
S3D: Symbiotic and Safety System Design Lab

環境共生安全システムデザインラボ（西村研）
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担当科目：
システムズエンジニアリングとモデリング
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必修科目（日・英）：システムズエンジニアリングの基礎を学ぶ

 システムアーキテクティングとインテグレーション

 システムベリフィケーションとバリデーション

選択科目（春学期）

 モデルベースシステムズエンジニアリングの基礎（日）

 SysMLを用いたシステムモデルでシステムズアプローチを実践する

 ビジネスプロセスのモデリングとマネジメント

 ビジネスを実践するためのモデリング，DXへのアプローチ

 システムのモデリングとシミュレーション

 システムデザインのための統計とデータ処理



担当科目：
システムズエンジニアリングとモデリング
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必修科目（日・英）：システムズエンジニアリングの基礎を学ぶ

 システムアーキテクティングとインテグレーション

 システムベリフィケーションとバリデーション

選択科目（秋学期）

 モデルベースシステムズエンジニアリングの基礎（英）

 SysMLを用いたシステムモデルの活用

 デジタル戦略とアーキテクチャ（英）

 Architecture for Digital Transformation
 経済システムから見た会計・監査の仕組み（英・日）

 ヒューマンインタフェース論（日）



研究分野：社会, ビジネス, 製品・サービス, 組織・人

皆さんの研究をモデルで支援します！
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モデリングラボ
All you need is "MODEL"

組織内のコミュニケーションモデル
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環境共生安全システム
デザインラボ

社会-技術システム
マネジメントラボ

モビリティシステム
マネジメントセンター

System of Systems

構想駆動型社会システムマネジメント

デジタルトランスフォーメーション

ビジネスプロセスモデリング

倫理を考慮した地域に調和する
自動運転システム

渋滞しない蟻に学ぶ
交通システム

http://lab.sdm.keio.ac.jp/nismlab/


社会-技術システムマネジメントラボ
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 倫理・法・社会を考慮したSoSマネジメント ⇒ 都市システムデザイン

社会的合意に基づく抽象的約定を最上位に置いたSoSアーキテクチャを定
義し、SoS分析に基づきアーキテクチャの更新と、それに基づくマネジメント

を行う。

http://lab.sdm.keio.ac.jp/S5_JST/index.html

http://lab.sdm.keio.ac.jp/S5_JST/index.html
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S3Dラボの
研究マッピング

社会

ビジネス 製品・サービス

組織・人

構想駆動型社会システム
マネジメント

倫理を考慮した地域に調和す
る自動運転システム

渋滞しない蟻に学ぶ
交通システム

モデルに基づく道州制の
機能要求分析

バイクシェアリングシステム
の概念設計

長寿命戸建住宅の普及を促進
するための方策の検討

弱視者・車椅子利用者のための
ユニバールデザイン

組織におけるモチベーションの
向上・維持手法の提案

顧客価値を提供し続けるための
ビジネスモデルに基づくマネジメント

ライフコースの観点を取り入れた自動車の
市場浸透戦略のシステムデザイン

博物館の発展に果たす

市民の役割

コンシューマエレクトロニクスの分散開発

システムモデルに基づく利用ステージ中

の携帯電気製品の熱対策

ユーザ感性を考慮した製品・サービス

デザイン

自動運転車を取り巻くSystem 

of Systemsアーキテクチャ

自動運転の知覚システムと
HMIのデザイン

開発スタイル変革のためエンジニア
に対する SE 価値観共有とスキル
定着への取組み

製品アーキテクチャに基づく安全分析

組織内のコミュニケーションモデル

安全を推進するためのIIoTS を利用
した化学工場のアーキテクチャ記述

Symbiotic and Safety System Design Lab.
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ご静聴ありがとうございました．

ご質問などございましたら
h.nishimura@sdm.keio.ac.jp
まで，ご連絡ください．

ラボの研究マッピング⇒

詳細は
http://lab.sdm.keio.ac.jp/nismlab/
をご覧ください．

http://lab.sdm.keio.ac.jp/nismlab/
http://lab.sdm.keio.ac.jp/nismlab/
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