
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムデザイン・マネジメント序論システムデザイン・マネジメント序論  / INTRODUCTION TO SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT

担当教員 
Instructor

白坂　成功、松浦 貴志、五百木　誠、前野　隆司、中田 実紀子、佐藤　優介、大浦　史仁、大野　嘉子、山崎
　真湖人、山浦　秀作、広瀬　毅、鳥谷　真佐子

開講日程 
Date and Slot

土曜日１時限,土曜日２時限 Saturday 1st ,Saturday 2nd

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

前提となる科目はない。

履修条件履修条件  
Course Requirements

なし

開講場所開講場所  
Class Room

C3N15,C3N15

授業形態授業形態  
Type of Class

予習、講義、演習、e-learning

キーワードキーワード  
Keyword

SDM学、システムエンジニアリング、ビジネスシステム、組織システム、社会システム

学生が利用する予定機材・ソフト等学生が利用する予定機材・ソフト等  
Machinery and materials / Software

e-learning予習及び課題提出のためのPC

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

shirasaka@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

システムデザインマネジメント学（SDM学）の全体像を理解し、他の主要科目とのつながりを理解するための科目となる。SDM学を俯
瞰するともに、SDM学を理解するための基礎となるロジカルシンキング、システムエンジニアリングを演習を交えて習得する。その上
で、システムエンジニアリングの技術分野以外への適用を通じて、SDM学を構成する主要科目の概要とシステムエンジニアリングと
の関係を示し、SDM学における位置づけを明確にする。 

This course covers the fundamental knowledge to understand the overall 
concept of System Design and Management and the relationship between 
mandatory subjects. It starts from Logical Thinking/System Thinking, 
Systems Engineering as the basics of SDM. And it also cover the application of Systems Engineering to Business
System Design,Organizational System Design and Social System Design. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

本科目は、コア４科目の内、最も基礎的な科目であり、特に他のコア科目及び選択推奨科目に入る前に本科目を習得しておくことが
望ましい。講義では、まず、システムを開発する上でシステムデザイン・マネジメントが必要となる背景、他の科目の位置付け・相互の
関係を示し、システムデザイン・マネジメント研究科における科目全体の理解を促進する。次に、システムエンジニアリングをおこなう
基礎となるシステム思考の基礎を講義する。

その後、世界標準をベースとするシステムエンジニアリングの基本プロセスである要求分析、アーキテクチャ設計、インテグレーション
について、プロセスと手法を解説する。グループ単位での演習を適宜行い、アプローチ・手法に習熟することを目指す。その上で、ビジ
ネスシステム、組織システム、インテリジェンスシステムを概観するとともに、それらとシステムエンジニアリングとの関係及びSDM学
における位置づけを明確にする。

実際にシステムを開発した経験のある講師により実例を織り交ぜて説明することで、理解を深める。一部講義については、事前にe-
learningによる予習により知識を得ることで、講義は演習を中心としたインタラクティブな授業を行なう。

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/shirasaka_s.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/maeno_t.html


教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

教科書
講師作成の資料に基づきおこなう
参考文献
1) INCOSE Systems Engineering Handbook, Ver. 4
1) Forsberg et al, Visualizing Project Management, 2006

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

講義への出席、レポート課題の提出及びテストにより評価する。
テストには、予習理解度を確認するための小テスト及び最後に実施するまとめテストがある。
授業は初回から小テストを実施するため、必ず予習ビデオを見てから受講すること。
予習ビデオのある少テストでは、予習ビデオの内容から出題する。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/11 SDM序論概要（Zoomによるリアルタイム配信） (By 白坂成功)
SDM序論の概要説明をZoomによるリアルタイム配信にて実施する。

No.2 2020/04/11 ロジカルシンキング【Zoomによるリアルタイム配信】 (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、
山崎真湖人、白坂成功)
あらゆる知的活動の基礎となる思考法である論理的思考（Logical Thinking）を紹介する。論理的思考の基本となるMECE(Mutually
Excusive Collectively Exhaustive)の概念が重要であることや、日常言語に潜む説得話法を明らかにし、無意識の仮定、根拠の無
い発言などに注意し、できるだけ正確な事実を把握するための論理を紹介する。MECEの構造化（ピラミッド構造）による明確なプレ
ゼンテーション技法を紹介する。 

【講義ビデオ及びテキスト】

・ロジカルシンキング１ 

・ロジカルシンキング２

( ユーザ : student / パスワード : !sdm ) 

No.3 2020/04/25 システムシンキング【ビデオによる講義】 (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、
白坂成功)
分解系の思考様式であるロジカルシンキング（Logical Thinking）に対し、因果系の思考様式であるシステムシンキング（System
Thinking）の基本的考え方を学ぶ。要素間の因果関係を可視的に表現する分析ツールとして因果ループ図（Causal Loop Diagram）
をマスターし、プロジェクトの初期段階において問題の発生メカニズムに対する動的仮説（Dynamic Hypothesis）を構築できるように
なることを目標とする。 

【講義ビデオ及びテキスト】

システムシンキング 

( ユーザ : sdm / パスワード : management )

No.4 2020/05/09 システムエンジニアリング：概論と開発マネジメント【予習ビデオあり】 (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山
浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
システムズエンジニアリングの基本的な考え方と開発マネジメントを概説する。 
また演習を通じて理解を促す。 

【予習ビデオ及びテキスト】

・概要予習 

( ユーザ : student / パスワード : !sdm ) 

No.5 2020/05/09 システムエンジニアリング：要求分析【予習ビデオあり】 (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬
毅、山崎真湖人、白坂成功)
要求分析の基本について基本的な考え方を説明し、プロセスと手法について実例を交えて紹介する。また演習を通じて理解を促す。 

http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20080434/04.html
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20080434/05.html
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/2017_29383/03.html
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20090420/04.html


【予習ビデオ及びテキスト】

・要求分析予習１

・要求分析予習２ 

( ユーザ : student / パスワード : !sdm ) 

No.6 2020/05/23 システムエンジニアリング：アーキテクチャ設計【予習ビデオあり】 (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀
作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
アーキテクチャ設計の基本について基本的な考え方を説明し、プロセスと手法について実例を交えて紹介する。また演習を通じて理解
を促す。 

【予習ビデオ及びテキスト】

・アーキテクチャ設計予習１ 

・アーキテクチャ設計予習２

( ユーザ : student / パスワード : !sdm )

No.7 2020/05/23 システムエンジニアリング：インテグレーション【予習ビデオあり】 (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀
作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
インテグレーションの基本について基本的な考え方を説明し、プロセスと手法について実例を交えて紹介する。また演習を通じて理解
を促す。 

【予習ビデオ及びテキスト】

・インテグレーション予習１ 

・インテグレーション予習２

( ユーザ : student / パスワード : !sdm ) 

No.8 2020/06/06 ビジネスシステムデザイン１ (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
システムエンジニアリングの考え方を使ったビジネスシステムのデザインを演習を通じて理解する。

No.9 2020/06/06 ビジネスシステムデザイン２ (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
システムエンジニアリングの考え方を使ったビジネスシステムのデザインを演習を通じて理解する。

No.10 2020/06/20 組織システムデザイン１ (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
システムエンジニアリングの考え方を使った組織システムのデザインを演習を通じて理解する。

No.11 2020/06/20 組織システムデザイン２ (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
システムエンジニアリングの考え方を使った組織システムのデザインを演習を通じて理解する。

No.12 2020/07/04 社会システムデザイン１ (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
システムエンジニアリングの考え方を使った社会システムのデザインを演習を通じて理解する。 

No.13 2020/07/04 社会システムデザイン２ (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
システムエンジニアリングの考え方を使った社会システムのデザインを演習を通じて理解する。 

No.14 2020/07/04 最終レポート (By 五百木誠、鳥谷真佐子、大浦史仁、山浦秀作、広瀬毅、山崎真湖人、白坂成功)
最終レポートを提出する。

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.

http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20090420/05.html
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20090420/07.html 
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20090420/08.html
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20090420/09.html
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20090420/10.html
http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/20090420/11.html


慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムアーキテクティングとインテグレーションシステムアーキテクティングとインテグレーション  （英）（英） / SYSTEM ARCHITECTING AND
INTEGRATION

担当教員 
Instructor

西村　秀和、神武　直彦、ジェーン　ラシュミ

開講日程 
Date and Slot

木曜日１時限 Thursday 1st

開講場所開講場所  
Class Room

C3N14

キーワードキーワード  
Keyword

Systems Engineering, Requirement Analysis, Architecture Definition,

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

h.nishimura@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

This course presents overview on the recent advances in Systems Engineering and System Architecture after definition of
systems engineering, its origin and the effectiveness are provided. The contents are based on the handbook of
International Council on Systems Engineering (INCOSE). Stakeholder needs and requirement definition process, system
requirement process and architecture definition process are explained and the basic architecture views of operational view,
functional view and physical view are utilized. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

This course presents overview on the recent advances in Systems Engineering and System Architecture after definition of
systems engineering, its origin and the effectiveness are provided. The contents are based on the handbook of
International Council on Systems Engineering (INCOSE). Stakeholder needs and requirement definition process, system
requirement process and architecture definition process are explained and the basic architecture views of operational view,
functional view and physical view are utilized.

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

Distributed in classes
The Engineering Design of Systems, Models and Methods, 2nd Edition, Dennis M. Buede, WILEY

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

Group works, discussion and test

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

Partially crash course for SA&I will be provided by Prof. Rashmi Jain from 27th to 31st May.

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/09 Introduction to System Architecture and Integration (By Hidekazu Nishimura)
9:00-10:30, 2020/04/09 
Introduction to System Architecture and Integration, a whole process of systems engineering and the purpose of this
lecture

No.2 2020/04/16 Overview of Systems Engineering Process and MBSE (By Hidekazu Nishimura)
9:00-10:30, 2020/04/16 

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/kohtake_n.html


Overview of Systems Engineering Process and Model-Based Systems Engineering

No.3 2020/04/23 System Requirement Process (By Hidekazu Nishimura)
9:00-10:30, 2020/04/23 
Stakeholder Needs and Requirement Definition Process and System Requirement Process

No.4 2020/04/30 Architecture Definition Process (By Hidekazu Nishimura)
9:00-10:30, 2020/04/30 
Architecture Definition Process

No.5 2020/05/07 Model-Based Systems Engineering and SysML (1) (By Hidekazu Nishimura)
9:00-10:30, 2020/05/7 
Model-Based Systems Engineering and SysML (1)

No.6 2020/05/14 Model-Based Systems Engineering and SysML (2) (By Hidekazu Nishimura)
9:00-10:30, 2020/05/14 
Model-Based Systems Engineering and SysML (2)

No.7 2020/06/01 Systems Engineering Process (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
13:00-14:30, 2020/06/01 
Systems Engineering Process

No.8 2020/06/01 Requirement engineering (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
14:45-16:15, 2020/06/01 
Requirement engineering

No.9 2020/06/02 Group work and discussion (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
13:00-14:30, 2020/06/02 
Group work and discussion

No.10 2020/06/02 Good architecture (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
14:45-16:15, 2020/06/02 
Good architecture

No.11 2020/06/03 System integration complexity (1) (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
9:00-10:30, 2020/06/03 
System integration complexity (1) 

No.12 2020/06/03 System integration complexity (2) (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
10:45-12:15, 2020/06/03 
System integration complexity (2)

No.13 2020/06/04 System integration complexity (3) (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
10:45-12:15, 2020/06/04 
System integration complexity (3)

No.14 2020/06/05 Paper test for evaluation (By Rashmi Jain, Hidekazu Nishimura)
10:45-12:15, 2020/06/05 
Paper test for evaluation

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムベリフィケーションとバリデーションシステムベリフィケーションとバリデーション  （英）（英） / SYSTEM VERIFICATION AND VALIDATION

担当教員 
Instructor

神武　直彦、西村　秀和、ジェーン　ラシュミ

開講日程 
Date and Slot

木曜日２時限 Thursday 2nd

開講場所開講場所  
Class Room

C3N14

キーワードキーワード  
Keyword

System, Verification, Validation

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

kohtake@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

These lectures will provide the participants experience of how V&V is performed for various kinds of man-made systems
including social systems. The discussions will explore the value of V&V, why is it required, what happens if you don’t plan
for it? Some well-known cases of system failures due to inadequate V&V planning will be discussed. The lectures will also
cover the role and relationship of V&V with the systems engineering life-cycle. The lectures will involve readings, case
discussions, and class exercises. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

These lectures will provide the participants experience of how V&V is performed for various kinds of man-made systems
including social systems. The discussions will explore the value of V&V, why is it required, what happens if you don’t plan
for it? Some well-known cases of system failures due to inadequate V&V planning will be discussed. The lectures will also
cover the role and relationship of V&V with the systems engineering life-cycle. The lectures will involve readings, case
discussions, and class exercises.

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

INCOSE Systems Engineering Handbook

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

Group works, discussion and test

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/16 10:45-12:15 Overview of Systems Engineering Process (By Naohiko Kohtake)

No.2 2020/04/23 10:45-12:15 System Verification and Validation for Technological Systems (By Naohiko Kohtake)

No.3 2020/04/30 10:45-12:15 Developing and Writing Cases (By Naohiko Kohtake)

No.4 2020/05/07 10:45-12:15 The Organization and Governance of V & V (By Naohiko Kohtake)

No.5 2020/05/14 10:45-12:15 Review of Selected Cases (By Naohiko Kohtake)
Assignment: Research and Write a Draft Case (Team Work)

No.6 2020/05/12 10:45-12:15 Verifying and Validating Complex Systems @ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/kohtake_n.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html


Cases on Multi-vendordevelopment of Airbus 380 and Boeing 787 Dreamliner

No.7 2020/07/06 TBD Case Presentations #1 @ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

No.8 2020/07/06 TBD Case Presentations #2@ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

No.9 2020/07/07 TBD CaseStudies of Requirements, Verification and Validation #1@ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

No.10 2020/07/07 TBD CaseStudies of Requirements, Verification and Validation #2@ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

No.11 2020/07/08 TBD Social Research Methods for Verification and Validation #2@ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

No.12 2020/07/08 TBD Social Research Methods for Verification and Validation@ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

No.13 2020/07/09 TBD Paper Test for Evaluation@ (By Naohiko Kohtake,Rashmi Jain)

No.14 2020/07/09 TBD Final Group Presentation (Prof. Rashmi Jain will join via the network)@ (By Naohiko
Kohtake,Rashmi Jain)

No.15 2020/07/16 TBD (By 松崎)

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

プロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメント  / PROJECT MANAGEMENT

担当教員 
Instructor

当麻　哲哉、大塚　有希子、米澤　創一、米田　巖根

開講日程 
Date and Slot

土曜日１時限,土曜日２時限 Saturday 1st ,Saturday 2nd

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

SDM序論、デザイン・プロジェクト

開講場所開講場所  
Class Room

C3N15,C3N15

授業形態授業形態  
Type of Class

録画ビデオ学習、講義、ミニテスト、グループワーク、個人課題（宿題）

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

t.toma@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

プロジェクトマネジメントの基本的な考え方を、グローバルに統一された標準体系である「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド
（PMBOK®）」に準じて、その全体像を理解するための講義を行う。国際的視野に立った複雑系のプロジェクトマネジメント活動を、立
ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結の５段階に分けて解説するとともに、受講生は実践的演習を通して、プロジェクトマネジ
メントに必要なツールと技法をマスターすることを目標とする。 

Basic way of thinking for project management is given using a global standard "PMBOKR Guide." Complex project
management activities are explained by five process groups: Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling and
Closing. Lecture and exercise are give to master appropriate tools and techniques for designing and managing a project. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

本科目はプロジェクトマネジメント標準体系を基礎知識として学習する部分と、その知識を各自のプロジェクトに実践的に活用して計
画、実行、進捗管理を体験する部分の２つから構成されている。教材のPMI® (Project Management Institute)発行「プロジェクトマ
ネジメント知識体系ガイド（PMBOK®ガイド）第6版」に基づき、10の知識エリアと5つのプロセス群の基礎を学び、グループ演習と宿
題を通して重要なツールと技法を実践的に習得する。演習と宿題では、各自の修士論文作成をプロジェクトとして取り上げることを基
本とするが、仕事で実施している業務や活動のプロジェクトをテーマとしてもよい。また、実際の現場でプロジェクトマネジャーを経験し
てきたゲストから実体験をもとにしたレクチャーを聞き、具体的な事例を通してプロジェクトマネジメントを理解する。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

①「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK®ガイド）第6版」：入学時に配布済み。あらかじめ目を通しておくこと。日本語
版が配布されるが、英語版を希望する場合は未使用であれば交換が可能。学生部に問い合わせること。どちらの言語でも同じページ
には同じ記述が書かれている。
②推奨図書「プロジェクトマネジメント的生活のススメ」（日経BP社）、「本質思考トレーニング」（日本経済新聞出版社、いずれも米
澤創一著）：5/30にこれらの書籍に関して、事前に読んでいることを前提とした講義を行う。いずれも図書室に配架されているが冊数
は少ない。事前に読破し感想と質問を5/17までに提出した者には加点がある。

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席（約20%）、予習とクイズ（約30%）、課題（約20%）、最終テスト・最終発表・最終レポート（約30%）を総合的に考慮する。グルー
プ討議での貢献度、発言度などで加点あり。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

初回のガイダンスで説明するが、5月以降の講義は指定されたビデオによる事前学習を行い、クイズに回答すること。なお、グローバル
な理解を深めるため、英語による受講を希望するものは、秋学期開講の同名科目の履修を推奨する。PMBOK®日本語版から英語
版への変更を希望する者は学生部まで。

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/toma_t.html


e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/18 プロジェクトマネジメントとは【リアルタイム配信】 (By 当麻・大塚)
講義全体の流れをガイダンスするとともに、プロジェクトとは何かを解説する。 PMBOK®ガイド第6版に基づき、プロジェクトマネジメ
ント全体のライフサイクルを理解し、そこに必要とされる知識体系と、プロジェクトを遂行する組織形態について学ぶ。 
★教室ではなく各自自宅からリアルタイムで参加すること。

No.2 2020/04/18 プロジェクト憲章作成とステークホルダーの特定【リアルタイム配信】 (By 当麻・大塚)
プロジェクト立上げ時に行われるプロジェクト憲章作成、およびステークホルダーの特定について学ぶ。また各自の修士研究（もしくは
業務プロジェクト）を題材として、プロジェクト憲章を作成しグループ内でシェアする。講義後、ブラッシュアップして宿題として提出する。
★教室ではなく各自自宅からリアルタイムで参加すること。

No.3 2020/04/19 予習ビデオ１【録画ビデオ利用e-Learning】 (By 当麻)
第1-2回の講義後、次回第4-5回の講義の予習として視聴し、クイズ１に解答、期日までに提出すること。ビデオでは、プロジェクト憲章を
もとに、具体的な計画に落としていくためのスコープマネジメント（要求事項収集、スコープ定義、WBS作成）について学ぶ。 
★教室での講義は行わず録画ビデオを視聴する（2018年収録）。視聴記録も採点するため、複数名で集合視聴せず、各自が自分の
アカウントから視聴すること（全5回の予習ビデオに共通）。

No.4 2020/05/02 ステークホルダー分析とスコープ・マネジメント (By 大塚)
クイズ１の答え合わせと前回宿題（プロジェクト憲章）のグループ内共有を行い理解を深める。次にプロジェクト憲章に書きだしたス
テークホルダーを細かくリストアップして分析し、コミュニケーション戦略を含むステークホルダー・マネジメント計画を立てる。ステーク
ホルダー登録簿を宿題として提出する。

No.5 2020/05/02 WBS作成 (By 大塚)
ビデオで学んだスコープマネジメントにつき復習し、プロジェクトのWBS作成をグループワークで演習する。各自のプロジェクトの
WBSは宿題として提出する。

No.6 2020/05/03 予習ビデオ２【録画ビデオ利用e-Learning】 (By 当麻)
第4-5回の講義後、次回第7-8回の講義の予習として視聴し、クイズ２に解答、期日までに提出すること。ビデオでは、スケジュール作
成、予算設定のプロセスを学ぶ。 
★教室での講義は行わず録画ビデオを視聴する（2018年収録）。

No.7 2020/05/16 スケジュールとコストのマネジメント (By 大塚)
クイズ２の答え合わせと前回宿題（ステークホルダー登録簿とWBS）のグループ内共有を行い理解を深める。次にWBSに基づき、ア
クティビティのリストアップ、順序設定、スケジュール・ネットワーク図作成をグループ演習で学ぶ。

No.8 2020/05/16 スケジュールの作成 (By 大塚)
ネットワーク図からスケジュール（ガントチャート）作成をグループ演習する。各自のプロジェクトのスケジュールは宿題として提出する。

No.9 2020/05/17 予習ビデオ３【録画ビデオ利用e-Learning】 (By 大塚)
第7-8回の講義後、アジャイルプロジェクトとアーンドバリューマネジメント（EVM）についてビデオ学習し、クイズ３に解答、期日までに
提出すること。また宿題として、各自のプロジェクトのEVMを作成し提出する。 
★教室での講義は行わず録画ビデオを視聴する（2018年収録）。

No.10 2020/05/30 プロジェクトマネジメント的生活のススメ (By 米澤)
クイズ３の答え合わせ後、米澤創一特別招聘教授の講義を行う。「教材・参考文献」の欄に記載したが、推奨図書2冊を事前に読んで
いることを前提に講義される。事前に読破し感想と質問を5/17までに提出した者には加点あり。 
〈概要〉プロジェクトマネジメントスキルはいわゆる大規模プロジェクトだけのものではない。プロジェクトマネジメントとは「やろうと
思っていることを、うまくいかせるためのノウハウ」であり、自らの生活を「プロジェクト」としてとらえ、プロジェクトマネジメントスキル、本
質思考、幸福思考を活かすことによって、より幸せに過ごすためのヒントを具体例を交えて紹介する。推奨図書「プロジェクトマネジメ
ント的生活のススメ」（日経BP社）

No.11 2020/05/30 本質把握力 (By 米澤)
様々な状況がこれまでとは大きく異なる、誰も経験したことのない社会においては、これまでの経験や常識が通用しづらくなることは自
明である。溢れかえる情報を正しく識別し、その本質を把握した上で、自らの頭で考え、自らの言葉で表現し、自らの責任で行動でき
るようにならなければならない。新たな時代に対応し、より幸せに生きていくための様々な力の基盤ともいえる本質把握力を考え、そ
れを鍛えるためのヒントを紹介する。推奨図書「本質思考トレーニング」（日本経済新聞出版社）

No.12 2020/05/31 予習ビデオ４【録画ビデオ利用e-Learning】 (By 当麻)
第10-11回の講義後、次回第13-14回の講義の予習として視聴し、クイズ４に解答、期日までに提出すること。ビデオでは、まずリスクと
は何かを理解したうえで、リスクマネジメントを学ぶ。 
★教室での講義は行わず録画ビデオを視聴する（2018年収録）。

No.13 2020/06/13 アーンドバリューマネジメント（EVM） (By 大塚)
クイズ４の答え合わせと前々回の宿題（ガントチャート）のグループ内共有を行い理解を深める。次に予習ビデオ３で学習した進捗管
理手法アーンドバリューマネジメント（EVM）について復習し、宿題のグループ内共有を行って理解を深める。

No.14 2020/06/13 プロジェクトにおけるリスク・マネジメント (By 大塚)
ビデオ４で学んだリスクマネジメントにつき、リスク登録簿作成をグループ演習する。各自のプロジェクトのリスク登録簿は宿題として
提出する。

No.15 2020/06/14 予習ビデオ５【録画ビデオ利用e-Learning】 (By 米田・当麻)
第13-14回の講義後、次回第16-17回の講義の予習として視聴し、クイズ５に解答、期日までに提出すること。ビデオでは、まず資源とコ
ミュニケーションのマネジメントについて学び、その後、これまで説明していないその他のプロセスについて学ぶ。 
★教室での講義は行わず録画ビデオを視聴する（2018年収録）。



No.16 2020/06/27 資源とコミュニケーション・マネジメント (By 米田・当麻)
クイズ５の答え合わせと前回宿題（リスク登録簿）のグループ内共有を行い理解を深める。次に資源ブレークダウンストラクチャについ
てグループ演習を行う。

No.17 2020/06/27 組織のプロセス資産 (By 米田・当麻)
プロジェクトの終結に向けて教訓をまとめていき、組織のプロセス資産を作成する。また、全体を振り返り、ディスカッションを通してプ
ロジェクトマネジメントの理解を深める。

No.18 2020/07/11 最終テストと最終発表 (By 当麻・大塚)
本講義の理解度を確認するためのテストを冒頭で行う（10問10分間。資料閲覧禁止）。その後、2コマ連続で期末の最終発表を行う。
各自のプロジェクトについて、プロジェクトマネジメントのツールと技法を使って、これまでの活動と今後の計画を全員が発表する。

No.19 2020/07/11 最終テストと最終発表 (By 当麻・大塚)
期末の最終発表（つづき）。発表後、レポート形式にまとめて宿題として提出する。

No.20 2020/07/11 追試 (By 当麻)
クイズの結果が合格に達していない者を対象に、必要に応じて実施する。7月11日の昼休みから3限にかけて実施。会場は教室ではな
く、空いている小部屋を使用。時間と場所は追ってアナウンスする。

No.21 2020/08/01 補講（詳細未定） (By 当麻・米澤)
詳細は追ってアナウンスする。

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

デザインプロジェクトデザインプロジェクト  （日・英）（日・英） / DESIGN PROJECT

担当教員 
Instructor

五百木　誠、松浦 貴志、前野　隆司、白坂　成功、中田 実紀子、大浦　史仁、山崎　真湖人、広瀬　毅、田子
　學、草野　孔希、鳥谷　真佐子

開講日程 
Date and Slot

土曜日３時限,土曜日４時限,土曜日５時限 Saturday 3rd ,Saturday 4th ,Saturday 5th

開講場所開講場所  
Class Room

C3N15,C3N15,C3N15

授業形態授業形態  
Type of Class

講義およびグループ演習

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

ioki@sdm.keio.ac.jp, shirasaka@sdm.keio.ac.jp, t-hirose@sdm.keio.ac.jp, ua143790@keio.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

< CAUTION > 
★4月中にオンライン講義を行います。日本語クラスと英語クラスに分かれています。内容は同じです。★ 
★事前学習動画が31本ありますので、5月3日の前にすべて視聴し終えて下さい。★ 
--- 
*Online lectures will be held in April. The class for English-speaking students and for Japanese-speaking students will be
separately delivered. These two classes will be the same contents.* 
*You have to finish watching all the 31 pre-learning videos by May.2nd.* 

デザインプロジェクト（Dプロ）は、システム思考とデザイン思考を適切に用いながら、社会に新しい価値や価値の変化をもたらすプロ
ダクトやサービスなどをシステムとしてデザインし、提案する事を目指したプロジェクトです。 

Dプロは目的が異なる3つのフェーズから構成されています。 
第1フェーズは思想、思考法、手法を座学と演習を中心に学ぶフェーズです。 
第2フェーズではグループに分かれて、第1フェーズで学習した内容をプロポーザー（民間企業・自治体等）から与えられた現実の課
題に適用することにより、思考法・手法の理解をより深め、実践的な力を身につける演習中心のフェーズです。第3フェーズは第2
フェーズのグループ分けを引き継ぎ、グループとして理解を深めた課題に対して、解決の為のデザインをグループワークとして行う
フェーズです。 
第3フェーズの最後には全てのグループがプロポーザー、学生、教員の前で最終発表を行います。また、最終発表で得られたフィード
バックを反映し、各グループは自らのデザインについて最終レポートを作成し提出します。 また学んだことを振り返る目的で、個人レ
ポートも作成します。 

The Design Project (Dpro) is a project-based learning class that aims at designing and proposing products and services
that bring new value and changing value to society as a system, while appropriately utilizing System Thinking and Design
Thinking. 

Dpro consists of three phases with different purposes. 
The first phase is a phase of learning philosophy, thinking methods, techniques centering on lectures and exercises. 

The second phase is the phase of solution creation. The participants will be divided into groups, and the contents learned
in the first phase are applied to the real problems given by the proposers (such as private companies and local
governments) to deepen understanding of thinking methods and methods, and practice. It is an exercise-centered phase in
which you acquire the essential power. 

The third phase is the phase in which the design for solving the problem. At the end of the third phase, all groups will make
a final presentation to the proposers, students and faculty members. Also, each group will create and submit a final report
on their design, reflecting the feedback obtained in the final presentation. All the participants also have to prepare an
individual report to reflect what you have learned. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

デザインプロジェクト（Dプロ）の主題は、以下のとおりである。

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/maeno_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/shirasaka_s.html


(1)プロポーザから提示された課題から、適切に問題を定義し、その解決の為の解創造において社会に対する新しい価値を発見し、
かつ既存の価値を変化させるような発想を行う事

(2)またその発想をプロポーザーの特性に適したプロダクトやサービスとして、システミック（全体俯瞰的）にデザインし、適切に提案す
る事である。 

Dプロの目標は、学生が実践的な課題の解決の為に自らの判断で適切に思考の発散と収束を使い分けて課題を形成し、解を創造す
る能力を身につける事である。 この主題と目的を果たす為に、授業は3つのフェーズに分かれている。 

【第1フェーズ：ラーニングフェーズ】システム思考、デザイン思考を理解し応用する為に必要な思想、思考法、手法について座学と演習
で学習する。座学では学術的な背景、事例を学び、演習では事前に準備された基礎的な設問に対して思考法、手法を適用する事を
経験する。演習では講師らによるフィードバックからより深い理解と気付きを得る事を期待する。また、学習を効果的に進める為の関
連文献のリーディングなどを課す。 

【第2フェーズ：アクティブラーニングフェーズ】第1フェーズで学んだ思想、思考法、手法を、プロポーザから提示された実際の課題に対
して適用し、問題の明確化とその解決の為の解創造のプロセスを開始する。各グループが適用結果を発表し、適切に思考法や手法
の適用が出来ているかという評価、修正点や改善点などについて、教員らからフィードバックを得ることで実践的な力を身につける。 

【第3フェーズ：デザインフェーズ】第1フェーズ、第2フェーズで学んだ思考法、手法を活用するとともに、必要であればその他の手法も
用いたり、自ら手法を考案するなどしながら、実際にプロポーザーに課題解決策として提案出来る解をシステムとしてデザインする。毎
回のプレゼンテーションにおいてプロポーザー、教員らと問題点などについて議論する機会がある。また、教員・非常勤講師などが、支
援を必要とするグループからの要請に対応出来る体制とすることで、完成度の高い解を創造していく。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

(1) L. Fleming, “Perfecting Cross-Pollination” �Harvard Business Review., vol. 82, pp. 22-24, 09, 2004 
(2) d.school. Stanford, “An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE” 
(3) d.school. Stanford, “bootcamp bootleg” �
(4) “Creative Confidence” by Tom Kelley & David Kelley

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

・出席、課題提出状況、発表、最終レポート等により判断する。
・特に「無届欠席」「課題提出遅れ」「課題未提出」ついては厳しく評価する。
・終了後のチームメンバーからの評価についても加味する可能性がある。
・試験は実施しない。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

・日曜日・祝日にも講義を行う場合があるので開講日・開講時間に注意する事。
・欠席する際は、e-learningの「質問・コメント」欄から事前に連絡を入れる事（急病等やむを得ない場合は事後でも可）

　　

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/11 Introduction(日本語) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真佐子)
＜オンライン講義：教室に集まる必要はありません＞ 
The class will be from 13:00 to 14:15.

No.2 2020/04/11 Introduction(in English) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真佐子)
＜Online Lecture: Please don't come to the classroom＞ 
This class is for English-speaking students. 
The class will be from 14:30 to 16:15.

No.3 2020/04/25 手法の説明（日本語） (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真佐子)
＜オンライン講義：教室に集まる必要はありません＞ 
The class will be from 13:00 to 14:15.

No.4 2020/04/25 Tool Explanation(in English) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真佐
子)
＜Online Lecture: Please don't come to the classroom＞ 
This class is for English-speaking students. 
The class will be from 14:30 to 16:15.

No.5 2020/05/03 Learning Phase1/2(Group Work) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真
佐子)
The class will be from 9:00 to 18:00.



No.6 2020/05/04 Learning Phase2/2(Group Work) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真
佐子)
The class will be from 9:00 to 18:00.

No.7 2020/05/09 Active Learning Phase (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真佐子)
The class will be from 13:00 to 18:00.

No.8 2020/05/16 Active Learning Phase (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真佐子)
The class will be from 13:00 to 16:15.

No.9 2020/05/23 Active Learning Phase(Presentation1) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥
谷　真佐子)
Feedback from faculty members & Presentation 
The class will be from 13:00 to 18:00.

No.10 2020/06/06 Design Phase1(Presentation2) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真
佐子)
Feedback from faculty members & Presentation 
The class will be from 13:00 to 18:00.

No.11 2020/06/20 Design Phase2(Presentation3) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真
佐子)
Feedback from faculty members & Presentation 
The class will be from 13:00 to 18:00.

No.12 2020/07/04 Design Phase3(Presentation4) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真
佐子)
Feedback from faculty members & Presentation 
The class will be from 13:00 to 18:00.

No.13 2020/07/18 Design Phase4(Presentation5) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷　真
佐子)
Feedback from faculty members & Presentation 
The class will be from 13:00 to 18:00.

No.14 2020/08/02 Final Presentation(Presentation6) (By 五百木　誠、白坂　成功、広瀬　毅、大浦　史仁、草野　孔希、鳥谷
　真佐子)
The class will be from 9:00 to 18:00.

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

SDM研究方法論研究方法論  / SDM RESEARCH METHODOLOGY

担当教員 
Instructor

SDM　事務局、中野　冠、五百木　誠、前野　隆司、小木　哲朗、当麻　哲哉、春山　真一郎、白坂　成
功、神武　直彦、西村　秀和、谷口　尚子、谷口　智彦、高野　研一

開講日程 
Date and Slot

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

なし None

履修条件履修条件  
Course Requirements

なし None

開講場所開講場所  
Class Room

(未定)

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

この科目は、修士研究の質的な向上を図るため、3学期目のRI学生およびLI学生と、教員のSDM研究方法論を共有し議論を行う。
対象者は必ず出席してください。 

The course share and discuss the faculty member's research methodologies with students in the 3rd semester (RI) and (LI)
to improve quality of their master researches. The course is mandatory for the students to attend. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

本科目は研究室を超えて研究方法論を議論することを目的にしています。研究活動の強化のため、各教員は研究方法を学生らと共
有します。
The purpose of this course is to encourage inter-laboratory discussion. The faculty members share their research methods
with students to enhance research activities.

授業時間：土曜日3,4限に実施する。
Course slot: The course is held on the 3rd and 4th slots on several Saturdays.

対象：入学後3 学期目のRI コース学生およびLI コース学生。やむを得ず欠席する場合は、指導教員の了解を取ること。なお、出席を
義務付けられていない学生の参加は任意とする。
Obligation to attendance: RI and LI course students in the 3rd semester. If you cannot attend, inform your supervisor.
Apart from those students who are supposed to attend the course may attend the class.

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

なし None

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

成績：「SDM 研究方法論」への出席の採点は各教教員が行い、修士課程特別研究科目「システムデザイン・マネジメント研究」「プロ
ジェクトデザイン・マネジメント研究」の成績へ反映する。
Grading: Each supervisor will grade Special Research Subject considering attendance to SDM Research Methodology.

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/18 授業ガイダンス（ビデオ） (By 白坂)
授業の概要および

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nakano_m.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/maeno_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/ogi_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/toma_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/haruyama_s.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/shirasaka_s.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/kohtake_n.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/taniguchi_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/takano_k.html


No.2 2020/04/18 研究方法1（45分）（ビデオ） (By 白坂)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.3 2020/04/18 研究方法2（45分）（ビデオ） (By 谷口（智）)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.4 2020/04/25 研究方法3（45分）（ビデオ） (By 小木)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.5 2020/04/25 研究方法4（45分）（ビデオ） (By 前野)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.6 2020/05/02 研究方法5（45分） (By 高野)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.7 2020/05/02 研究方法6（45分） (By 五百木)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.8 2020/05/30 研究方法7（45分） (By 谷口（尚）)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.9 2020/05/30 研究方法8（45分） (By 中野)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.10 2020/06/13 研究方法9（45分） (By 西村)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.11 2020/06/13 研究方法10（45分） (By 春山)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.12 2020/06/27 研究方法11（45分） (By 神武)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説

No.13 2020/06/27 研究方法12（ビデオ） (By 当麻)
各教員が研究室で指導している研究方法について解説 

・当麻先生講義ビデオ

( ユーザ : sdm / パスワード : methodology )

No.14 2020/06/27 まとめ (By 白坂)
授業のまとめ

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.

http://archiver.sdm.keio.ac.jp/class/special/2019_00000/06.html


慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムデザインのための統計とデータ処理システムデザインのための統計とデータ処理  / STATISTICS AND DATA PROCESSING FOR SYSTEM
DESIGN

担当教員 
Instructor

小木　哲朗、西村　秀和、谷口　尚子

開講日程 
Date and Slot

木曜日５時限 Thursday 5th

開講場所開講場所  
Class Room

C3S10

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

ogi@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

修士研究等で必要となる実験の計画とデータ分析の手法について、基礎となる統計解析からExcel、SPSS等のデータ分析ツールの
使用方法や産業界，官公庁，教育分野のエンジニアなどに広く利用されている数値計算ソフトウェアMATLAB/Simulinkを用いたデー
タ処理手法まで学習することを目標とする。特に数学的な考え方を理解することと，実際に自分自身でデータ分析ができるようになる
ことを目指す。 

In this class, students learn statistical analysis, from the basic theory to the practical data analysis tools such as Excel
and SPSS, in order to practice experimental design and data analysis that are required in master's research. In addition,
students learn data processing methods using numerical calculation software MATLAB / Simulink that is widely used in
the field of industry, governmental office, engineering, education, etc. In particular, students aim not only to understand
mathematical theory but also to practice actual data analysis. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

修士研究等で必要となる実験の計画とデータ分析の手法について、基礎となる統計解析からExcel、SPSS等のデータ分析ツールの
使用方法や産業界，官公庁，教育分野のエンジニアなどに広く利用されている数値計算ソフトウェアMATLAB/Simulinkを用いたデー
タ処理手法まで学習することを目標とする。特に数学的な考え方を理解することと，実際に自分自身でデータ分析ができるようになる
ことを目指す。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

講義時に随時紹介

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席、講義時のレポート、中間テスト、演習テストから総合的に評価する

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

e-learningで受講する場合の注意事項で受講する場合の注意事項  
Guideline for e-learning Students

中間試験と最終課題発表については、できるだけ出席をお願いします。

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/16 統計の基礎（オンライン授業） (By 小木)
システムデザインで必要となる実験、シミュレーション、アンケート等で得られるデータの取り扱い法と統計解析の考え方について理解
する

No.2 2020/04/23 ｔ検定（オンライン授業） (By 小木)
統計に基づいたデータ分析である検定の考え方と、代表的なデータの検定手法であるｔ検定の理論とデータ処理方法について理解

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/ogi_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html


する

No.3 2020/04/30 F検定と分散分析 (By 小木)
代表的なデータの検定手法であるF検定と分散分析の理論とデータ処理方法について理解する

No.4 2020/05/07 多元配置分散分析 (By 小木)
いろいろな因子を含む場合の多元配置分散分析の理論とデータ処理方法について理解する

No.5 2020/05/14 種々の多元配置分散分析 (By 小木)
種々の多元配置分散分析として乱塊法、分割法等について理解する。またデータ分析を効率的に行うために利用されているExcel,
SPSS等のデータ分析ツールの使用方法について理解する 

No.6 2020/05/21 実験計画法 (By 小木)
効率的にデータを取得するための直交表等を用いた実験計画法について理解する 

No.7 2020/05/28 アンケート分析 (By 小木)
Web上でのアンケートツールQualtricsを使用したアンケートの取り方、分析方法について理解する

No.8 2020/06/04 課題演習（中間試験） (By 小木)
これまでに学習した内容について演習課題を行う

No.9 2020/06/11 回帰分析 (By 谷口尚子)
相関と回帰、及び重回帰分析の考え方とデータ処理方法について理解する

No.10 2020/06/18 主成分分析 (By 谷口尚子)
代表的な多変量解析のひとつである主成分分析の考え方とデータ処理方法について理解する

No.11 2020/06/25 因子分析 (By 谷口尚子)
代表的な多変量解析のひとつである因子分析の考え方とデータ処理方法について理解する

No.12 2020/07/02 時系列データの活用と統計 (By 西村)
時系列データとは何か？何のために時系列データを扱う必要があるのか？時系列データから何がわかるのか？経済・技術・環境な
ど，様々な分野で活用される時系列データについて学びます．

No.13 2020/07/09 時系列データのための確率・統計 (By 西村)
経済・技術・環境など，様々な分野で活用される時系列データについて，その統計的な処理をどのように行うと良いでしょうか？時系
列データを周波数分析する方法にも触れます。

No.14 2020/07/16 演習と論評 (By 小木、西村)
これまでに学習した内容について演習課題を行う

No.15 2020/07/16 演習と論評 (By 小木、西村)
演習課題に基づいた論評を行う

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

ビジネスシステムのシステムズアプローチビジネスシステムのシステムズアプローチ  / SYSTEMS APPROACH FOR BUSINESS SYSTEMS

担当教員 
Instructor

中野　冠、佐藤　みずほ

開講日程 
Date and Slot

木曜日６時限 Thursday 6th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

特になし。

履修条件履修条件  
Course Requirements

特になし。

開講場所開講場所  
Class Room

C3S10

授業形態授業形態  
Type of Class

教室での講義形式。COVID-19のため教室講義ができない場合は、web講義(Zoom利用）の予定。

キーワードキーワード  
Keyword

問題解決、ビジネスシステム最適化、業務改革、ビジネスゲーム、リスクマネジメント

学生が利用する予定機材・ソフト等学生が利用する予定機材・ソフト等  
Machinery and materials / Software

特になし。

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

nakano@sdm.keio.ac.jp

授業授業URL 
Class URL

なし。

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

複数の関係者が相互に関係するビジネスの設計・運用において、品質・効率・リスク耐性を全体最適に高めるためのシステムズアプ
ローチを講義する。システムの課題やボトルネックを発見し、システム全体を多視点で見える化し、問題点を定量的に評価し、ビジネス
プロセスを改善するための問題解決手法を方法論(メソドロジー）の観点から学ぶ。また、プロジェクトマネジメントおよび市場競争や
サプライチェーン競争に対する経営戦略を、ビジネスゲームを通して学ぶ。グループ演習を通して実践的課題を学ぶ。The course
provides the methodology to manage quality, efficiency and risk in a system design project or a management process
where many people in different organizations are concurrently involved. The lectures go from finding problems and
bottlenecks in a large system with a sophisticated way of thinking, to visualizing the total system with multiple views, to
evaluating the performance and risk, to improving the design and management process in a point of business process
reengineering. Competitive strategies will be taught by using business games as well as lectures. A lot of techniques to
specify, evaluate and optimize the system and the process are combined into a holistic methodology. Students will be
trained to get the know-how by exercises. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

主題と目標
１．複数の組織が絡むビジネスの問題解決方法論を学ぶ
２．ビジネスプロセスと根本問題の可視化方法論を学ぶ
３．市場競争やサプライチェーン競争に対する戦略を、ビジネスゲームを通して体験する
４．ビジネスゲームによって、組織におけるプロジェクトマネジメント、コミュニケーション、問題解決がなぜ難しいかに関する仮想体験
をする

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nakano_m.html


手法
教室あるいはWebでの講義, ボードゲーム、演習発表、演習、宿題発表討議など

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

教材：教員が作成したもの
参考図書：①経営工学のためのシステムズアプローチ　②いま世界ではトヨタ生産方式がどのように進化しているのか

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

3度程度の課題に対してレポートを求め、それを評価する。仕事を有する社会人学生を考慮して出席を取らず、試験も行わない。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

ビジネスゲームでは、多目的ルームを用いることがあるので、注意すること。
COVID19のため、参加者の出席記録を念のために取るが、成績には影響しない。従って、e-learningを積極的に使って問題ない。た
だし、ビジネスゲームの講義は、理解のために参加が望ましい。5月以降も教室講義ができない場合は、Web講義とし、ビジネスゲー
ムの一部を講義に振り替えたり、コマ数を減らすなど講義内容を変更する可能性がある。

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/30 講義概要　Introduction (By 中野　Nakano)
ビジネスシステムの概要を説明するとともに、講義日程、評価方法、課題等について解説する. 
Brief introduction of business system concept followed by course schedule, evaluation and assignments.

No.2 2020/05/07 問題の見える化　－問題解決ゲーム Visualizing problems with problem solving game　 (By 中野、佐藤　
Nakano, Sato)
複数の組織に跨る問題を把握して解決することはなぜ難しいのであろうか？カードゲームを用いて体験し、問題の見える化の課題に
ついて考える。 
Students experience a business game to understand difficulty of communication, project management and problem
solving.　

No.3 2020/05/14 ボトルネックの見える化　－ボトルネックゲーム　 [２F多目的ルーム1] Visualizing bottlenecks with a
bottleneck game (By 中野、佐藤　Nakano, Sato)
様々なシステムに頻繁に起こるボトルネックを発見する理論とゲームを講義し、システムの効率において、バランスの重要性を説明す
る。最初のボトルネックを取り除いて初めて次のネックが見つかることを述べる.　２階多目的ルーム３で行う 
A theory and game to find bottlenecks and importance of system balance are taught in terms of system efficiency. Multi-
purpose room 3 on the 2nd floor.

No.4 2020/05/21 コア問題の見える化方法論(1) 　Methodology for visualizing core problems (By 中野　Nakano)
システムのコア問題を発見する手法を講義するとともに演習を行い、コア問題を絞り込む手法を学ぶ.　 
Methods to find core problems are taught with exercises.

No.5 2020/05/28 コア問題の見える化方法論(2) 　Methodology for visualizing core problems No.2 (By 中野　Nakano)
システムのコア問題を発見する手法の続き。複数の手法を用いて方法論に昇華させる演習を行う。 
Continued.

No.6 2020/06/04 ビジネスプロセスの見える化方法論　Methodology for visualizing business processes (By 中野　Nakano)
問題解決のためにビジネスプロセスを記述する方法論を講義する。トヨタで使われているビジネスプロセスのモデル化手法を知ると
ともにコミュニケーションや標準化の重要性を学ぶ.　A methodology to visualize business processes.

No.7 2020/06/11 問題見える化方法論：演習発表 Visualization exercise (By 中野　Nakano)
問題解決のための見える化方法論について、演習を通して理解を深める. 
Presentation by students and discussion fro visulaizing core problems.

No.8 2020/06/18 ビジネスシステムの最適化と経済性評価 Optimization and economic analysis for business systems (By 中
野　Nakano)
ビジネスシステムの性能を評価するためのシミュレーション手法と全体最適化の理論を学ぶ。Learning methods to evluate system
performance and optimize business systems.

No.9 2020/06/25 ビジネスプロセス改革の包括的方法論Holistic methodology for business process reengineering　5限 (By 中
野　Nakano)
システムを企画・構築・運用する業務を改革するための理論を講義する. 
A holistic methodology for busines process engineering (BPR) is taught.

No.10 2020/07/02 ビジネスゲーム入門　 Introduction to business game (By 中野、佐藤　Nakano, Sato)
ビジネスゲームの基礎を学ぶ。ベーカリーゲームの準備をする。 
Basics and history of business game are taught.

No.11 2020/07/09 ベーカリー経営ゲーム演習　 Bakery’ game exercise (By 佐藤、中野　Sato, Nakano)
仮想的にパン屋のマネージャーになって消費者獲得と利益を競争するゲームを体験し、その後、企業戦略を教師および他の学生とと



もに議論する。 
Virtual experience to run a bakery by a business game.

No.12 2020/07/16 Exercise presentation of Bakery’ game and BPR (By 佐藤、中野　Sato, Nakano)
経営ゲームの結果を発表して議論し、解説を行う。 
Presentation by students and discussion.

No.13 2020/07/30 問題解決方法論課題発表　Exercise presentation of BPR (By 中野 Nakano)
ビジネスシステムの分析/評価/改善提案に関するグループ発表を行う。Group presentation on business system analysis,
evaluation and improvement propositions.

No.14 2020/08/06 ゲーム理論　－競合と協調ゲーム [C3N14] Game theory -Competitive and collaborative game (By 佐藤、中
野　Sato, Nakano)
（COVID-19のため対面講義ができない場合中止）ゲーム理論の基本を学ぶとともにビジネスゲームを通して理解を促進する. 部品
サプライヤーの受注獲得競争ゲームを体験した後に、教師や他の学生とゲーム理論の基本を話し合う。Learning the fundamentals
of Game Theory with serious games. Multi-purpose room 3 on the 2nd floor.

No.15 2020/08/06 宿題指導　Assignment Consultation 講義なし] (By 中野、佐藤)
講義・課題に関する質問を個別に受け付ける。日時は任意。 
Consultation when asked by students.

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムのモデリングとシミュレーションシステムのモデリングとシミュレーション  / MODELING AND SIMULATION OF SYSTEMS

担当教員 
Instructor

小木　哲朗、西村　秀和、廣瀬　一弥

開講日程 
Date and Slot

火曜日５時限,火曜日６時限 Tuesday 5th ,Tuesday 6th

開講場所開講場所  
Class Room

C3S10,C3S10

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

ogi@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

システムデザインで使われるモデリングとシミュレーションの手法について理解する。特に理学、工学的なシミュレーションだけではな
く、社会システムの問題をいかにモデル化してシミュレーションを行うかを実際の社会問題を課題とした演習を通して体験的に習得す
ることを目指す。 

In this class, students learn methods of modeling and simulation that are used system design. In particular, students aim
to learn not only scientific simulation but also social simulation through the practical exercise on real social problems. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

システムデザインで使われるモデリングとシミュレーションの手法について理解する。特に理学、工学的なシミュレーションだけではな
く、社会システムの問題をいかにモデル化してシミュレーションを行うかを実際の社会問題を課題とした演習を通して体験的に習得す
ることを目指す。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

講義時に随時紹介

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席、講義時のレポート、中間発表、最終発表をもとに総合的に評価する

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

e-learningで受講する場合の注意事項で受講する場合の注意事項  
Guideline for e-learning Students

講義部分はe-learning可能ですが、グループワークは時間外で行ってください。また最終回はできるだけ参加をしてください。

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/21 シミュレーション概論（オンライン授業） (By 小木)
システムデザインとモデリング、シミュレーションの考え方について概説する。種々のシミュレーションの手法について概要を学ぶ。

No.2 2020/04/21 モデリング概論（オンライン授業） (By 西村)
システムデザインにおけるモデリング手法について概説する．SysMLを用いたアブストラクトなモデリングから，システムを分析するた
めのモデリングの考え方について学ぶ． 

No.3 2020/05/12 モンテカルロ法 (By 小木)
統計的に取り扱うべき現象をコンピュータ上で見るモンテカルロ法について理解する。 

No.4 2020/05/12 Crystal Ball (By 小木)
モンテカルロ法を用いたシミュレーションツールであるCrystal Ballの実行方法について理解する 

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/ogi_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html


No.5 2020/05/26 社会システムとシミュレーション (By 小木)
社会システムの例として横浜市の救急システムとシミュレーション手法の関係について説明する

No.6 2020/05/26 社会システムとシミュレーション (By 小木)
社会システムの例として感染病対策とシミュレーション手法の関係について説明する

No.7 2020/06/09 システムダイナミクスのシミュレーション（１） (By 西村)
システム解析のフェーズでシステムダイナミクスのシミュレーションを行うために必要な基礎を学び，MATLAB/Simulinkによるシミュ
レーション方法を習得する．

No.8 2020/06/09 システムダイナミクスのシミュレーション（２） (By 西村)
検証と妥当性確認（V&V）のフェーズで必要なテストケースについて説明し、そのためのシステムダイナミクスのシミュレーションを、
MATLAB/Simulinkによるシミュレーションを演習をとおして学ぶ． 

No.9 2020/06/23 シミュレーションと可視化 (By 小木)
シミュレーションで重要な役割を果たす可視化の手法について説明する。

No.10 2020/06/23 演習 (By 小木、西村)
演習発表を行う

No.11 2020/07/07 V&Vとシミュレーション (By 西村)
検証と妥当性確認（V&V）のフェーズでは，HILS/SILS, Human-in-the-loop Simulationなどのハードウェアを一部含めたシミュレー
ションが必要になる場合がある．こうしたときに何をしなければならないかについて学ぶ．実例として，CAVE型ドライビングシミュレー
タを取り上げる． 

No.12 2020/07/07 演習 (By 小木、西村)
演習発表を行う

No.13 2020/07/21 演習発表 (By 小木、西村)
グループごとに演習の成果を発表する

No.14 2020/07/21 論評 (By 小木、西村)
演習発表に対する論評を行う

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

チームワークと学習能力開発チームワークと学習能力開発  / COMPETENCY AND SKILL-BUILDING

担当教員 
Instructor

高野　研一、松崎　久純

開講日程 
Date and Slot

木曜日１時限,木曜日２時限 Thursday 1st ,Thursday 2nd

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

なし

履修条件履修条件  
Course Requirements

なし

開講場所開講場所  
Class Room

C3S10,C3S10

授業形態授業形態  
Type of Class

講義および演習

キーワードキーワード  
Keyword

チームワーク、ライカビリティ、速読、ノートテイキング、語学習得、など。

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

matsuzaki@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

実務で必要になる「チームワークのスキル（人間関係を円滑にする）」と、「個人の学習スキル（必要な情報をすばやく吸収し、アウト
プットにつなげる）」を強化するコースです。 

This is a skill-building and training course for 
“team work (and better human relationship)” and “(personal) learning ability”. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

　専門分野で活躍するためには、「その専門分野に精通しているだけでは不十分」なことが多いものです。専門分野で優位に立ちた
ければ、「専門分野ではない分野の学習」も大切になります。
　自己の「人間関係を円滑にするスキル」についても、もう一度よく考察してみましょう。
　また、専門分野に加えて、「専門分野ではないが必要になるスキル」（簡単な例を挙げれば、ビジネス文章の書き方、人材管理、スト
レスマネジメントなど、専門分野で力を発揮するために必要になるあらゆるもの）についても日常的に学べるよう、自己の「学習スキ
ル」を見直します。多くの情報をラクにインプットし、アウトプットにつなげる技術を体得します。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

〔指定教材〕
注意：
・以下の（１）（２）の書籍は、授業を受講するにあたり必要になります。
・いずれの書籍も電子版ではなく、紙版を入手してください。
（１）『大学生のための速読法　読むことのつらさから解放される』（２０１７）慶應義塾大学出版会、松崎久純
（２）『1分で大切なことを伝える技術』（２００９）PHP研究所、齋藤孝

〔推薦図書〕
（３）『好きになられる能力 ライカビリティ　成功するための真の要因』（２０１５）光文社、松崎久純
注意：
・（３）の書籍は、授業の内容をよく理解するために、（特に第１章〜第３章を）読まれることをおすすめしますが、書籍を持参しなくても
授業は受講できます。
２０１９年度の授業では、当書籍も指定教材としましたので、２０２０年度の第１回の授業（Eラーニングビデオ。これは２０１９年度の第１

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/takano_k.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/matsuzaki_h.html


回目の授業を記録したビデオです）の中では、当書籍を指定教材として話していますが、２０２０年度においては、推薦図書とします。
・こちらの書籍は、電子版、紙版のどちらを入手されても大丈夫です。

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席・受講態度５０％、演習・提出物５０％。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

木曜日１—２時限。偶数週の開催です。

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/16 オリエンテーション　Orientation (By 松崎)
コース全体像の説明。成功する人が身に付けている「チームワークのスキル」と「個人の学習スキル」について。 

【ご案内　２０２０年３月２３日付け　授業担当者：松崎久純より】 
２０２０年４月１６日（木）１、２限の授業はEラーニングとなります。 
２０１９年４月１１日（木）１、２限の授業をそのままご覧いただきます。 
２０１９年４月１１日（木）１限では、２０１９年度のシラバスの内容を説明していますが、２０２０年度のシラバスも同様の内容となります。 
ただし日程は、異なりますので、その点のみご承知おきください。 
２０２０年度のシラバスについては、Eラーニングのページにて 
（シラバス「授業計画」欄）をご覧ください。 
２０２０年４月３０日（木）からは、通常通りの開催とする予定です。

No.2 2020/04/16 ライカビリティの基本（１）Likeability skill: Basic 1 (By 松崎)
ライカビリティ（好感を与え、協力者を増やす能力）について解説する。ライカビリティとは何か。「ライカビリティがあると、なぜ物事が有
利に進むのか」を考察する。 

【ご案内　２０２０年３月２３日付け　授業担当者：松崎久純より】 
２０２０年４月１６日（木）１、２限の授業はEラーニングとなります。 
２０１９年４月１１日（木）１、２限の授業をそのままご覧いただきます。 
２０１９年４月１１日（木）１限では、２０１９年度のシラバスの内容を説明していますが、２０２０年度のシラバスも同様の内容となります。 
ただし日程は、異なりますので、その点のみご承知おきください。 
２０２０年度のシラバスについては、Eラーニングのページにて 
（シラバス「授業計画」欄）をご覧ください。 
２０２０年４月３０日（木）からは、通常通りの開催とする予定です。

No.3 2020/04/30 ライカビリティの応用（演習１）Likeability skill: Exercise 1 (By 松崎)
ライカビリティのスキルを応用し、交渉・説得をする。上司が部下を説得する演習などを行う。

No.4 2020/04/30 ライカビリティの応用（演習２）Likeability skill: Exercise 2 (By 松崎)
前の授業に同じ。

No.5 2020/05/14 速読法リーディングハニー（１） Speed-reading skill 1 (By 松崎)
学習スキルを強化するために、速読法を学びます。速読とは何か。すばやく大量に読むためには、どうすればよいのかを考察する。

No.6 2020/05/14 速読法リーディングハニー（２） Speed-reading skill 2 (By 松崎)
速読法リーディングハニー６つのステップについて学ぶ。

No.7 2020/05/28 速読法リーディングハニー（演習１）Speed-reading Excercise 1 (By 松崎)
速読法リーディングハニー６つのステップを用いて、速読の演習を行う。

No.8 2020/05/28 速読法リーディングハニー（演習２）Speed-reading Excercise 2 (By 松崎)
前の授業に同じ。

No.9 2020/06/11 速読法リーディングハニー（演習３）Speed-reading Excercise 3 (松崎) (By 松崎)
速読法リーディングハニー６つのステップを用いて、速読の演習を行う。

No.10 2020/06/11 速読法リーディングハニー（演習４）Speed-reading Excercise 4 (松崎) (By 松崎)
前の授業に同じ。

No.11 2020/06/25 ノートテイキング（講義・演習１）Note-Taking Skill 1 (By 松崎)
スラッシュパターン・ノート術などのノートテイキング・スキルを学ぶ。講義や商談内容などをノートにとるスキル、速読した本のポイント
をまとめる方法、プレゼンテーションや書類作成のコツもわかるノートの書き方、A４サイズ用紙の上手な使い方など。

No.12 2020/06/25 ノートテイキング（講義・演習２）Note-Taking Skill 2 (By 松崎)
前の授業に同じ。

No.13 2020/07/09 ノートテイキング（講義・演習３）Note-Taking Skill 3 (By 松崎)
スラッシュパターン・ノート術を活用した演習を行う。

No.14 2020/07/09 語学習得の効果的な方法　How to study foreign languages effectively (By 松崎)



外国語（英語）を確実に習得する具体的な方法を考察する。「聞く」「話す」「読む」「書く」のすべてをカバーする。実践的かつ継続しや
すい内容方法を解説する。

No.15 2020/07/16 まとめ (By 松崎)
コース全般の内容について振り返る。各自で実施し、講義はない予定。（７月１６日は予備日とする。） 

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

イノベーションのためのワークショップデザイン論２イノベーションのためのワークショップデザイン論２ / WORKSHOP DESIGN METHODOLOGY FOR
INNOVATION 2

担当教員 
Instructor

白坂　成功、五百木　誠、中田 実紀子、大浦　史仁、山崎　真湖人、広瀬　毅、草野　孔希、鳥谷　真佐子

開講日程 
Date and Slot

土曜日５時限 Saturday 5th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

イノベーティブワークショップデザイン論１

履修条件履修条件  
Course Requirements

イノベーティブワークショップデザイン論１を受講していることを履修の条件とする

開講場所開講場所  
Class Room

C3S10

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

shirasaka@z3.keio.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

本講義では、複数の人の協働により多様性を活用し、集合知を得ることでイノベーティブに考えるワークショップをデザインするため方
法論について、実際にそれを学生も実施することによって身につけるものである。 イノベーションのためのワークショップデザイン論１は
主に習得、イノベーションのためのワークショップデザイン論２はそれを活用した実践に重点を置く。 

Through these courses, students can learn the methodology to design a 
workshop where people think innovatively by utilizing collaboration of variety of people and gaining collective intelligence.
And then the students acquire it by actually designing a workshop by themselves. 

Design Methodology for Innovative Workshop 1 focuses on knowledge 
acquisition and Design Methodology for Innovative Workshop 2 focuses on utilization of acquired knowledge through the
execution of their own designed workshop. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

本講義では、複数の人の協働により多様性を活用し、集合知を得ることでイノベーティブに考えるワークショップをデザインするため方
法論について、実際にそれを学生も実施することによって身につけるものである。
イノベーションのためのワークショップデザイン論１で学んだワークショップデザイン方法論を元に、実際に外部に向けて実施するワーク
ショップをデザインし、ワークショップを実施し、振り返りを行う。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

教員が作成したものを利用する

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席、課題、授業への貢献により評価をおこなう

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/shirasaka_s.html


No.1 2020/04/18 授業のイントロダクション(Zoomによるオンライン授業） (By 五百木誠、草野孔希、広瀬毅、鳥谷真佐子、大浦史
仁、山崎真湖人、白坂成功)
イノベーションのためのワークショップデザイン論の進め方、ワークショップのテーマ説明、チーム分けを実施し、ワークショップデザイン
を開始する。

No.2 2020/05/16 ワークショップデザインフィードバックセッション１ (By 五百木誠、草野孔希、広瀬毅、鳥谷真佐子、大浦史仁、山崎真
湖人、白坂成功)
チームで行ったワークショップデザインに対して、フィードバックを行う

No.3 2020/05/30 ワークショップデザインフィードバックセッション２ (By 五百木誠、草野孔希、広瀬毅、鳥谷真佐子、大浦史仁、山崎
真湖人、白坂成功)
チームで行ったワークショップデザインに対して、フィードバックを行う

No.4 2020/06/13 ワークショップデザインフィードバックセッション３ (By 五百木誠、草野孔希、広瀬毅、鳥谷真佐子、大浦史仁、山崎
真湖人、白坂成功)
チームで行ったワークショップデザインに対して、フィードバックを行う

No.5 2020/06/28 ワークショップの実施（収録なし） (By 五百木誠、草野孔希、広瀬毅、鳥谷真佐子、大浦史仁、山崎真湖人、白坂成
功)
6/28, 7/5のいずれかの日を選択し、デザインしたワークショップを実施する。

No.6 2020/07/05 ワークショップの実施（収録なし） (By 五百木誠、草野孔希、広瀬毅、鳥谷真佐子、大浦史仁、山崎真湖人、白坂成
功)
6/28, 7/5のいずれかの日を選択し、デザインしたワークショップを実施する。

No.7 2020/07/11 ワークショップの振り返り (By 五百木誠、草野孔希、広瀬毅、鳥谷真佐子、大浦史仁、山崎真湖人、白坂成功)
実施したワークショップの振り返りをおこなう

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムデザイン・マネジメント特別講義２システムデザイン・マネジメント特別講義２ / SPECIAL LECTURES 2

担当教員 
Instructor

当麻　哲哉、中野　冠、五百木　誠、前野　隆司、小木　哲朗、春山　真一郎、白坂　成功、神武　直彦、西
村　秀和、谷口　尚子、谷口　智彦、高野　研一、SDM　事務局

開講日程 
Date and Slot

金曜日６時限 Friday 6th

開講場所開講場所  
Class Room

C3S10

授業形態授業形態  
Type of Class

外部ゲストによる講義およびQ＆A

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

t.toma@sdm.keio.ac.jp

授業授業URL 
Class URL

http://www.sdm.keio.ac.jp/education/feature/sdmspecial/

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

本講義は、大規模・複雑な現代のシステムに挑んできた各界の第一人者をお招きして、毎回違った視点から様々なものごと（技術、社
会、組織など）をシステムとして捉えて、彼らの知恵に学ぶ講義シリーズ。推奨俯瞰科目。 

The course is a series of lectures by outside leading experts from broad fields who have challenged difficulties in
tremendous, complex systems. Lectures are normally given in Japanese. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

SDM特別講義は、産官学、各界の第一人者をお招きして、毎回違った視点から語ってもらい、あらゆる物事をシステムとして捉えて理
解する講義シリーズである。大規模・複雑な現代システムの研究に挑むには、単に書物の知識や日々の体験だけでは歯が立たない。
現代社会の最前線に在ってシステムを創りあげた先導者たちの内に蓄えられた知恵に学ぶことが必要である。本講義シリーズを通し
て、彼らの知恵とお人柄から、未来の技術を先導するビジョンとパワー、組織のリーダーとしてのあり方、システムへの取り組み方な
ど、多くのことを吸収して欲しい。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

なし

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席点（約30%）、発言等の講義貢献度（約10%）、毎回のミニレポートの評価（約60%）、その他、お礼状執筆ボランティアや公開講
座等の手伝いに対し加点考慮あり。毎回のミニレポートは、原則として講義後9日を提出期限とする。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

講師の都合により、講義内容の変更、講義開催場所や開始時間の変更等があり得るので、本講義のURLにて頻繁にチェックするこ
と。出席を重視している（出席点＋貢献度で40%）。
【欠席連絡について】基本的に欠席連絡は不要。欠席回のビデオ聴講でレポート提出することを認めるが出席点は付かない。入院、
留学、学会発表などのために欠席がやむ負えない場合は、事前の申告に限り事情を考慮してビデオ聴講を出席と認める場合もある。
事前に「質問/コメント」欄から問い合わせること。業務や私用での欠席は認めない。なおビデオ収録されない講義もあるので注意する
ように。
【公開講座について】公開講座は会場が異なるので間違えないように集合すること。準備の手伝いをするボランティアを毎回5-6名募
集する。ボランティアをした学生には成績への加点がある。

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/toma_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nakano_m.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/maeno_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/ogi_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/haruyama_s.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/shirasaka_s.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/kohtake_n.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/taniguchi_t.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/takano_k.html


授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/10 慶應義塾福澤研究センター 西澤直子教授【2018年4月7日収録】 (By 谷口尚)
SDM恒例の「福澤学」の講義：新入学生は全員が聴講することを推奨する。 
★過去の録画ビデオを使うe-Learning。各自で視聴し履修者はレポート提出。視聴記録にて出席と判定するので、複数名で集合視聴
せず、各自が自分のe-Learningアカウントから視聴すること。以下録画ビデオ使用回は同様の扱い。

No.2 2020/04/17 宇宙飛行士 山崎直子氏【2011年5月27日収録】 (By 白坂)
★過去の録画ビデオを使うe-Learning。各自視聴しレポート提出。

No.3 2020/04/24 MIT SDM, Olivier de Weck教授【2018年6月22日収録】 (By 中野)
★過去の録画ビデオを使うe-Learning。各自視聴しレポート提出。

No.4 2020/05/01 三味線奏者 都一中氏 (By 前野)
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.5 2020/05/08 サイボウズ 代表取締役社長 青野慶久氏 (By 前野)
★公開講座になる可能性あり。会場は独立館DB201の予定。公開講座ボランティア（加点対象）募集あり。 
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.6 2020/05/15 一般社団法人 日本金融人材育成協会 会長 森俊彦氏 (By 吉田篤生)
★公開講座になる可能性あり。会場は独立館DB201の予定。公開講座ボランティア（加点対象）募集あり。 
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.7 2020/05/22 昭和女子大学 今井章子教授 (By 谷口智)
★公開講座になる可能性あり。会場は独立館DB201の予定。公開講座ボランティア（加点対象）募集あり。 
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.8 2020/05/29 内閣官房 CIO上席補佐官 平本健二氏 (By 西村)
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.9 2020/06/05 NTTデータイントラマート 代表取締役社長 中山義人氏 (By 西村)
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.10 2020/06/12 NEXCO中日本 安全推進部 執行役員部長 飯塚徹也氏 (By 高野)
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.11 2020/06/19 ナイアンティック日本法人社長 村井説人氏 (By 神武)
★公開講座になる可能性もあり。 
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.12 2020/06/26 NPO法人Peace Field Japan 村橋真理氏 (By 谷口智)
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.13 2020/07/03 小松製作所 坂根正弘氏【2010年4月9日収録】 (By 西村)
★過去の録画ビデオを使うe-Learning。各自視聴しレポート提出。

No.14 2020/07/10 事業構想大学院大学 学長 田中里沙教授 (By 谷口尚)
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

No.15 2020/07/17 （未定） (By 当麻)
★第15回は開催されず休講になる可能性あり。 
詳細はSDMホームページの「SDM特別講義」にて確認のこと。

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

モデルベースシステムズエンジニアリングの基礎モデルベースシステムズエンジニアリングの基礎  / FOUNDATION OF MODEL-BASED SYSTEMS
ENGINEERING

担当教員 
Instructor

西村　秀和、尹　善吉

開講日程 
Date and Slot

水曜日４時限,水曜日５時限 Wednesday 4th ,Wednesday 5th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

SA&I, V&V

開講場所開講場所  
Class Room

C3N14,C3N14

キーワードキーワード  
Keyword

モデルベースシステムズエンジニアリング，モデル化，SysML, Model-based Systems Engineering, Modeling

学生が利用する予定機材・ソフト等学生が利用する予定機材・ソフト等  
Machinery and materials / Software

ラップトップPC

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

h.nishimura@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

開講日時：春学期／水４,水５ （隔週（偶数週））15:15-18:30 
教室：C3N14教室 

この科目はモデルベースシステムズエンジニアリング（MBSE）の基礎を習得することを目的としています．システムモデルを用いるこ
とがシステムズエンジニアリングアプローチにどのようなメリットをもたらすのかを明確にします．SysML（Systems Modeling
Language）を用いたシステムモデル表現について学び，演習を通して，システムモデルの記述を習得します．SysMLはシステムモデ
ル記述の一つの手法に過ぎませんが，現時点では，最も普及している記述手段です．特に，構造のみならず，振る舞い，要求，パラメト
リック制約の4つの柱でシステムモデルを記述する考え方は，普遍的なものです． 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

この科目はモデルベースシステムズエンジニアリング（MBSE）の基礎を習得することを目的としています．システムモデルを用いるこ
とがシステムズエンジニアリングアプローチにどのようなメリットをもたらすのかを明確にします．SysML（Systems Modeling
Language）を用いたシステムモデル表現について学び，演習を通して，システムモデルの記述を習得します．SysMLはシステムモデ
ル記述の一つの手法に過ぎませんが，現時点では，最も普及している記述手段です．特に，構造のみならず，振る舞い，要求，パラメト
リック制約の4つの柱でシステムモデルを記述する考え方は，普遍的なものです．

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

システムズエンジニアリングハンドブック第4版
システムズモデリング言語SysML
Sanford Friedenthal, Alan Moore, Rick Steiner, A Practical Guide to SysML, 3rd Ed., Elsevier
http://www.omgsysml.org/

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

毎回の出席および課題に対するレポートをもとに判断する。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html


e-learningを開講する

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/15 システムズエンジニアリングの基礎 (By 西村秀和)
システムズエンジニアリングの基礎として，要求定義，アーキテクチャ定義に関して復習を行う．

No.2 2020/04/15 システムをモデリングすることの意義 (By 西村秀和)
システムをモデリングすることの本質的な意義を理解する．モデルを通じて，コミュニケーションをとることの効果を考える．

No.3 2020/05/06 モデルベースシステムズエンジニアリング（MBSE）の基礎 (By 西村秀和)
SysMLの基本的な記述方法について学び，構造／振る舞い／要求／パラメトリック制約の4つの柱で表現することの重要性を理解
する．

No.4 2020/05/06 MBSEの基礎演習 (By 西村秀和)
エレベータを題材にしたMBSEの基本的な考え方の演習を行う． 

No.5 2020/05/20 SysMLを用いたシステムモデルの記述 (By 西村秀和，ユンソンギル)
SysMLを用いたシステムモデルの記述を学ぶ．MBSEの中でのシステムモデルの役割を明確に理解する． 

No.6 2020/05/20 SysMLを用いたシステムモデルの記述の演習 (By 西村秀和，ユンソンギル)
Air Compressorを題材にしたSysMLを用いたシステムモデル記述の演習を行う．

No.7 2020/06/03 SysMLモデリングツールを用いたシステムモデルの記述の基礎と演習（1） (By 西村秀和，ユンソンギル)
Air Compressorを対象とするSysMLモデリングツールを用いたシステムモデル記述の基本的な考え方と演習（1）

No.8 2020/06/03 SysMLモデリングツールを用いたシステムモデルの記述の基礎と演習（2） (By 西村秀和，ユンソンギル)
Air Compressorを対象とするSysMLモデリングツールを用いたシステムモデル記述の基本的な考え方と演習（2） 

No.9 2020/06/17 SysMLモデリングツールを用いたシステムモデルの記述の基礎と演習（3） (By 西村秀和，ユンソンギル)
Air Compressorを対象とするSysMLモデリングツールを用いたシステムモデル記述の基本的な考え方と演習（3）

No.10 2020/06/17 SysMLモデリングツールを用いたシステムモデルの記述の基礎と演習（4） (By 西村秀和，ユンソンギル)
Air Compressorを対象とするSysMLモデリングツールを用いたシステムモデル記述の基本的な考え方と演習（4）

No.11 2020/07/01 システムモデル記述の演習結果の確認 (By 西村秀和，ユンソンギル)
Air Compressorを対象とするSysMLモデリングツールを用いたシステムモデル記述の基本的な考え方と演習（4）

No.12 2020/07/01 システムモデル記述の応用と演習 (By 西村秀和，ユンソンギル)
対象システムを選定し，そのシステムモデルの記述に取り組むための準備を行い，これまでに学んだシステムモデル記述を応用す
る．

No.13 2020/07/15 システムモデル記述の応用演習結果の発表 (By 西村秀和，ユンソンギル)
選定した対象システムのシステムモデル記述について発表する．

No.14 2020/07/15 講義全体についての質疑応答およびディスカッション (By 西村秀和，ユンソンギル)
システムモデル記述を行うことについて，これまでの講義内容を振り返り，ディスカッションを行う． 

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムとプロセスのモデリングとマネジメントシステムとプロセスのモデリングとマネジメント  / SYSTEMS AND PROCESS MODELING AND
MANAGEMENT

担当教員 
Instructor

西村　秀和、山本 修一郎、内田 直知、大川原 文明、河野 文昭、野中 忠

開講日程 
Date and Slot

火曜日５時限,火曜日６時限 Tuesday 5th ,Tuesday 6th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

モデルベースシステムズエンジニアリングの基礎、システムのモデリングとシミュレーション

履修条件履修条件  
Course Requirements

特になし

開講場所開講場所  
Class Room

C3N14,C3N14

授業形態授業形態  
Type of Class

講義と一部演習とグループワーク

キーワードキーワード  
Keyword

システムモデル、コンセプトデザイン、システム安全、価値創造、システム分析

学生が利用する予定機材・ソフト等学生が利用する予定機材・ソフト等  
Machinery and materials / Software

ノートPC

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

h.nishimura@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

　製品やサービスを開発し、社会や市場でこれが受け入れられるためには、そこに至るプロセスとそれを有効にするシステムのマネ
ジメントが必要不可欠です。このためには、論理的な思考でシステムとプロセスをモデリングし、関係者間でその情報を共有すること
が重要となります。特に，コンセプトの定義を行うステージからモデルで考えていくことが大変重要となります。 
この講義では、論理思考、システム思考を行う際のモデル記述，振る舞いのモデル表現，アーキテクチャに基づく論理的な記述などの
基本的なモデリングを学びます。その上で，ビジネスに実践的に応用できるビジネスプロセスモデリング（BPM）とシステム安全の論
証に用いるモデリングの基礎を学びます。 

To develop products and services being accepted in society and markets, it is essential to manage the enabling process
and system. Modeling of systems and processes with logical thinking becomes very important to share that information
among stakeholders. Especially, it is very important to think on the model from the stage that defines the concept. 
In this lecture, you learn basic model description when doing logical thinking and systems thinking, model expression of
behavior, and logical description based on the architecture. Also you will learn the basics of business process modeling
(BPM) that can be practically applied to business and the basis of modeling used for the demonstration of system safety. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

　製品やサービスを開発し、社会や市場でこれが受け入れられるためには、そこに至るプロセスとそれを有効にするシステムのマネ
ジメントが必要不可欠です。このためには、論理的な思考でシステムとプロセスをモデリングし、関係者間でその情報を共有すること
が重要となります。特に，コンセプトの定義を行うステージからモデルで考えていくことが大変重要となります。
この講義では、論理思考、システム思考を行う際のモデル記述，振る舞いのモデル表現，アーキテクチャに基づく論理的な記述などの
基本的なモデリングを学びます。その上で，ビジネスに実践的に応用できるビジネスプロセスモデリング（BPM）とシステム安全の論
証に用いるモデリングの基礎を学びます。
　講義には、演習を交え、モデリングをめぐる様々な議論を行います．BPMでは、ツールを用いて実践的な演習を行います。

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html


教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

西村監訳，システムズモデリング言語SysML，東京電機大学出版局
西村監訳，デザインストラクチャーマトリクス，慶應義塾大学出版会
西村監訳，システムズエンジニアリングハンドブック第4版，慶應義塾大学出版会

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席状況，グループワーク，レポートなどから総合的に評価する．

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/14 モデリング，論理思考，システム思考 (By 西村秀和)
概念をモデリングすること，論理的に考えること，システム的に考えることについて議論する．振る舞いの本質，ネットワークとDSMなど
について学ぶ．

No.2 2020/04/14 論理思考，システム思考のモデリング演習 (By 西村秀和)
論理思考，システム思考をモデルで表現する演習を行う． 
自身の考えを論理的に記述する演習を通して，論理的に考えることの重要性を身に付ける．

No.3 2020/05/05 GSN (By 山本修一郎，西村秀和)
システムの安全概念をGSN（Goal Structuring Notation）を用いてモデリングすること,証拠に基づいてシステムが安全であることに
ついて議論する方法を学ぶ。

No.4 2020/05/05 GSN演習 (By 山本修一郎，西村秀和)
GSN（Goal Structuring Notation）を用いて、システムの安全性を表現する演習を行う． 
システム安全についての自身の考えをGSNで論理的に記述する演習を通して，論理的に説明することの重要性を身に付ける．

No.5 2020/05/19 システム安全のモデリング (By 河野文昭，西村秀和)
システムの安全性が強く求められる製品では，システムが安全に設計されていることを第三者に説明しなくてはならない。 
システムの安全性を説明する際の基本的な概念を示すため，モデリングを用いる。

No.6 2020/05/19 システム安全のモデリング（演習） (By 河野文昭，西村秀和)
システムの安全性の基本的な概念を示すためのモデリングについて演習を行う。

No.7 2020/06/02 デジタルトランスフォーメーション（DX）とビジネスモデリング概説 (By 内田直知，西村秀和)
これからの日本企業が取り組みDXについて概説。プロセス改善、クラウド、内製化、マイクロサービス、RPAなど、話題のキーワードを
織り込んで最新の日本事情を学習する。

No.8 2020/06/02 BPMN2.0規約と実企業での実装方法に関する概説 (By 野中忠，大川原文明，西村秀和)
DXには欠かせないプロセス改善について、記法としてのBPMN2.0を中心に概説。実際のコンサルタントが業務改善を実施すための
手法や、最低限覚えなければいけない業務知識など幅広く概説する。

No.9 2020/06/16 DXを実現した企業事例の紹介 (By 野中忠，西村秀和)
実際にモデリング手法（BPM手法）を導入して業務改善を実施した企業の事例を概説する。商談〜受注〜設計〜製作〜施工のプロ
セスの見える化を実現した事例と、PLM領域のプロセス改善に取り組んだ事例を示す。

No.10 2020/06/16 BPMツールを用いた業務のモデリング演習①  (By 野中忠，西村秀和)
身近なプロセス（As-Is）を、モデリング手法を用いて改善しTo-Beモデルを作成する演習を実施する。改善した業務プロセス（To-Be)
を実際にBPMツールに実装し、業務アプリケーションを構築する。

No.11 2020/06/30 BPMツールを用いた業務のモデリング演習②  (By 野中忠，西村秀和)
身近なプロセス（As-Is）を、モデリング手法を用いて改善しTo-Beモデルを作成する演習を実施する。改善した業務プロセス（To-Be)
を実際にBPMツールに実装し、業務アプリケーションを構築する。

No.12 2020/06/30 BPMツールを用いた業務のモデリング演習の発表会 (By 内田直知，西村秀和)
演習①②で作成した成果の発表会を実施する。

No.13 2020/07/14 SoSアーキテクチャとビジネス (By 西村秀和)
IoTでさまざまなモノが繋がるCyber Physical Systemは、System of Systemsとなる。対象システムが様々な外部システムと繋がっ
てある機能を果たす場合、システム全体の品質はどのように確保できるのか？どのようにマネジメントを行うことが求められるのか、
基本的な考え方を紹介するとともに、議論する。

No.14 2020/07/14 コンセプトモデル (By 西村秀和)
コンセプトをモデルとして記述することを学ぶ．製品やサービスをビジネスとして成立させるための基本的な考え方について議論する．

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

デザイン科学特別講義デザイン科学特別講義  / SPECIAL LECTURE SERIES ON DESIGN SCIENCE

担当教員 
Instructor

西村　秀和、小木　哲朗

開講日程 
Date and Slot

金曜日１時限,金曜日２時限（学期前半） Friday 1st ,Friday 2nd

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

特にない

履修条件履修条件  
Course Requirements

特にない

開講場所開講場所  
Class Room

矢上12-104

授業形態授業形態  
Type of Class

講義

キーワードキーワード  
Keyword

多空間デザインモデル，インタラクティブシステム，システム，コンセプト，ものづくり

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

h.nishimura@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

18世紀の産業革命以降，ものづくりは専門家・細分化されており，様々な分野の研究者や実務者が連携して，大規模事故や大量廃
棄などの社会問題に取り組むことを困難にしている．デザイン科学は，「デザイン行為における法則性の解明およびデザイン行為に用
いられる知識の体系化を目指す学問」であり，ものづくりにおける知を統合し，これらの問題を解決する新たな学問基盤として期待さ
れている． 
本講義においては，さまざまなデザイン領域の講師を招き，デザイン科学に関する多様なトピックを対象とした特別講義を実施する．
履修者は，それら講義に対するディスカッションやレポート作成を行うとともに，今後のデザイン科学を展望する．対象とするデザイン対
象は，初回のガイダンスで説明する． 
The design science is an academic discipline for analyzing and synthesizing design principle and knowledge used in
product design as well as urban/architectural design. This lecture consists of multiple topics in different field 
of design targets explained in the context of the design science. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

本講義においては，さまざまなデザイン領域の講師を招き，デザイン科学に関する多様なトピックを対象とした特別講義を実施する．
履修者は，それら講義に対するディスカッションやレポート作成を行うとともに，今後のデザイン科学を展望する．対象とするデザイン対
象は，初回のガイダンスで説明する．

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

「デザイン科学概論」（慶應大学出版会）（予定）
参考：
「デザインサイエンス　未来創造の"六つ”の視点」（丸善出版）
「Ｍメソッド－多空間のデザイン思考」（和英文併記書，近代科学社）

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

各特別講義において提示されるレポート課題の内容および出席状況による．

履修上の注意履修上の注意  

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/ogi_t.html


Notification for the Students

「デザインサイエンス＆プロジェクト（SDM研究科）」の受講を希望する者は，本科目を受講することが望ましい．

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/10 イントロダクション (By 加藤健郎（理工学部専任講師）)
イントロダクション

No.2 2020/04/10 デザイン科学概論 (By 加藤健郎（理工学部専任講師）)
デザイン科学概論

No.3 2020/04/17 デザイン科学と多空間デザインモデル (By 佐藤浩一郎（千葉大学准教授）)
デザイン科学と多空間デザインモデル 

No.4 2020/04/17 多空間デザインモデルを応用するＭメソッド (By 佐藤浩一郎（千葉大学准教授）)
多空間デザインモデルを応用するＭメソッド

No.5 2020/04/24 機械システムデザインにおける多空間デザインモデル（基礎編） (By 森田 寿郎（理工学部准教授）)
機械システムデザインにおける多空間デザインモデル（基礎編）

No.6 2020/04/24 機械システムデザインにおける多空間デザインモデル（応用編） (By 森田 寿郎（理工学部准教授）)
機械システムデザインにおける多空間デザインモデル（応用編）

No.7 2020/05/01 モノづくりにおけるタイムアクシスデザイン (By 松岡 由幸（理工学部教授）)
モノづくりにおけるタイムアクシスデザイン

No.8 2020/05/01 タイムアクシスデザインの応用領域 (By 松岡 由幸（理工学部教授）)
タイムアクシスデザインの応用領域

No.9 2020/05/08 インタラクティブシステムのデザイン (By 小木哲朗)
インタラクティブシステムのデザイン

No.10 2020/05/08 インタラクティブシステムとサービスデザイン (By 小木哲朗)
インタラクティブシステムとサービスデザイン

No.11 2020/05/15 システムで考えるコンセプト：価値提供と問題設定 (By 西村秀和)
システムで考えるコンセプト：価値提供と問題設定

No.12 2020/05/15 システムで考えるコンセプト：システムモデルの必要性 (By 西村秀和)
システムで考えるコンセプト：システムモデルの必要性

No.13 2020/05/22 宇宙探査ロボットにおける多空間デザインモデル (By 石上 玄也（理工学部准教授）)
宇宙探査ロボットにおける多空間デザインモデル 

No.14 2020/05/22 レポート (By 石上 玄也（理工学部准教授）)
レポート

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

デザインサイエンス＆プロジェクトデザインサイエンス＆プロジェクト  / DESIGN SCIENCE AND PROJECT

担当教員 
Instructor

西村　秀和、小木　哲朗

開講日程 
Date and Slot

金曜日４時限,金曜日５時限 Friday 4th ,Friday 5th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

SDM序論，SA&I，V&V，モデルベースシステムズエンジニアリング

履修条件履修条件  
Course Requirements

SDM序論を受講済みまたは受講中であること

開講場所開講場所  
Class Room

矢上14-204

授業形態授業形態  
Type of Class

アクティブラーニング

キーワードキーワード  
Keyword

デザイン科学，デザイン，コンセプト，プロトタイピング

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

h.nishimura@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

本プロジェクトにおいては，グループワークによるデザイン実習を行う．デザイン上流過程における概念デザイン，基本デザインを主体
としたものであり，Ｍメソッドというデザイン方法論を用いて，多様な専門分野の担当教員のもとグループワークを行う．特にSDM研究
科では，以下のテーマ（仮）をグループワークで取り組む． 
・自動運転（レベル3 or 4）のためのHMIデザイン 
・Google Home等の音声インタフェースを用いたサービスのデザイン 
・ARを用いた新しいサービスのデザイン 
・８K映像と感動を与えるサービスのデザイン 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

グループワークによるデザイン実習を行う．デザイン上流過程における概念デザイン，基本デザインを主体としたものであり，Ｍメソッド
というデザイン方法論を用いて，多様な専門分野の担当教員のもとグループワークを行う．

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

デザイン科学概論，慶應義塾大学出版会
INCOSE SE Handbook 4th Ed.，WILEY
A Practical Guide to SysML,ELSEVIER

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

中間発表，最終発表および中間成果物により評価する．

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

【以下は日程の一例であり，進捗により変更する可能性があります．】

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nishimura_h.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/ogi_t.html


e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/10 イントロダクション (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
デザインサイエンス＆プロジェクトのガイダンス

No.2 2020/04/17 概念デザイン１ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
概念デザイン１

No.3 2020/04/24 概念デザイン２ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
概念デザイン２

No.4 2020/05/01 概念デザイン３ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
概念デザイン３

No.5 2020/05/08 基本デザイン１ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
基本デザイン１

No.6 2020/05/15 中間発表 (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
中間発表

No.7 2020/05/22 基本デザイン２ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
基本デザイン２

No.8 2020/06/05 基本デザイン３ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
基本デザイン３

No.9 2020/06/12 詳細デザイン１ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
詳細デザイン１

No.10 2020/06/19 詳細デザイン２ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
詳細デザイン２

No.11 2020/06/26 詳細デザイン３ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
詳細デザイン３

No.12 2020/07/03 まとめ (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
各グループでここまでに取り組んできたデザインをまとめる．

No.13 2020/07/10 最終プレゼン (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
プロジェクト成果を発表する．

No.14 2020/07/10 最終プレゼン (By 松岡，加藤，小木，西村，小林，井関)
プロジェクト成果を発表する．

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

宇宙システム工学宇宙システム工学  / SPACE SYSTEMS ENGINEERING

担当教員 
Instructor

神武　直彦

開講日程 
Date and Slot

火曜日４時限,火曜日５時限 Tuesday 4th ,Tuesday 5th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

なし

履修条件履修条件  
Course Requirements

なし（講義に興味をもって頂ければ学びは大きいと思います）

開講場所開講場所  
Class Room

矢上14-211

学生が利用する予定機材・ソフト等学生が利用する予定機材・ソフト等  
Machinery and materials / Software

Google Earth Engine

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

kohtake@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

詳細は、理工学部シラバスを確認して下さい。 

宇宙システムを利活用したサービスの創出に関する講義およびワークショップ 
--- 
ロケットや人工衛星、国際宇宙ステーションといった宇宙システムや社会基盤サービスを構成する要素技術を円滑に連係しながら効
果的に動作させ、多様な社会要請に応じて社会基盤サービスを実現することができれば、世界を対象に現地の環境に適合した貢献
が効率的に実現でき、非常に大きな産業展開、新産業創出の可能性が広がる。本講義では、宇宙インフラおよびそれを利用したサー
ビスについて解説するとともに、受講生のグループワークおよびフィールドワークによるサービス創出ワークショップを行う。なお、今年
度は、宇宙データの収集、分析、活用についての経験を深めるために、宇宙航空研究開発機構およびグーグル合同会社の協力を得
て Google Earch Engine（https://earthengine.google.com）を用いたワークショップを講義に含める。 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

座学・ワークショップ・Google Earth Engineを用いたハンズオン

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

http://gestiss.org/
https://earthengine.google.com/
https://qzss.go.jp/

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席状況とグループワーク、課題レポートによる

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/kohtake_n.html


授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/07 理工学部シラバスを確認して下さい (By 当麻・大塚)

No.2 2020/04/07 理工学部シラバスを確認して下さい (By 当麻・大塚)

No.3 2020/04/07 理工学部シラバスを確認して下さい (By 当麻)

No.4 2020/04/21 理工学部シラバスを確認して下さい (By 大塚)

No.5 2020/04/21 理工学部シラバスを確認して下さい (By 大塚)

No.6 2020/05/12 理工学部シラバスを確認して下さい (By 当麻)

No.7 2020/05/12 理工学部シラバスを確認して下さい (By 大塚)

No.8 2020/05/26 理工学部シラバスを確認して下さい (By 大塚)

No.9 2020/05/26 理工学部シラバスを確認して下さい (By 大塚)

No.10 2020/06/09 理工学部シラバスを確認して下さい (By 米澤)

No.11 2020/06/09 理工学部シラバスを確認して下さい (By 米澤)

No.12 2020/06/23 理工学部シラバスを確認して下さい (By 当麻)

No.13 2020/06/23 理工学部シラバスを確認して下さい (By 大塚)

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

空間型インタフェース論空間型インタフェース論  / SPATIAL USER INTERFACE

担当教員 
Instructor

小木　哲朗

開講日程 
Date and Slot

木曜日２時限 Thursday 2nd

開講場所開講場所  
Class Room

矢上11-31

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

ogi@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

我々を取り巻く環境の中に多くの情報機器が入り込むようになり、これらを扱うため のヒューマンインタフェースが重要な技術となっ
てきた。特に最近のバーチャルリア リティは、空間型インタフェース、体験型シミュレーション技術として注目されてい る。この講義で
は、バーチャルリアリティの概念からはじめ、人間の感覚特性、３次元ディスプレイ、３次元音響、触覚／力覚ディスプレイ等、バーチャ
ルリアリティを構成する技術要素について述べる。またオーグメンテッド・リアリティ、サイバース ペース等の関連する応用技術につい
ても述べる。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

特になし

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

出席点、レポート

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/30 VR技術の歴史と概観 (By 小木)
VR技術の概念、歴史について概観する

No.2 2020/05/07 視覚の特性と立体視の原理 (By 小木)
人間の視覚についての特性および立体視の原理について説明する

No.3 2020/05/14 視覚情報提示〜投影型システム (By 小木)
VRの視覚ディスプレイ技術のうちプロジェクタを使用したシステムについて説明する

No.4 2020/05/21 3D映像体験 (By 小木)
種々の3D映像映像技術について実際に体験を行う

No.5 2020/05/28 視覚情報提示〜ＨＭＤ型システム他 (By 小木)
VRの視覚ディスプレイ技術のうちHMD型のシステムについて説明する

No.6 2020/06/04 視覚情報生成〜３次元ＣＧ、ＩＢＲ (By 小木)
VRで用いられる３次元映像の生成手法について、3DCG、IBR等の手法について説明する

No.7 2020/06/11 センシングとモーションキャプチャ (By 小木)
VRで使われるセンシングおよびモーションキャプチャの技術について説明する

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/ogi_t.html


No.8 2020/06/18 触力覚の特性 (By 広田)
人間の触力覚の特性について説明する

No.9 2020/06/25 力覚情報の提示技術 (By 広田)
VRで使われる力覚ディスプレイの技術について説明する

No.10 2020/07/02 触覚情報の提示技術 (By 広田)
VRで使われる触覚ディスプレイの技術について説明する

No.11 2020/07/09 聴覚と３次元音響 (By 広田)
人間の聴覚の特性とVRで使われる３次元音響ディスプレイの技術について説明する

No.12 2020/07/16 その他の感覚情報の提示技術 (By 広田)
味覚、嗅覚、前庭感覚等、VRで使用される種々の感覚情報提示技術について説明する

No.13 世界法則とシミュレーション (By 広田)
VRのシミュレーション方法について説明する

No.14 触力覚提示計算 (By 広田)
VRのシミュレーションのうち触力覚の提示計算の方法について説明する

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

持続可能社会システム論持続可能社会システム論  / SUSTAINABLE SOCIAL SYSTEM DESIGN

担当教員 
Instructor

中野　冠、佐藤　みずほ、山形 与志樹

開講日程 
Date and Slot

金曜日４時限,金曜日５時限 Friday 4th ,Friday 5th

履修条件履修条件  
Course Requirements

特になし。

開講場所開講場所  
Class Room

C3N14,C3N14

授業形態授業形態  
Type of Class

教室での講義（COVID-19のため教室講義ができないときはWeb(Zoom)講義）, ボードゲーム、グループ演習・発表など

学生が利用する予定機材・ソフト等学生が利用する予定機材・ソフト等  
Machinery and materials / Software

特になし。

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

nakano@sdm.keio.ac.jp

授業授業URL 
Class URL

なし。

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

持続可能な社会システムの構築と管理について、基礎を学びつつ議論する。環境、エネルギ、資源、都市などの大規模複雑な諸問題
の理解とそれらを分析するための手法を学ぶ。講義だけでなく、グループ演習や社会ゲームを用います。 The system design for
sustainable society, enterprise, product and service requires a comprehensive knowledge of large-scale and complex
system surroundings such as environment of earth, energy security, material shortage and the future of urban
infrastructure in different countries, and innovative trends of environmental technology. The course provides cutting edge
information, theories and methodologies to foster an ability to plan scenarios for the system design and management for
sustainable society. Students will be trained to make a proposal for the scenario by group discussion. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

学ぶこと
多くのステークホルダーが存在する大規模複雑な社会問題を、システムとして分析して解決策を提案する力を見につける。
１．エネルギー、資源、環境,都市に関して国内外の課題と技術の関係を理解する
２．社会問題を解決するための課題を理解する
３．持続可能な社会を実現するための施策を評価するためのモデリングシミュレーション手法
を学ぶ
４．社会ゲームの作り方を学ぶ

教室またはWebでの講義, ボードゲーム、演習発表、演習、宿題発表討議など

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

教員作成の教材。参考書は、特にない。

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

2回程度の課題に対してレポートを求め、それを評価する。仕事を有する社会人学生を考慮して出席を取らず、試験も行わない。

履修上の注意履修上の注意  

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nakano_m.html


Notification for the Students

COVID-19のため、e-learning非受講者であっても、社会ゲーム以外はelearningで受講することは問題ない。念のため記録として出席
は取るが、成績には影響しない。ただし、社会ゲームは参加しないと理解しにくい。第9回、第10回（6月26日）は学事カレンダーとして
は変則開講となる。もしCOVID-19のため対面講義ができない場合は、Web講義となる（Zoom利用予定）。その場合、ゲーム演習を
通常の講義に変更したり、コマ数を減ずる可能性がある。

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/05/08 入門 Introduction 4限 (By 谷口智彦（以下TTと略記）)
科目の概要を説明する。 
Introduction

No.2 2020/05/08 持続可能性社会問題 Social system issues　５限 (By TT)
地球温暖化、エネルギー問題、都市問題、少子高齢化問題などを持続可能性の観点から議論する。 
Discuss　Global warming, Enegy security, urban infrastructure and low birth rate economy in terms of sustainability.

No.3 2020/05/22 エネルギー問題 Energy security 4限　 (By TT)
これからのエネルギー政策を考える. エネルギーセキュリティの評価モデルを学ぶ。 
Energy security

No.4 2020/05/22 風力発電所交渉ゲーム Consensus building game for wind power stations　５限 (By TT)
風力発電所を建設しようとする市役所や企業に対して、住民や生物多様性を主張する団体が反発する。ロールプレイゲームで交渉し
て合意を目指そう。 
Negotiation game for renewal energy

No.5 2020/06/05 金属資源問題　Metal material ４限 (By TT)
金属資源の問題を社会問題、経済問題と関連付けて学ぶ。 
Metal material issue are discussed with social and economic aspects　

No.6 2020/06/05 持続可能な都市 Sustainable-city　５限 (By TT)
環境都市、スマートシティ、未来都市について、国内外の動向と課題を学ぶ 
Eco-city、smart city and future city 

No.7 2020/06/19 持続可能性の評価モデルその１Evaluation model for Sustainability　I　 (By TT)
ライフサイクル分析、産業連関分析について講義する 
Life cycle analysis and Input-output anaysis are tought.

No.8 2020/06/19 持続可能性の評価モデルその2　 Evaluation model for Sustainability　No.2 (By TT)
消費者選好に基づく分析、マルチエージェントシミュレーション、社会数理学について講義する。 
Analysis by consumer preference, multi-agent simulation and social mathmatics are taught.

No.9 2020/06/26 電力会社経営ボードゲーム　Management game for electricity power company　４限 (By TT)
電源構成ポートフォリオを理解する。火力、原子力、再生可能エネルギー、それぞれのリスクを考えてどれに投資するか？ 
A board game to learn renewable energy

No.10 2020/06/26 社会ゲームの作り方　How to develop social games　５限 (By TT)
社会ゲームを開発する際に注意すべき点を講義する 
Learn how to develop a social game

No.11 2020/07/03 持続可能なスマートシティーの都市システムデザイン 講義　Urban systems design for sustainable city I　４
限 (By TT)
持続可能な都市システムのデザイン　講義 
Urban systems design for sustainable city、Lecture

No.12 2020/07/03 持続可能なスマートシティーの都市システムデザイン 演習　Urban systems design for sustainable city II　５
限 (By TT)
持続可能な都市システムのアイデア創出　演習と発表 
Urban systems design for sustaibnable city、Group discussion

No.13 2020/07/17 環境を考慮した設計とリサイクルと企業社会責任　 Product design for environment & Recycle based
society　& CSR ４限 (By 広田)
環境を考慮した設計指針とリサイクルと企業社会責任のありかたを考える。 
Discuss Product design for environment and recycle based society and corporate social responsibility 　

No.14 2020/07/17 演習発表とまとめ　Presentation for exercises　and Summary　５限 (By 広田)
持続可能な社会問題を議論する 
Discuss social sustainable issues.

No.15 2020/07/17 個別指導 (講義なし) (By 米田・当麻)
Consult assignments 日時は任意

No.16 2020/07/31 予備日 (By 米田・当麻)
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慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

ヒューマンファクター論ヒューマンファクター論  / HUMAN FACTORS

担当教員 
Instructor

高野　研一、東瀬　朗

開講日程 
Date and Slot

木曜日３時限,木曜日４時限 Thursday 3rd ,Thursday 4th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

秋学期　リスクマネジメント論

履修条件履修条件  
Course Requirements

13:00から授業開始 隔週　偶数週開講

開講場所開講場所  
Class Room

C3N14,C3N14

授業形態授業形態  
Type of Class

講義、演習

キーワードキーワード  
Keyword

人間、社会学、リスクﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、根本原因分析、認知システム、ヒューマンエラー、安全文化

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

k.takano@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

システムの開発から運用に係わるリスクマネジメントに必要なヒューマンファクターの基本について講義する。具体的には、ヒューマ
ン・マシン・インターラクション、生体特性、認知特性、事故分析、グループダイナミクス、組織論、倫理コンプライアンスに係わる背景、
問題認識、方法論などについて事例やビジュアル教材を活用しながら講義を行う。また、講義に加え、いくつかのテーマに絞り込ん
で、参加型の討議により、具体的問題に対する理解と実践力を高める。また、各講義ごとに関連するレポートの提出を要求する。
ヒューマンファクターの実践現場として航空機シュミレータの見学を行う。 

Basic concepts and methodologies of human factors　relating to risk managements are to be lectured from the stage of
system development through that of its operations. The subjects discussed are; (1)human machine interactions; (2)
physiological human characteristics; (3) cognitive engineering; (4) accidents analysis; (5) group dynamics; (6)
organizational fundamentals; (7) ethics and compliance. As for these subjects, backgrounds, problem identifications, and
practical analytical tools are introduced and trained for concrete cases sometimes using visual materials in each lecture.
For some topics, participating discussions are applied to actual problem solving in order to understand practical affairs. In
addition, students requested some reports for the better rating. At last, visiting to flight simulator is planned for further
understanding of practices of human factors. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

大規模産業分野における技術システムの開発・建設・運用、および製品開発・市場調査に係るヒューマンファクター全般について、そ
の基礎として、ヒューマン・マシン・インターラクション、生体特性、認知特性、事故分析、グループダイナミクス、組織論(安全文化）、技
術倫理コンプライアンスに係わる背景、問題認識、方法論について講義を行い、身近な問題とのつながりを実感するための演習を行
う。事故の根本原因分析および技術倫理については、参加型のグループディスカッションにより問題をより実践的に理解する。授業に
おいては、講義に加え、内容理解の助けとなるビデオ教材を使用する。これにより、産業現場や日々の生活の中における人間の認知、
行動の基本要素についてより深い認識が可能になるとともに、ヒューマンエラー防止や組織事故防止に取り組むための基本戦略を
理解し、システムデザイン・マネジメントの考え方の基礎を固めることができる。特に、マネジメントにおける人的側面の理解を深める
には必須である。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

1.ヒューマンインタフェース（出版社: コロナ社 (1987/08)）
2.作業の人間工学チェックリスト（日本人間工学会チェックリスト検討委員　会 (編集) 出版社: 医歯薬出版 (1968)））

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/takano_k.html


3.ヒューマンファクターズ概論（出版社: 慶應義塾大学出版会 (2005/05)）
4.Handbook Of Human Factors And Ergonomics（出版社: John Wiley & 　　
　Sons Inc; 3版 (2006/2/28)）

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

1.授業に関連した演習をレポートで提出 総計60％および授業への出席40%により成績をつける

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

航空会社の見学会は午後現地集合、解散とする。必ず出席のこと

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

e-learningで受講する場合の注意事項で受講する場合の注意事項  
Guideline for e-learning Students

レポートの提出は1週間遅れを認めます

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/16 ヒューマンファクター論概要 (By 高野研一)
本科目で履修するヒューマンファクター論の全体概要の紹介とともに、ヒューマンファクターの重要性について述べる。また、各講義相
互の関係性についても解説する。(本講義は昨年度のビデオを使用した講義となります。） 

No.2 2020/04/16 人間の感覚と特性 (By 高野研一)
フェヒナーの法則を基本とした人間の感覚と物理的刺激の関係について解説し、人間を用いた実験やアンケート調査では、感覚尺度
を用いる必要があることを解説し、人間特性の基礎を理解する。また、環境に係る各種許容限界について紹介する。(本講義は昨年度
のビデオを使用した講義となります。）

No.3 2020/04/30 作業におけるヒューマンファクター原則 (By 高野研一)
古典的なヒューマンファクターの集大成として、作業に係る人間工学的配慮を行う場合に考慮すべき事項を述べるとともに、人間工学
チェックリストの使用法を体得する。

No.4 2020/04/30 人間認知特性 (By 高野研一)
人間の知覚・認識・注意の資源・行動に関する特性について解説する。特に、認知科学の成果としての各種の認知モデルの一連の
進化過程について解説し、「メンタルモデル」の役割を理解していく。また、人間の認知特性としてのバイアスについて解説する。

No.5 2020/05/14 人間信頼性評価 (By 高野研一)
人間を技術システムに組み込むことにより、人間の信頼性を考慮する必要が生じる。このため、人間の信頼性に影響を与える要因を
挙げ、人間信頼性データを得る方法について解説し、代表的な事例でシステム全体の信頼性を算出する。

No.6 2020/05/14 根本原因分析 (By 高野研一)
人間が関与した事例の分析について解説し、特に、根本原因分析の方法について、演習を行いながら理解を深める

No.7 2020/05/28 生体情報 (By 高野研一)
人間特性を把握するための実験的手法として、生体情報（心電図、皮膚電気反射、脳波、眼振図など）を利用した方法の概要を解説
する。これにより、健康な人間がストレスを受けた場合の影響に関する知見を得る。

No.8 2020/05/28 集団特性 (By 高野研一)
個人から集団となった場合に、人間行動は大きく変容する。権威勾配・リスキーシフト・集団的手抜きなど集団における人間の心理や
行動について解説する。

No.9 2020/06/11 リーダシップ論 (By 高野研一)
集団における意思決定・チームワークに関する理論的背景について解説し、代表的なリーダのタイプを提示し、どのようなリーダシップ
が望ましいかについて解説する。

No.10 2020/06/11 安全とヒューマンファクタ（JR東日本　楠神氏：非常勤講師） (By 楠神健、高野研一)
ヒューマンファクターが関与した事故を防止するための実践的方法について、長年のJRでの活動と貢献をバックに具体的な取組みの
ツールや方向性について述べてもらう。

No.11 2020/06/25 安全文化 (By 高野研一)
事故を防止するためには、個人、小集団(職場）における取組みに加え、組織としての取組みが重要であることから、安全文化の概念
について解説する。

No.12 2020/06/25 事故防止の戦略 (By 高野研一)
事故を防止するためのヒューマンファクター面からの戦略や各企業が実践している具体的取り組みを示す。 

No.13 2020/07/09 技術者倫理とコンプライアンス (By 高野研一・東瀬 朗)
技術者倫理の概要について解説し、基本的な考え方を身につけた後、具体的な事例に基づき、ケースメソッドによるグループ討議を
行う。

No.14 2020/07/16 航空機シュミレータ見学　Ⅰ (By 高野研一)
羽田のJAL航空訓練センターにて航空機操縦に係わるヒューマンファクターの講義や訓練課程概要の説明を受け、航空機運航/整備



の訓練課程を見学および学習する（実施日未定、決まり次第掲出）

No.15 2020/07/16 航空機シュミレータ見学　Ⅱ (By 高野研一)
羽田のJAL航空訓練センターにて航空機操縦に係わるヒューマンファクターの講義や訓練課程概要の説明を受け、航空機運航/整備
の訓練課程を見学および学習する（実施日未定、決まり次第掲出）
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慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

システムデザイン・マネジメント研究（修士研究）システムデザイン・マネジメント研究（修士研究）/プロジェクトデザイン・マネジメント研究（修士研究）プロジェクトデザイン・マネジメント研究（修士研究） /
RESEARCH ON SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT(research of master's
students)/RESEARCH ON PROJECT DESIGN AND MANAGEMENT(research of master's
students)

担当教員 
Instructor

春山　真一郎、中野　冠、五百木　誠、前野　隆司、小木　哲朗、当麻　哲哉、白坂　成功、神武　直彦、西
村　秀和、谷口　尚子、谷口　智彦、高野　研一、SDM　事務局

開講日程 
Date and Slot

開講場所開講場所  
Class Room

(未定)

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

sdm-office@adst.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講しない

授業計画授業計画  
Course Schedule

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/haruyama_s.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/nakano_m.html
http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/maeno_t.html
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慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

心と社会を理解するための実証研究法心と社会を理解するための実証研究法  / ANALYTICAL METHODS FOR HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES

担当教員 
Instructor

谷口　尚子、染谷　芳明、澁谷　壮紀

開講日程 
Date and Slot

水曜日３時限 Wednesday 3rd

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

社会調査法、システムデザインのための統計とデータ処理

履修条件履修条件  
Course Requirements

特にありません

開講場所開講場所  
Class Room

C3S10

授業形態授業形態  
Type of Class

講義・発表

キーワードキーワード  
Keyword

実験、ワークショップ、データ解析、調査、脳神経科学

学生が利用する予定機材・ソフト等学生が利用する予定機材・ソフト等  
Machinery and materials / Software

各自、パワーポイントでスライドを作成してもらいます。

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

naoko.taniguchi@sdm.keio.ac.jp

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

ヒトの心や社会の仕組みは、どのように研究すると面白い洞察が得られるでしょうか？　本科目は、人間・社会を対象とした実証研究
の方法や長所・短所・魅力を知り、研究に生かすことを目標とします。実証研究の各目標（探索型研究、因果推論／仮説検証型研
究、検証、シミュレーション、社会実践等）に合わせた、実験の計画や実施、データ収集と解析、社会実践やワークショップの実際と方
法を学びます。今期はビデオ録画の授業を見ていただき、昨年の資料や発表も参考にした上で、３回課題を提出していただきます。提
出された各課題について、それぞれを担当する教員が個別にコメントやアドバイスをフィードバックします。これを通じて、実験法を通じ
た実証方法を体感してもらいます。授業で発表する必要はありませんが、発表スライドを指定に沿って作成し、e-learningシステムで提
出して下さい。 

How should we conduct our researches on systems of human society to obtain interesting insights? This course has an
aim that students learn and experience various experimental methods to examine human society. This course offers the
methods of experimental planning, data collection, statistical analyses, workshops for causal inference, testing
hypotheses, simulation, and social realization. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

ヒトの心や社会の仕組みは、どのように研究すると面白い洞察が得られるでしょうか？　本科目は、人間・社会を対象とした実証研究
の方法や長所・短所・魅力を知り、研究に生かすことを目標とします。実証研究の各目標（探索型研究、因果推論／仮説検証型研
究、検証、シミュレーション、社会実践等）に合わせた、実験の計画や実施、データ収集と解析、社会実践やワークショップの実際と方
法を学びます。今期はビデオ録画の授業を見ていただき、昨年の資料や発表も参考にした上で、３回課題を提出していただきます。提
出された各課題について、それぞれを担当する教員が個別にコメントやアドバイスをフィードバックします。これを通じて、実験法を通じ
た実証方法を体感してもらいます。授業で発表する必要はありませんが、発表スライドを指定に沿って作成し、e-learningシステムで提
出して下さい。



教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

授業内で指示します。

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

今期はe-learningのみで受講してください。3回の課題に対する評価で成績を決定します（35点×3回＝105点満点）。各回、パワーポイ
ント・スライドのファイルを全員締め切り前に提出する必要があります。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

e-learningで受講する場合の注意事項で受講する場合の注意事項  
Guideline for e-learning Students

今期はe-learningのみで受講してください。3回の課題に対する評価で成績を決定します（35点×3回＝105点満点）。各回、パワーポイ
ント・スライドのファイルを全員締め切り前に提出する必要があります。

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/08 （2019年度e-learning）ヒトの心と社会を対象とした研究の思考法と実証法の特徴 (By 谷口尚子)
（2019年度e-learning）ヒトの心と社会を対象とした研究の思考法と実証法の特徴（探索型研究、仮説検証型研究、因果推論）

No.2 2020/04/15 （2019年度e-learning）実験室実験の計画・実施・検証の方法 (By 谷口尚子)
（2019年度e-learning）実験室実験の計画・実施・検証の方法

No.3 2020/04/22 （2019年度e-learning）社会実験・ワークショップの計画・実施・検証の方法 (By 谷口尚子)
（2019年度e-learning）社会実験・ワークショップの計画・実施・検証の方法

No.4 2020/05/06 ヒトの心と社会を対象とした実験研究の思考法と実証法 (By 谷口尚子)
ヒトの心と社会を対象とした研究の思考法と実証法の特徴（探索型研究、仮説検証型研究、因果推論、自然実験）

No.5 2020/05/13 実験室実験の計画・実施・検証の方法 (By 谷口尚子)
実験室実験の計画・実施・検証の方法

No.6 2020/05/20 社会実験・ワークショップ・調査実験の計画・実施・検証の方法 (By 谷口尚子)

No.7 2020/05/27 第１回目課題の発表 (By 谷口尚子)
第１回目課題の発表

No.8 2020/06/03 因果推論とデータ・サイエンス (By 渋谷壮紀)
因果推論とデータ・サイエンス

No.9 2020/06/10 データ解析の基礎：記述統計・仮説検定・相関と回帰 (By 渋谷壮紀)
データ解析の基礎：記述統計・仮説検定・相関と回帰

No.10 2020/06/17 データ解析の応用：多変量解析 (By 渋谷壮紀)
データ解析の応用：多変量解析

No.11 2020/06/24 第２回目課題の発表 (By 渋谷壮紀)
第２回目課題の発表

No.12 2020/07/01 脳神経科学の特徴・基礎的概念・研究方法 (By 染谷芳明)
脳神経科学の特徴・基礎的概念・研究方法

No.13 2020/07/08 脳神経科学における実験計画 (By 染谷芳明)
脳神経科学における実験計画

No.14 2020/07/15 脳神経科学データの解析法と解釈 (By 染谷芳明)
脳神経科学データの解析法と解釈

No.15 2020/07/22 第３回目課題の発表 (By 染谷芳明)
第３回目課題の発表

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.



慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科
2020年度春学期 授業シラバス

KEIO UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT 
Syllabus for Spring semester 2020

国際政治経済システム論国際政治経済システム論  / INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY: DISCUSSIONS ON ITS
SYSTEMS

担当教員 
Instructor

谷口　智彦

開講日程 
Date and Slot

水曜日６時限 Wednesday 6th

前提科目・関連科目前提科目・関連科目  
Prerequisite or Related Course

とくにない

履修条件履修条件  
Course Requirements

指定教科書を単に読むだけでなく、関心に応じて自ら調査を深めつつ読める力を有すこと。

開講場所開講場所  
Class Room

C3N14

授業形態授業形態  
Type of Class

すべての回をe-learningとする

キーワードキーワード  
Keyword

政治経済学、日本戦後史、現代史

授業に関する連絡先授業に関する連絡先  
Contact Address for Inquiry Regarding the Course

taniguchi@sdm.keio.ac.jp

授業授業URL 
Class URL

ない

科目概要（詳細）科目概要（詳細）  
Course Description

初めに注意【重要】 

これまでの例を破り、本年度春学期に限って、すべての回をe-learningで実施する。したがって、講義中、受講生とのインタラクションを
図れない。毎回受講後にリポートの提出を求める。せめてそれへのフィードバックをできる限り精彩に富むものとする心算。さらに、ク
ラスのフェイスブックを活用し、ヴァーチャルにでも活気を生み出したい。 

また講義終了後に提出を求めるものがあるので要注意（下記参照）。 

かつて（その年限りだったが）講じた本講義の内容を書籍化した一冊を教科書とし、章ごとに精読することをもって、本年度の講義とす
る。 

なお講師は本研究科テニュア教員の一人であるとともに、現役実務家としての側面をもつ。ゆえに本講義は、「実務家による」との冠を
冠すこととした。 

To be good at systems engineering, systems approach and design thinking, one must learn what has taken place thus far,
that is to say, one should better read history, as whatever new product one designs, the newness always derives from
what has previously existed. 

Every one of us, and everything we see, is “path-dependent,” which I think gives you a compelling reason, so long as you
read and write the Japanese language, to sign up for the class. 

主題と目標／授業の手法など主題と目標／授業の手法など  
Objective and Method of the Course

科目概要に記した要目に加え、以下を銘記のこと。

http://www.sdm.keio.ac.jp/faculty/taniguchi_t.html


1) 講義のFacebookを開設するから、受講希望者はログオンに用いるメールアドレスを必ず講師に伝えること。急ぎの連絡は学生部
からのものに加え、Facebookでも行い二重系とします。オフ・クラスの生き生きとした討論にも用いる予定。

2) 高い精細度で表情をよく読み取れる写真を一枚と、自分とはどんな人間か、講師に覚えてほしい自己紹介文とを、速やかに講師に
送ること。講師における記憶力は昨今急速に劣化中であるから、これは受講者自身のためです。自分の写真を他者と共有することを
肯んじない者については、この限りにあらず。

教材・参考文献教材・参考文献  
Textbooks and References

谷口智彦『安倍晋三の真実』、悟空出版、2018年
谷口智彦『日本人のための現代史講義』、草思社文庫、2019年

提出課題・試験・成績評価の方法など提出課題・試験・成績評価の方法など  
Assignment, Exam and Grading Details

ビデオの視聴後、その週の土曜深夜24時を締め切りとして、リポートを提出してもらう。e-learningに、書き込める場を設ける。日曜午
前零時以降、講師は書き込みに対し、必ず返答をしるす。

感想には何を書くか。特段の決まりはない。印象に残った点を3点しるせ、などと定型化することは、できなくはないが、あえて、内容、長
さとも、なにも枠組みや取り決めを置かないこととする。

期末には試験、論文とも課さない。そのかわり、各回について自らとった講義ノートの提出を求める。講師は、大学ノートのようなもの1
冊が提出されることを想定している。手書きは、指先と脳神経とをそれだけ密につなぐせいか、内容をアタマに入れるのによいし、忘れ
ていた漢字の練習にはなにより。しかしパソコンを使ったノートの提出も妨げない。

このように言うわけは、講師はパワーポイントを用いず、特段の資料の配布もしないからだ。自分でノートをとってくれなければ、事後
ふりかえって省察のよすがとするマテリアルが何もないことになる。

履修上の注意履修上の注意  
Notification for the Students

e-learning開講の有無開講の有無  
Availability on e-learning System

e-learningを開講する

e-learningで受講する場合の注意事項で受講する場合の注意事項  
Guideline for e-learning Students

科目概要参照

授業計画授業計画  
Course Schedule

No.1 2020/04/08 [e-learning] イントロダクション (By 谷口智彦（以下TTと略記）)
講師がいかなるニンゲンで、講義の狙いをどのように定めているか。歴史なるものに親しむことが、なぜSDM生にとって死活的に重要
かを話す。次回までに『安倍晋三の真実』を必ず読んでおく。なお本回に限って、視聴後のリポートは不要。

No.2 2020/04/15 [e-learning] イントロダクションII (By TT)
必読とした著者の自著に対する自著註を披瀝し、思考を促す回とする。視聴後は、当該書ならびに本回を踏まえてのリポートを求め
る。

No.3 2020/04/22 [e-learning] 日本人のための現代史講義まえがき〜第二章 (By TT)
教科書第二章までの自著自註。読後ならびに視聴後の感想などリポートに記す。以下各回につき同様。

No.4 2020/05/13 [e-learning] 日本人のための現代史講義第三章 (By TT)

No.5 2020/05/20 [e-learning] 日本人のための現代史講義第四章 (By TT)

No.6 2020/05/27 [e-learning] 日本人のための現代史講義第五章 (By TT)

No.7 2020/06/03 [e-learning] 日本人のための現代史講義第六章 (By TT)

No.8 2020/06/10 [e-learning] 日本人のための現代史講義第七章 (By TT)

No.9 2020/06/17 [e-learning] 日本人のための現代史講義第八章 (By TT)

No.10 2020/06/24 [e-learning] 日本人のための現代史講義第九章 (By TT)

No.11 2020/07/01 [e-learning] 日本人のための現代史講義第十章 (By TT)

No.12 2020/07/08 [e-learning] 質問への回答 (By TT)
前回までに集まった受講者からの問いに答えることをもって締めくくりとする。

Copyright(c) Keio University. All rights reserved.
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