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ひろしま感性イノベーション協議会の６年間 

－感性工学と人間工学手法の地元産業への普及活動－ 

石 原 茂 和 

広島国際大学 総合リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 義肢装具学専攻 教授 

 

1．はじめに 

本論文は，人間工学の分野では世界最大の国際

会議であるAHFE 2019 (International Conference 

on Applied Human Factors and Ergonomics 2019)

で発表され、同年，Springerから出版された論文、

Shigekazu Ishihara, Hideki Harada, Futoshi Idei, 

Daisuke Ochi, Yayoi Watanabe, Koji Hashimoto, 

Noritsune Yokoyama, Kunihiro Shibata, Tsukasa 

Watari, Akira Maekawa and Takahide Nouzawa 

(2019) Five Years of Hiroshima Kansei Innovation 

Council: Local Government Promotion Activities of 

Kansei Engineering and Ergonomics to Local 

Industries, AHFE 2019: Advances in Affective and 

Pleasurable Design pp 310-318(https://link.  

springer.com/book/10.1007/978-3-030-20441-9) に

加筆訂正したものである。2018年までのひろしま感

性イノベーション推進協議会 (https://www.h-

kansei.jp/)の５年間の活動を記したこの論文に、

2019年度の活動成果を追加した。 

 

本州の西部に位置する広島県は、６世紀の昔か

ら、たたら製鉄に始まる金属加工を発端とし、戦

前からの造船やマツダなどの自動車企業など、製

造業が産業の大きな割合をしめている。機械系だ

けでなく、豊かな農林水産物を背景として、食品

加工業も牡蠣缶詰など、旧日本海軍・陸軍へ納入、

そして海外輸出等、明治10年代からの長い伝統を

持つ[1]。これら長い伝統を誇る地元製造業をバッ

クアップするために、さまざまな試みが活発に行

われてきている。始まりとして、2011年に広島県

では地元の産業界を対象に、製品開発に対するニ

ーズと需要に関する調査を実施した。その結果、

感性工学と人間工学の必要性が明らかになった。

その後、県では2014年４月22日に「ひろしま感性

イノベーション協議会」を発足させた。設立当初

から、協議会の会長には、当時マツダ㈱の技術研

究所長であった農沢隆秀氏（現、広島大学学術・社

会連携室特任教授）、企画運営委員会の委員長は

筆者の石原茂和が務めている。この協議会は目的

として、広島地域の製品開発における感性工学や

人間工学の方法論の普及・啓発を行っている。2020

年４月までの会員は217機関を数える。うち企業が

174社、大学・研究機関が43機関であり、2018年の

新規入会は21団体、2019年には28団体と拡大傾向

にある。 

感性工学は、広島大学の長町三生名誉教授が

1970年代に開拓した分野であり、広島地域は発祥

の地である。これまで家電分野ではシャープ㈱、

パナソニック㈱、三洋電機㈱、自動車分野では日

産自動車㈱、マツダ㈱など、その方法論は世界中

に広がっていった。他にも家具・インテリア、靴、

衣料品製造業、小売、ホテルなどのサービス業の

いしはら  しげかず 1964年生まれ/広島大学工

学研究科システム工学専攻博士後期課程単位取得満期

退学、博士(工学)／尾道短期大学助教授、広島国際大学

心理科学部感性デザイン学科助教授を経て、2005年か

ら現職／主な著書に『Kansei/Affective Engineering』

(共著、CRC Press、2012年)など。 
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ほか、多くの産業で感性工学と人間工学は、製品

とサービスの開発段階で活用されている。 

中国地域をみると、2011年より（財）ちゅうごく

産業創造研究センター（現、（公財）中国地域創造

研究センター、以下、中国創研とする）内に「質感

計測・分析研究会」、「色感計測・分析研究会」（現

在は統合され「質感色感研究会」）が設立されてい

る。この研究会には、感性や人間工学を追求する

企業の研究者と、感性工学、人間工学、光学、コン

ピュータサイエンス、デザインなどの各分野の専

門家が参加しており、設立以来、多くの会員企業

が新製品を開発し、活発な意見交換を行ってきた。 

また、2013年には広島大学の、感性の可視化、生

体センシング、脳科学の発展などを10年計画で目

指していく「精神的価値が成長する感性イノベー

ション拠点」が文部科学省の革新的イノベーショ

ン創出プログラム（COI STREAM）に採択されて

いる。 

加えて、2014 年から経済産業省中国経済産業

局では「カワいいモノ研究会」を開始しており、

2017 年からは、日用品に楽しさやスパイスを求

める「暮らしにいいモノプロジェクト」へとプロ

グラムを拡大し、現在の経済産業省が進める「デ

ザイン経営」へとつながっている。 

現在では、こうした中国地域の種々の取り組み

と、協議会の間で、定期的な調整会議が行われて

おり、毎年４回程度の会議が開催されている。参

加している機関は、広島県、広島大学、経済産業

省中国経済産業局、中国創研、（公財）ひろしま産

業振興機構、広島県立総合技術研究所（HiTRI）、

（公財）広島市産業振興センター工業技術センタ

ーであり、堅固な連携基盤が地域に構築されてい

る（図１）。 

2．協議会の活動内容 

(1) 感性イノベーション講演会シリーズと出版物 

現在、協議会では、事業の柱として、毎年、公開

講座や体験セミナーを定期的に開催している。ま

ず感性工学・人間工学の普及啓発に向けて、第一

線で活躍する研究者や実務家の公開講座が行われ

る。公開講座は年１回、開催され、毎回、半日の

講演会に約 100 名の参加者がある。2017 年６月 28

日には、元日本感性工学会会長の椎塚久雄先生が

デザインマネジメントについて、農沢氏より感性

工学を用いた一般的な研究開発手順についての講

演が行われた。また、東プレ㈱の小林一三氏から

は、感性工学を取り入れた研究開発の試みやマー

ケティングと感性工学を融合させたプラスチック

製品の開発の試みが事例発表された。翌 2018 年

は、広島で大雨による土砂災害が発生した自然災

害のため、残念ながら講演会は開催できなかった

図１ 参加している公的機関 
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が、翌年の 2019 年は７月 12 日には、『“感性に

訴える”商品開発で顧客の心をつかむ』と題して、

キリンホールディングス㈱キリン食生活文化研究

所の太田恵理子氏、シゲモリ㈱の重森伸氏、寿マ

ナック㈱の平本良太氏に取組事例をご講演いただ

いた。2020 年は感性工学の創始者である広島大学

名誉教授、広島国際大学名誉教授の長町三生先生

に『人が喜ぶものづくりとは？』というタイトル

で、多くの企業での感性工学の実践についてのお

話をいただいた。 

実践講座は、感性工学や人間工学の方法論を学

ぶシリーズセミナーである。毎年４～５回程度開

催されている。実践講座はアンケート作成、多変

量解析、生理的反応の把握手法、人間工学の基礎

など、さまざまな感性工学の方法論を学び、体験

する内容となっている（図２）。2019 年は、実践

講座の第１回として元広島国際大学感性デザイン

学科教授、現ホロンクリエイト研究顧問の井上勝

雄先生による多変量解析とラダリングをはじめと

したマーケティング手法の実習が行われ、第２回

として筆者石原が感性工学における多変量解析技

術の紹介と R スクリプトを用いた解析のワークシ

ョップを行い、参加者は PC と R スクリプトを用

いた主成分分析を行った。第３回では京都女子大

の山岡俊樹先生のユーザーインターフェースと人

間行動分析についての講義が行われた。2020 年も

この３名で行われ、COVID-19 の流行のため、

Zoom 会議システムを使ってリモートで実習が行

なわれた。これらの講座は７月から９月にかけて、

各々半日ずつ行われた。また、アフターフォロー

として、復習のための講座も中国創研のメンバー

を中心に開講されている。 

2019 年には、実践講座と別にテーマ別講座も行

われた。第１回では、『人間中心の車開発とは？』

というテーマの下、（一財）間生活工学研究センタ

ーの畠中順子氏による人間中心のものづくり入門、

マツダ㈱車両実研部の福井信行氏による最新の人

間中心の車開発と題した Mazda3 の開発事例、マ

ツダ㈱技術研究所統括研究長であり、本協議会の

企画運営委員を設立当初から勤めていただいてい

る西川一男氏による、将来に向けての人間中心の

車開発といった講演が行われ、多くの参加者を集

めた。第２回のテーマ別講座では、『感性に訴える

パッケージの作り方』というテーマで、当時、安田

女子大学造形デザイン学科であった杉山陽二教授

（現、㈲サン・デザイン・プロダクツ）による人間

中心設計とパッケージデザイン、大阪電気通信大

学の小森雅嗣教授によるパッケージにおける感性

工学の活用、クラシエホームプロダクツ㈱の花田

斐子氏による感性に訴えるパッケージデザインの

図２ 2018年の第２回実践講座（講師は石原）の様子 
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実現と、方法論から実践に至るまでの豊富な内容

の講演が行われた。 

加えて、中国地域では、協議会、（国研）産業技

術総合研究所中国センター、中国創研の３者主催

で「KANSEI サロン」と題する産学官交流会も毎

年、開催されている。2019 年には㈱電通サイエン

スジャムの木幡容子氏、電気通信大学の坂本真樹

教授、三菱ケミカル㈱の入江菊枝氏から、各々、ブ

レインサイエンス、質感の分析、商品への感性分

析応用などのトピックスを聞く機会が設けられた。 

協議会では数々の講演の実施とともに、出版物

の刊行も実現している。 2013年６月には、(公社)

中国地方総合研究センター(現、中国創研)の「季

刊 中国総研」vol.17,no.2に、感性工学の方法論

と応用に関するレビュー論文を掲載した特集号が

発行された。その中で著者は感性工学の方法論の

解説を記し、以降のレクチャーで活用している。

その他、協議会の刊行物としてKIG(感性イノベー

ションガイドブック)が2015年、2016年に発行され

ている。これは協議会の感性工学と人間工学の事

例と方法を、新たに入会した企業向けに書かれた

ものである。翌年には、３冊目となる電子書籍と

して「感性イノベーション成功事例集」が出版さ

れている。この刊行物では、先進的な取り組みを

行う企業における感性工学の成功事例が掲載され

ている（図３）。 

(2) モニターパネルと評価実験をサポート 

感性評価には幅広い参加者が必要である。企業

内で参加者が限定されていると、評価結果が自社

製かどうかで歪んでしまう恐れがある。また、製

造する企業の中だけでは、必ずしも現場ニーズの

全てを体験してカバーできるわけではない。 

協議会のプログラムとして、会員機関間で製品

評価のモニター調査におけるモニター協力者の斡

旋を支援している「ひろしま感性モニター制度」

がある。2017 年 11 月から支援プログラムはスタ

ートし、現在は約 150 名のモニター協力者が登録

されている。この制度は 2017 年には２つの開発プ

ログラムで利用され、2018 年、2019 年には各々、

７つのプロジェクトがこの制度を利用している。

このような協議会会員組織の相互扶助関係は、自

社の製品や試作品のテストに役立っている。後述

する衛生帽子の改善は代表的な事例であった。 

事務局は、図４にあるように仲介役を務め、個

人情報保護に細心の注意を払うことができる仕組

みとなっている。 

 

(3) 専門家とのマッチング 

ほとんどの企業は、感性の評価や分析、時には

商品開発戦略のために専門家の助けを必要とする。

協議会では、「ひろしま感性専門家派遣制度」とい

う制度の下、問題解決に十分な専門知識を持った

図３ 感性イノベーションに関する刊行物 
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専門家と企業のマッチングを行っている（図５）。 

2017年からは制度は開始され、累計30社以上の企

業製品で専門家とのマッチングが成立している。

2018年は10社が専門家とのマッチングに成功した。 

 

(4) 専門家派遣・マッチング 

本協議会は事務局を広島県商工労働局が行って

いるため、非営利の産学官連携組織である。その

ため、各大学や県が運営する公設試、産業支援機

関、国の広域プロジェクトなどとの関連性が高い。

これらの機関に属する専門家や研究者に、感性工

学・人間工学の調査研究や商品開発に関する助言

をしてもらえるようにマッチングの事業も行われ

ている。 

以上の協議会制度についてはインターネットの

検索エンジンで「ひろしま 感性」というキーワ

ードで検索していただければ、検索結果上位に協

議会のWEBページが表示されるためそちらをご

参考いただきたい。 

歩行者にやさしいボラード（歩道に設置するポ

ール）の開発は、3(1)で示すように、この連携ネッ

トワークをフルに活用した事例である。 
  

図５ 専門家とのマッチング支援（ひろしま感性専門家派遣制度） 

 

③派遣依頼・申請 

① 専門家登録 ⑥報告書提出 

②専門家情報をHPへ掲載 

依頼企業 

④助言等の依頼 ⑦謝金旅費支払い 

事務局 専門家 

専門家 

リスト ⑤助言等実施 

図４ モニター調査・解析支援（ひろしま感性モニター制度） 
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3．商品開発事例 

ここでは、協議会の活動を通じて感性工学や人

間工学的手法を用いて製品を開発した３つの事例

を紹介する。 

 

(1) ㈱サンポールのハンドグリップポール 

1970年創立の㈱サンポール（http://www.sunpole. 

co.jp）は旗竿、金属製エクステリア、ボラードなど

の金属パイプ加工製品を生産する広島市の企業で

ある。開発対象となった新製品は、ボラードの製

法を応用したサポートピラーである。企業ではま

ず、バス停や階段などの公共の場に設置すること

を想定し、開発にあたった。うち協議会には高齢

者への効果を確認してもらう依頼がなされた。 

協議会では、理学療法士と人間工学の研究者に

協力を依頼した。試作品は、研究者のつながりで

高齢者施設に試験的に設置され、要介護者の歩行

パターン、持続時間、起床時間、介護者、要介護者

のコメントなどを収集した（図６）。結果、要介護

者の歩行パターンはより安定したものになり、ハン

ドグリップを使用することで歩行時間は短縮され、

定期的な運動実施に寄与することが判明した。要介

護者からは明るい色が好ましいとの意見があがり、

また介護士からは、要介護者の歩行訓練や自立への

前向きな姿勢促進に貢献できる可能性があるとの意

見があがった。その後、2015年５月には６色のカラ

ーバリエーションで当該製品は発売された

（http://www.sunpole.co.jp/products/ksyosai.php?no=

281392000）。 

 

 

図６ ㈱サンポールのハンドグリップポール 

（左下）バス停に設置    （右下）高齢者施設の測定現場 
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(2) ㈱ヒロツクのパッケージデザイン 

㈱ヒロツクは、1941年に小魚の佃煮を製造・販

売する会社として設立された。戦前、広島は内海

漁業による食品産業が盛んであったが、第二次世

界大戦で多くの企業が壊滅・廃業したため、㈱ヒ

ロツクは、現在まで続く最も古い歴史を持つ企業

の一つであるといえる(http://www.hirotuku.co.jp、

https://www.hirotuku-shop.com)。 

㈱ヒロツクでは、感性工学の手法を導入できる

よう、協議会に要請を行った。彼らの試みは、新し

いパッケージデザインへの感性工学の活用であっ

た。2017年に協議会では、小豆を使ったスイーツ

「ぜんざい」の袋包装に印刷デザインを施した際

の感性評価実験を実施し支援を行った。当該製品

は、免疫賦活効果があることで知られるラクトバ

チルス・パラカセイ(シールド乳酸菌)を活用した

ことが訴求点であり、新しいパッケージを検討が

求められた。 

本プロジェクトでは、類似製品の既存パッケー

ジの主成分分析により候補色を提案した。また、

シールド乳酸菌を活用した幅広い食品パッケージ

の色分析を行った。健康食品カテゴリーや加工穀

物カテゴリーでは、シルバーやライトグレーが好

まれており、麺類では伝統的に鮮やかな色が選択

されていることが判明した。全般的に食品カテゴ

リーによって差はあるものの、ライトグレーやシ

ルバーが好まれている（図７）。 

 

(3) シゲモリ㈱の衛生帽子の改善 

1971年創立のシゲモリ㈱は食品産業や精密機械

用の衛生白帽を製造している。2012年より感性工

学・人間工学の研究・活用に取り組んでいる。衛生

白帽は多くの業界で広く使用されている。その主

な機能は、製品への落下髪や頭皮の粒子を避ける

ことであり、共通する問題は、作業者の熱と汗へ

の対策である。衛生帽子で厚手の素材は、頭部の

保護と頭髪や粒子の落下を避けるためには良いが、

より多くの加熱と発汗を引き起こす。機能と快適

さの両立を求めることは難しい問題であった。 

その改善は３つの段階を経た。第一段階では、

協議会のモニター制度を利用した主観評価が行わ

れた。３社120名の参加者がサンプル製品の機能性

を評価し、詳細なヒアリングが行われた。 

第二段階は、広島県総合技術研究所の温湿度実

験室を用いての実験である。モニター協力者には、

実際の作業を想定した身体活動を行ってもらい、

各種計測を行った（図８）。衛生帽子内の温湿度分

布をセンサーとサーモグラフィの両方で記録し、

モニター協力者の主観的な評価も記録するもので

あった。結果、後頸部が快適性の重要な要素の一

つであることが判明した。新開発された数種類の

衛生帽子における物理計測、主観計測による快適

図７ ㈱ヒロツクのパッケージデザインと色／感性の関係 
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性が実験で確認された。 

第三段階として、その後最新の素材を用いての

改良が重ねられ、シゲモリ㈱の衛生帽子は進化し

続けている。このプロジェクトを経て、シゲモリ

㈱では商品研究所という研究部門を設立した

(https://www.shigemori.co.jp/product_lab/)。また、

様々な環境下で使用される衛生帽子を造るための

オーダーメイドのキャップシステムを確立している。 

4．結論 

ひろしま感性イノベーション協議会のこれまで

の６年間の実績を簡単に紹介した。著者の知ると

ころ、下関市の景観の取組[9]、スペインバレンシ

アでの小規模な前例[10]はあるが、このような大

規模で包括的な自治体の取組は他に類を見ないと

考える。６年間の実践を通じて、十分な数の企業

が感性工学と人間工学計測の基礎コースを修了し

ている。2020年８月現在、さらにいくつかの製品

が最終開発段階にあり、年内に市場に出る予定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】 

[1] 公益財団法人 広島市文化財団 広島市郷土資料館

(2015) 廣島缶詰物語. 

[2] 長町三生，瀬沼勲，岩重律子，情緒工学の研究，

人間工学，10(2), 121-130, 1974.  

[3] 長町三生，室の雰囲気に関する感情分析，人間工

学，13(1), 7-14, 1977. 

[4] Nagamachi, M.: An Image Technology Expert System 

and its Application to Design Consultation, Int. J. of 

Human-Computer Interaction, 3(3) 267--279 (1991) 

[5] Nagamachi, M.: Kansei engineering; A new ergonomic 

consumer-oriented technology for product development, 

Intl. J. of Industrial Ergonomics, 15 (1), 3-11. (1995) 

[6] Nagamachi, M.(Ed): Kansei/Affective Engineering, 

CRC Press, Daton, USA (2010) 

[7] Nagamachi, M.,and Lokman, A. M.: Kansei Innovation, 

CRC Press, Daton, USA (2015) 

[8] 石原茂和，長町三生，ものづくりの進化と感性工学,

季刊 中国総研, 17(2), 1-19, (2013) 

[9] Tsuchiya, T.: Kansei Engineering Study for Streetscape 

Zoning using Self Organizing Maps, International Journal 

of Affective Engineering, 12(3), 365-373 (2013) 

[10] Marco-Algagro, L. & Scütte, S.: Development of an 

Affective Sensorial Analysis Method for the Food 

Industry, Proc. of Int. Conf. on Kansei Engineering and 

Emotion Research KEER 2014 (2014). 

 

図８ シゲモリ㈱の衛生帽子での温湿度実験 

  


