時間）。人間

の感性と感覚 1について理解したことをまとめる（1時間） 

   
第 6回 

授業内容 
人間の感性と感覚 2： 共感とユーザー体験 / 感性体験についてまたその中で人間工学の役割につ

いて学ぶ。  ワーク（ブレインライティング演習）  

 
事前事後学修 

「人間工学の基礎」の Lecture5 と、「実践 UX デザイン」の第 7 章を事前読了する（3 時間）。人間

の感性と感覚 2について理解したことをまとめる（1時間） 

   
第 7回 

授業内容 
人間工学とユニバーサルデザイン： 超高齢社会における課題であるユニバーサルデザイン、高齢

者・障がい者への配慮などを学習する。 ワーク・小テスト  
 

事前事後学修 

「人間工学の基礎」の Lecture9と 10を事前読了する（2時間）。人間工学とユニバーサルデザイン

について理解したことをまとめる（1時間）。学生各自の出身地においてユニバーサルデザインの考

えを適用すべき人工物を洗い出して箇条書きにする（1時間） 

   
第 8回 

授業内容 
商品開発プロセスと人間工学の役割： モノ（製品・システム）とコト（サービス）の開発プロセ

スの中で果たすべき役割を学ぶ。 ワーク  
 

事前事後学修 
「実践 UX デザイン」の第 3 章を事前読了する（2 時間）。商品開発プロセスと人間工学の役割につ

いて理解したことをまとめる（1時間）。 

   第 9回 授業内容 ユーザー経験の中での人間工学： モノからコトへの流れの中でユーザーの経験価値を考察しつつ、

経験デザインの世界を俯瞰する。 ワーク  
事前事後学修 

「実践 UX デザイン」の第 1 章を事前読了する（2 時間）。ユーザー経験の中での人間工学について

理解したことをまとめる（2時間）。 
   
第 10回 授業内容 人間工学とサービスデザイン： ユーザーの経験価値とサービス提供について、仕組みや実践知を

学ぶ。 小テスト  
事前事後学修 

「実践 UX デザイン」の第 7 章を事前再読する（2 時間）。人間工学とサービスデザインについて理

解したことをまとめる（2時間）。 

   
第 11回 

授業内容 
ユーザインタフェースの人間工学： 製品サービスの入出力に対するあり方を学ぶ。 ワーク（ブ

レインストーミング）  

 
事前事後学修 

「実践 UXデザイン」の第 1章 1-9節、1-4節を事前再読する（2時間）。ユーザインタフェースの人

間工学について理解したことをまとめる（2時間）。 

   第 12回 
授業内容 

人間工学の発想法： 実践で重要なのは「ユーザー中心の発想」「ユーザー経験の発想」である。こ

の発想方法、および発想術についてワークを交えながら学習する。 ワーク（デスクリサーチ）  

 
事前事後学修 

「実践 UXデザイン」の第 1-11節、第 5章を事前再読する（2時間）。人間工学の発想法について理

解したことをまとめる（2時間）。 

   
第 13回 授業内容 ビジネスとイノベーションにおける人間工学： 産業的社会的イノベーションに向けた人間工学の

果たすべき役割を ICT との関係を踏まえながら学習する。またこれからの人間工学の可能性、人間

工学の新課題、ビジネスとの関係を探る。 ワーク（ポスター構想/レイアウト）・小テスト 
 

事前事後学修 

「実践 UX デザイン」の第 2 章、第 4 章、第 6 章および第 7 章を事前読了する（2 時間）。ビジネス

とイノベーションと人間工学との関係について理解したことをまとめる（1時間）。学生各自の出身

地のアピールポイントについて考察し箇条書きする（2時間） 
   第 14回 

授業内容 
ここまでの「人間工学」の考え方と役割を参考に、学生各自の出身地のアピールポイントを紹介し、

人間工学の視点から改善すべき点をポスターにまとめる。  

 事前事後学修 ポスター制作（3時間）、レポート制作（1時間） 

   
第 15回 

授業内容 
ここまでの「人間工学」の考え方と役割を参考に、学生各自の出身地のアピールポイントを紹介し、

人間工学の視点から改善すべき点をポスターにまとめる。最後にポスターセッションを行う。  
 事前事後学修 ポスター制作（3時間）、レポート制作（1時間） 



 


