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あ ら ま し

富士通は文部科学省が提唱する戦略的キャンパスマスタープランづくりの手引きに

従って，国立大学法人九州工業大学様の3キャンパス（戸畑・飯塚・若松）の30年後まで
を見据えて，九州工業大学様のあるべき理想の姿を描いた。価値観・想い・ニーズを重

視する人間中心設計によるアプローチを採用し，学生，教員などのステークホルダへの

インタビューによる「語り」から九州工業大学様のアイデンティティを導いている。また，

地域活性化や少子高齢化時代への対応など，これからの大学への期待を組み入れるため，

学生・教員・職員・地域住民などとのフィールドワークやワールドカフェ，ワークショッ

プを行い，地域と大学の新しい関係性を考慮したユーザ参加型のキャンパスマスタープ

ランを策定した。

本稿では，そのプロセスとともにコミュニティデザインの方法論について述べる。

Abstract

According to guidance on producing a strategic campus master plan which the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology advocates, an ideal 
figure of three campuses (Tobata, Iizuka, and Wakamatsu) at the Kyushu Institute 
of Technology was drawn up by thinking as far ahead as 30 years.  The approach of 
Human-Centered Design, which puts importance on a sense of values, thoughts, and 
needs, was adopted, and the identity of Kyushu Institute of Technology was arrived at 
through a narration in an interview with stakeholders.  Moreover, fieldwork, a world 
cafe, and a workshop with students, teachers, personnel and local residents were held in 
order to incorporate in this master plan the roles that future universities are expected 
to play, such as vitalizing the region and responding to an era with a low birthrate 
and longevity.  Thus, a campus master plan was realized that users participated in 
formulating and that considers a new relationship between the community and the 
university.  This paper describes the methodology of producing a community design 
with this process.
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大学と地域のこれからの関係性

少子高齢化によって今後，日本の人口は徐々に
減少すると予測されている。（3）地方においては更に
深刻で過疎化の影響で18歳人口も大幅に減少する
と言われている。そのような背景から海外の留学
生などの多様な人材を迎え入れ，教育研究を持続
的に展開させることが必要とされている。
また，地域全体に目を向けると大学は若者が集
う特別な場所であり，地域の活力の原動力として
の期待が高まっている。急速な人口減少や高齢化
が進む中，大学がまちづくりにおいて果たすべき
役割も増大していくと考えられる。文部科学省が
公表している「大学改革実行プラン」の中でも地
域再生の核となる大学づくりとしてCOC（Center 
of Community）構想が掲げられており，社会の変
革を担う人材育成，知的基盤の形成やイノベーショ
ンの創出など，「知の拠点」として，大学に対する
役割を示している。（4）環境や観光分野など幅広い分
野を対象に地域と協力する中小規模の私立大学の
地域貢献につながる取組みに対しては私学助成の
拡充も行われることが決まっている。これらのこ
とから，地域と協力するキャンパス計画と地域の
掲げる計画や方針の相互成長が地域活性化につな
がると考えられる。

人間中心設計アプローチ

キャンパスマスタープランの策定においては，
30年後の大学の理想像を描き，学内外の関係者で
合意することが必要である。そのためには，人々
の価値観，九州工業大学に対する想いやニーズを
共有し，あるべき姿を見出していくことが重要で
あった。
そこで，今回のキャンパスマスタープラン策定
では，学生・教職員や卒業生・地域住民といった
学内外の関係者の視点や，価値観・想い・ニーズ
を重視する，「人間中心設計アプローチ」を採用し
た。具体的には，聞取りや，誰でも参加できるオー
プンな対話，アンケートを通じて，関係者の価値観・
想い・ニーズを把握し，大学の理想像を議論・共
有していった。また，関係者の視点からキャンパ
ス・周辺地域の空間を把握する観察調査や文献調
査を通じた基礎情報などの収集を行い，「人間起点」

大学と地域のこれからの関係性

人間中心設計アプローチ

ま　え　が　き

TwitterやFacebookに代表されるソーシャルネッ
トワーキングサービス（SNS）の進化により個人
と社会が容易につながる時代が訪れている。個人
はそれぞれ関心があるコミュニティに対して直接
アクセスできるようになり，国や立場を越えて同
じ想いや価値観を共有することが可能となった。
情報伝達のスピードが進化するにつれて家族・会
社・学校・地域など様々なシーンで人と社会の新
しい活動が盛んに行われるようになり，これら社
会性を帯びた活動が近年コミュニティデザイン（1）

と呼ばれる新しいムーブメントとなっている。こ
の中で生み出される新しい関係性こそが新しい価
値であり，一つのメディアとして機能するソーシャ
ルイノベーションの源泉である。
コミュニティデザインを行うことはアイデン
ティティ形成につながることから，近年ではまち
づくりや地域活性化の有効な手法としても注目さ
れている。そうした中，著者らは国立大学法人九
州工業大学様（以下，九州工業大学）のキャンパ
スマスタープラン策定に関わることとなり，具体
的なフィールドを通して大学におけるコミュニ
ティのあり方について考える機会を得た。
キャンパスマスタープランとは大学の戦略構想
やアカデミックプランの実現を物理的環境や施設
の側面から支援すべく，キャンパスの目指すべき
将来像・キャンパスづくりの指針を示す長期計画
のこと（2）で，主に国立大学法人に対して策定を義
務付けているものである。施設計画の性格が強い
ことから従来はゾーニングや配置図などによる施
設中心設計のアプローチが大半を占めていた。し
かし，そこで活動する学生や教員は施設に対して
どのような気持ちを持っているのか？また，ど
のような活動を行えるのか？そうした施設の価値
命題に対する問いが人間中心設計への回帰につな
がっていった。また，限られた予算の中で資源投
資を行っていくためには「ソフト」のデザインが
不可欠であり，魅力的なビジョンづくりが新たな
予算獲得への鍵を握っている。
本稿では，そのプロセスとともにコミュニティ
デザインの方法論について述べる。

ま　え　が　き
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タープランの策定を実現した。

フィールドワークによる地域資源の発掘

キャンパス・周辺地域の空間の状況について，
フィールドワークで身体性を伴う実態把握を行っ
た。カメラや地図を片手に実際に周辺地域やキャ
ンパス内を歩き回り，五感を使ったユーザ体験を
行うことでフィールドから直観的な気づきを収集
することができ，地域と大学の関係性に対しての
洞察を得ることができた。フィールドワークの観
点は大きく四つに分けられる。（5）

（1） 歴史軸
空間構造，土地と施設，景観要素がどのような
歴史を持つか。

フィールドワークによる地域資源の発掘

の多角的な分析を行うことが特徴である。従来行っ
ていたインタビュー，ヒアリング，アンケート，
フィールドワークに加えてワールドカフェ，ワー
クショップといった参加型プロセスを加えて実態
把握を行った（図-1）。
従来の施設整備では，施設やインフラの配置・
老朽化状況やスペースの過不足といった情報を起
点に改修・新築計画を立てる，いわば「施設起点」
のアプローチをとることが多かった。しかし，こ
のアプローチでは，関係者の声を反映した，全学
で共有できるキャンパスの理想像を描くことには
限界があった。そこで，「人間中心」のアプローチ
で見出した大学のあるべき姿を反映していくこと
で，関係者にとって納得性の高いキャンパスマス

図-1　キャンパスマスタープラン策定のプロセス

1：AImインタビュー 2：ヒアリング

経営層，3 キャンパスの学生・
教職員を対象に九工大に対す
る「想い」，九工大の「価値観」
を探るインタビュー実施

【計 35人対象】

3 キャンパス周辺地域の方々，
行政担当者，連携企業の方々に，
九工大との具体的関わり，九
工大へのニーズなどを伺う

【計 17人対象】
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学生・教職員・明専会員から，キャンパス・大学への認識やニーズ
を伺う 【計 1161名回答】

6：フィールドワーク
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学生・教員にも協力を得て，3 キャンパスと周辺地域を観察する
調査を実施，ユーザ視点から空間の現状を把握

1：九州工業大学・周辺地域
の基礎情報収集 2：社会動向調査

大学の理念・方針などのアカ
デミックプラン，歴史や，施
設関連データ，周辺自治体の
関連計画・施策などを調査

北部九州と密接に関わるアジ
アの動向，日本・キャンパス
周辺地域の人口動態などを調査

E
：
文
献
収
集

・
歴
史
・
社
会
動
向
な
ど
）

（
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ラ
ン

「
人
間
中
心
」
調
査

デ
ー
タ
調
査

＊AIm（エイム，Appreciative & Imaginative の略）とは，対象となる個人や組織・集団の，ものの考え方や感じ方，
価値判断基準，行動の仕方のパターンを捉えて表現することを目的に開発された，定性調査の方法論（富士通が開発）。
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（2） 空間軸
道路，建物，スペースの様子や使われ方の特徴
はどのようなものか。
（3） 自然軸
地形，緑，水系，風，自然景観の特徴はどのよ
うなものか。
（4） 生活・情報軸
キャンパスのひと・もの・こと，生活風景の特
徴はどのようなものか。
これらに合わせて，周辺地域の都市計画や地区
計画の情報収集を行い，九州工業大学のキャンパ
スの基礎的データを整理することで，未来像を描
くに当たって出発点となるキャンパスと周辺地域
の可能性や問題点を明らかにしていった。

九州工業大学の価値観，想いとニーズ

AIm（エイム，Appreciative & Imaginative）イ
ンタビュー・ヒアリング・Webアンケートから得
た関係者の声を基に，九州工業大学全体で重視さ
れている価値観と，各キャンパスに対する想いや
ニーズの整理を行った。AImインタビューとは，
人間中心設計を行う際，対象となる個人や組織・
集団の，ものの考え方や感じ方，価値判断基準，
行動の仕方のパターンを捉えて表現することを目
的に，富士通が独自に開発した定性調査の方法論
である。従来のキャンパスマスタープランの実態

九州工業大学の価値観，想いとニーズ

調査はアンケートによる定量的な調査が中心で評
価型の回答がほとんどであるため，問題の本質に
迫ることは困難であった。著者らはAImインタ
ビューを行うことで九州工業大学のアイデンティ
ティを把握することを可能にした。

対話による新しい価値創出

こうして描かれた価値観はまだ仮説段階にある
ため，多様なステークホルダとの対話（ワールド
カフェ・ワークショップ）を通して更に深化を進
めていった。「九州工業大学らしいと感じるとき
は？」などの問いで九州工業大学のアイデンティ
ティを考えるワールドカフェを各キャンパスで実
施した。学生，教員，職員など学内の様々なステー
クホルダに参加を呼びかけ対話により九州工業大
学らしさについて考えてもらった。「語り」はヒア
リングとは異なる定性情報を含んでいるため，よ
り深層の価値観を反映することができる。また，
参加者同士の価値の交換も同時に行われるため，
合意形成も同時に行うことができる（図-2）。
上記のワークショップでは，九州工業大学が「こ
れから先も末永く存続し続けるためのアイデア」
を学生や教員とともに考える機会を設けた。デザ
イン思考でステークホルダとともに考えることで
参加意識を高め，新しい体験のデザインによって
様々な気づきを得ることができた（図-3）。

カードによる具体的施策のアイデア創出

ビジョンに続き今年度の中期計画においては
具体的な施策を考える上でカード形式のワーク

対話による新しい価値創出

カードによる具体的施策のアイデア創出

図-2　ワールドカフェの対話テーマとプロセス 図-3　ワークショップのテーマとプロセス

メインテーマ：九工大のアイデンティティを考える

・あなたは，九工大についてどんな印象を持っていますか？
・あなたの周囲（知人や友人，家族など）の方々は九工大に
ついてどんな印象を持ってますか？

・印象にギャップやズレ，疑問を感じますか？

・あなたが，「あぁ九工大らしいなぁ」と感じるのはどんなと
きですか？

・あなたの，「九工大で気に入っているところ」はどんなとこ
ろですか？

・あなたが，九工大を誇りに思うのはどんなときですか？

・あなたは，九工大はどんな大学であってほしいと思いますか？
・あなたは，九工大が社会にとって欠かせない存在であると
したらどんな姿を想像しますか？

・現状とのギャップやズレ，課題を感じますか？

メインテーマ：九工大を良くするアイデアを考える

できるだけたくさんの人々に，九工大の魅力や凄いところを
伝えたり，知ってもらうためのアイデア募集 !!

九工大は今年 102歳。
これから先も九工大が末永く存在し続けるためのアイデア募集 !!

・もっとも印象に残った，気に入ったアイデアは？
・自分もできそう，やってみたいと思ったアイデアは？
・振り返ることで思い付いた，新しいアイデアは？
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ものがメディアとなり新しい関係性づくりにもつ
ながっていった。このようなブランディングデザイ
ンは活動＝コミュニティとして主体性を育むこと
ができるので持続性を持たせることも可能となる。

大学がつくるコミュニティのかたち

本稿で述べたように，多くの関係者に支えられ
て九州工業大学キャンパスマスタープラン（長期
ビジョン）2012を完成させた。（7）その中で「未来の
技術に出会うキャンパス」というキャンパスマス
タープランの目標と五つの基本方針の柱が示され
ている。そこで描かれている「九州工業大学らし
さ」はこの大学にしかないアイデンティティであ

大学がつくるコミュニティのかたち

ショップにより，アクションプランのデザインを
行っている。ここで言うアクションは「どこでどん
な活動をどんな研究（教員）を活用して行い，そ
れがどんな社会や大学の課題を解決するか？」と
いう形式で記述される。長期ビジョンの調査結果
より導かれた3種類のカード「ISSUE（目標や課
題），PLACE（場），EXPERTISE（研究，専門性）」
の組合せによりアクションを創出するプログラム
で，出てきたアクションに対してカードをひも付
けることができるので関係性のデザインを行うこ
とが可能となる。このプログラムはゲームストー
ミング（6）の性質を持っているため，誰でも簡単に
持続的にアイデア創出できる点で効果がある。ま
たステークホルダを定義することで大学の研究を
社会にどのように役立てていくかを分かりやすく
伝えていくことが可能である。ワークショップ
を通じて300のアイデアが生まれ，ストーリーラ
インによって示すことで成長戦略を示している
（図-4，5）。

活動のブランディングデザイン

今回の活動ではプロジェクトネームやロゴデザ
インを策定し，学内の至る所でイベント告知ポス
ターの掲示を行い，より多くの人へ参加を呼びか
けた｛図-6（a）｝。学園祭期間中には建設中の仮囲
い一面に活動広報ポスターを掲示し，建設現場を
ラッピングしたプロモーションを行うことで参加
型プロセスのシンボルとしての効果を発揮するよ
うに仕掛けを行った｛図-6（b）｝。また，広報誌と
ともにSNSを活用した情報配信により，活動その

活動のブランディングデザイン

図-4　ワークシート 図-5　ワークカード

（a）ISSUEカード

（b）PLACEカード

（c）EXPERTISEカード
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り，地域活性化の源である。対話を通じて大学に
対する様々な想いに触れることができ，改めてコ
ミュニティの重要性を認識できた。キャンパスマ
スタープランはコミュニティデザインそのもので
あり，今後アクションプランの実行によって大学
と地域の新しい関係性が生まれることで，九州工
業大学を中心としたまちづくりが実現することを
期待している（図-7）。

む　　す　　び

著者らがキャンパス内のステークホルダを交え
て行ったフィールドワークやワールドカフェ，ワー
クショップは未来を考える「場」として今後学内
に常設することが望ましいと考えている。そうす
ることでフューチャーセンター（8）として大学の未
来を持続的に考える枠組みとなるであろう。
幸いにも本キャンパスマスタープランは「国立
大学法人等施設整備に関する説明会」において文
部科学省文教施設企画部計画課より説明された「国
立大学法人等施設の整備充実について（魅力ある
キャンパスマスタープラン環境の実現に向けて）」
の例示として紹介され，新しいアプローチとして
多方面より高い評価を頂いている。人間中心設計
アプローチはそこにあるコミュニティを発掘し，
再構築するもので，地域活性化や資源活用のデザ
インの方法論として様々な分野において今後幅広
い展開が期待できると考えている。

む　　す　　び

図-6　ブランディングデザイン

（a）ロゴデザイン （b）活動広報ポスター

図-7　模型によるビジョンの表現

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1294400.htm
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（6） D. Grayほか：ゲームストーミング－会議，チーム，
プロジェクトを成功へと導く87のゲーム．オライリー
ジャパン，2011.8．

（7） 九州工業大学：キャンパスマスタープラン（長期ビ
ジョン）2012．

 http://www.kyutech.ac.jp/information/
 campus-master-plan/
（8） 野村恭彦：フューチャーセンターをつくろう－対話
をイノベーションにつなげる仕組み．プレジデント社，

2012.4．

 1294400.htm
（3） issue+design project：地域を変えるデザイン－コ
ミュニティが元気になる30のアイデア．英治出版，
2011.11．

（4） 文部科学省：大学改革実行プラン～社会の変革エン
ジンとなる大学づくり．2012.6．

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/
 1321798.htm
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本建築学会，2005.1．
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