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システムデザイン・マネジメント研究科とは？�
　̶全体最適の視点からあらゆるシステムをデザインする̶�
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科 �

研究科委員長　前野 隆司 �

�



日本の問題：�

激動する現代社会が直面する問題の多くは、
問題をシステムとして俯瞰的視点からとら
え、全体として整合性のある解を導くべき問
題なのに、誰もそれができないこと。 �
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日本の問題：�

日本の問題を解決するには？�

「問題をシステムとして俯瞰的にとらえ全体
として整合性のある解を導く方法」を確立し、
これを身につけた人材の育成を行うべき。 �

激動する現代社会が直面する問題の多くは、
問題をシステムとして俯瞰的視点からとら
え、全体として整合性のある解を導くべき問
題なのに、誰もそれができないこと。 �



システムデザイン・マネジメント研究科とは?�

8	

システムズエンジニアリングを基盤に、
複雑に絡み合った問題をシステムとし
て全体最適の視点から解決するため
の方法を伝授する、これまでにない、

文理融合型の大学院。 �
�
日吉駅徒歩０分。 �



システムデザイン・マネジメント研究科とは?�

●2008年新設（慶應義塾150年）�
●既に何らかの専門性を有する者への教育�
●過半数は社会人学生�
●文理統合�
●システムズエンジニアリングが学問基盤�
●企業経験・起業経験・�
　国際経験豊富な教授陣�
●授業の重視（研究も重視）�
●国際的チーム�
　プロジェクトの重視�

メーカー、サービス、シンクタンク、金融、建築、アート、
マスコミ、コンサルタント、法曹、省庁、教育、経営者�

生涯学習（大人の大学院）の
ニーズ（予想以上）20～60代�



なぜ全体最適問題を解けるのか?�

●システムズエンジニアリングが学問基盤�
�○システムとしての問題理解・解決�

●デザイン思考の重視�
�○チームプロジェクトによる問題理解・解決�
�○多様なチームによる創造性の発揮�

●体系的なマネジメント �
�○システムとしてのプロジェクトマネジメント �
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これまでの大学に�
全くあり得なかった �
多様性！�
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システムズエンジニアリングとは？�

•  INCOSE（International Council on Systems Engineering）: �
�システムを成功裏に実現させることができる，
複数のディシプリンにまたがるアプローチおよ
び手段�

•  An interdisciplinary approach and means to 
enable the realization of successful 
systems. �

•  もともとは軍事システム・宇宙システム�

•  近年はコンシューマープロダクト～社会システ
ムまで�

•  日本の一般的な「SE」の定義は狭義�



システムとは？�

•  複数の構成要素から成り立つ集合体のこと。
SDMでは、情報、通信、メディア、ハードウエア、
サービスから、人間、組織、社会、地球環境ま
で、複数の要素が相互作用するあらゆるもの
をシステムと定義しています。 �

INCOSEハンドブック: �
システムとは、定義された目的を
成し遂げるための、相互に作用
する要素（element）を組み合わ
せたもの。ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、人、情報、
技術、設備、サービスおよび他の
支援要素を含む � Solar System�

Social System�

人工システム　　　⇔　　　自然システム�

International Council on Systems Engineering �



デザインとは？�

•  技術システムのデザインから、組織のデザイン、
社会のデザイン、経営や政策のグランドデザイ
ンまで、あらゆるシステムの新しい構造や仕組
みを創造する行為を、私たちはデザインと定義
しています。 �

意匠デザイン � 技術システムの�
機能デザイン �

組織・社会のデザイン、 �
経営や政策のデザイン �



マネジメントとは？�

•  様々なシステムの事業・企画を管理すること（プロ
ジェクトマネジメント）、サプライチェーンマネジメン
ト、プロダクトライフサイクルマネジメントや様々な
事業体における組織の経営・管理まで、様々なシ
ステムの管理 ・運用・経営を広くマネジメントと定
義しています。 �

システムの運用� プロジェクトの�
管理�

組織の経営�



17�

システムデザイン・マネジメントのVモデル�
対象とするシステムが
何であるかに関わらず
「システムデザインのVモ
デル」に基づき大規模
複雑システムのデザイ
ンとマネジメントを協力
して行うための共通の
方法論 �
�

●分解と統合�
Decomposition and 
integration�

●デザインと評価�
System design and 
verification, validation�
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要求分析（要件分析） Requirement analysis �

ミッションの明確化 clarification of mission：�
＝システムの関係を明確化�
＋システムを取り巻く環境条件の関係も明確化�
＋システム境界を明確化�

システムアーキテクティング・�
システム�
デザイン �
System �
architecting �

and �
design �

サブシステム�
デザイン �
Sub-system�
design �

構築�
build �

システムインテグレーション・�

サブシステム�
評価�
Verification of �
Sub-system�

システム�
評価�
System �
integration�
and 

validation�

Idea of v-model �

モデリング・�
シミュレーション �
Modeling and �
simulation �

サブサブ �
システム�
デザイン �

・�
・�
・�



要求とは？�

要望（Needs/Wants）à要求/要件（Requirement）à仕様（Specification）�

曖昧さがなく、テストあるいは計測が可能で、製品やプ
ロセスを顧客あるいは内部の品質管理部門が受領する
際に必要な、製品やプロセスの運用面、機能面、設計
特性、制約を規定した文書 （IEEE1220）�

社会システムの要求はもう少し曖昧さを許容!?�
（様々なステークホルダの要求をすべて把握し満たすことは困難。
しかし、いかに曖昧さを減らすかが重要。）�
曖昧さが少なく、テストあるいは計測が可能で、提言や運用プロ
セスを第三者や提案者が理解するために必要な、提言されたシ
ステムの運用面、機能面、設計特性、制約を規定した文書 �

要求定義 (Requirement Definition) �
要求分析・要件分析 (Requirement Analysis) �



ネットワーク型の手法�

ツリー型の手法� マトリックス型の手法�

マインドマップ�

コンテキスト分析�

根本原因分析�

因果関係ループ�

システムダイナミクス（SD)�

顧客価値連鎖分析（CVCA）�

バリューグラフ�

QFD�

FTA�
FMEA�

OPM �

WBS�

ブロック線図�

動的�

静的�

共分散構造分析�

UML/SysML �

シナリオグラフ�
モルフォロジカルアナリシス �

Pughコンセプトセレクション �

ユースケース図�

なぜなぜ5回法�

多変量解析�

N2チャート �

ガントチャート �

FFBD�

特性要因図�

SWOT分析�

連関表�

ニューラルネットワーク �

問題構造ツリー�

図４　システム思考・システム工学で用いる手法マップ�

MECE �

実システムの構造を
なるべくそのままネッ
トワーク表現�

漏れなく重な
りなく階層型
に表現・分類�

２つの因子
の関係性を
明確化�

SDMで学ぶ
手法の例�



デザイン思考の世界的潮流�

慶應SDM �
慶應KMD�
東大i.school �

IDEO �
d.school �
(Stanford) �

D-LAB �
(MIT) �
�

Univ. of Toronto �
ZIBA�TUDenmark�

Aalto Univ. �Imperial 
College �

TUDeｌｆｔ �



デザイン思考とは？�

•  Observation�
– デザイナーのように自由な心で対象（相手）を参与観察。
エスノグラフィックな質的アプローチを重視。 �
�（⇔科学技術は役割分担型量的アプローチ）�

•  Innovation �
– 集合知（collective intelligence）に基づく協働を重視。
ブレーンストーミングなどチームでの発想。 �

•  Prototyping for Empathy�
– 設計の妥当性確認のため
ではなく、設計チームでの
共感、市民との共感のため
の簡素で単純な大量プロト
タイプを重視。 �



デザイン思考で考える７つのこつ／ティム・ブラウン �
�

「何を？」ではなく「なぜ？」を問う �
問題の枠組みを見直し、制約を定め直し、よりイノベーティブな答えを切り開く機会となる。 �

目を見開く�
優秀なデザイン思考家は観察するが、偉大なデザイン思考家は「普通」を観察する。 �
日常の行動の中にアイデアが埋もれている。 �

視覚化する�
観察やアイデアを視覚的に記録しよう。 �
視覚的に表現することでより直感的になる。 �

他者のアイデアを基にする�
アイデアは変更・結合・進化を遂げると、繁栄することが多い。 �

選択肢を求める�
最初の有望なソリューションで満足せず、発散的思考で、 �
様々な選択肢を模索しよう。たくさんのアイデアから、 �
素晴らしいアイデアが生まれる。 �

ポートフォリオのバランスを取る�
プロジェクトのプロセスを記録しよう。 �

人生をデザインする�
自分の人生もデザインする。目的意識を持ち、 �
プロトタイプ、実験、発見をしよう！�



修士課程必修科目「デザインプロジェクト」�



横浜 関内フューチャーセンター�
mass・massとの連携�



山形県最上町活性化支援�



公開ワークショップ KiDS�
（慶應イノベーティブデザインスクール）�



プロジェクトのマネジメント 

プロジェクトマネジメントの知識は体系化されている 
プロジェクトマネジメント知識体系ガイド 
The	  Guide	  to	  Project	  Management	  Body	  of	  Knowledge 

9つのPM知識エリア 
•  統合マネジメント 
•  スコープマネジメント 
•  タイムマネジメント 
•  コストマネジメント 
•  品質マネジメント 
•  人的資源マネジメント 
•  コミュニケーションマネジメント 
•  リスクマネジメント 
•  調達マネジメント 



慶應SDMの教育（特にデザイン思考教育）で伝えたいことの全体像（前野によるまとめ）	

主観世界	 客観世界	

分解思考（従来型 
要素還元思考）	

Logical thinking 
MECE 
Prototype for test	

人間中心
思考	

視点の位置・時間スケール・空間スケールの移動、様々な拘束条件の超越	

マルチ・ 
メタ思考	

集合知
思考	

可視化
思考	

発散
思考	

Brain storming 
Prototype for empathy 
Pugh concept 
selection	

Causal Loop 
CVCA/WCA 
Scenario graph	

How-Why diagram 
Enabler framework	

Ethnography 
Fieldwork	

自己	 ユーザ	

モノ（製品等）	
コト（サービス等）	

他人	

多様なステークホルダ	
組織	

参加型 
思考	
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要素還元思考	

システム思考	

ポスト・システム思考	

システム思想	

要素に分けて考える	
論理的・分析的世界
理解	
木を見て森を見ず	

システムとして考える	
論理的・分析的世界理解	
木を見て森も見る	

MECE 
ロジックツリー	
ループ図	

ネットワーク図	
マトリクス図	

Vモデル	
分解と統合	
多目的最適化	

解ける問題に	
モデリング	

客観的世界観	

システムを複雑系として考える	
論理的・分析的世界理解の限界を論理的に理解する	
「木を見て森も見ている自分」も見る	

論理の限界の理解	
　複雑系としての理解	
　哲学としての理解	

二項対立の解消	

主観・客観の非分離	
自他非分離	

科学とアートの非分離	
最適化から満足化へ	
合意からアコモデー

ションへ	
 

論理と感性を超えてすべてのシステムのつながりに納得する	
論理的・分析的世界理解の限界を論理的に理解することの限界を理解し超越する	
「木を見て森も見ている自分」も見る自分を体感し受け入れる	

論理を超越する	
解決することを超越
する	

あらゆる境界を超越
する	

システムは自己で
あり同時に自己でな
いことをわかる	

	
感じる	

受け入れる	
満足する	
楽しむ	

動じない	
ありのまま	
なすがまま	

 

図８　要素還元思考、システム思考、ポスト・システム思考、システム思想の関係	



�

どんな人が幸福か？ �



幸福のチェックリスト �
（幸福に寄与することが研究により証明されている事柄）�

•  身体的要因�

•  □身体的に健康？�

•  性格・能力・心の状態�

•  気質は　□外交的？　□楽観的？　□切り替えは得意？�

•  性格は　□自尊心が高い？　□自己統制感が高い？　□自己目的的？　
□優しく親切？　�

•  心の状態は　□調和している？　　□心配事がない？　□人々に感謝し
ている？　□適度な教養がある？ �

•  思想・宗教心　□自分の思想を確立したり宗教を信じたりしている？�

•  社会的な状態 �

•  社会的自己の状態　□収入に満足？　□愛情は十分得ている？　□対
人関係に満足？　□仕事に満足？　□社会的立場に満足？　□社会の
要請に応えている？　□自己実現している？　□将来の目標は明確？�

•  社会の状態　□自国の政治・社会体制は安定？　□社会環境は自由・
安全・良好？�

•  その他　□他人との比較で自分の幸福を判断していない？　□フォーカ
スイリュージョンに陥っていない？�



 

2012年3月 �
蓮沼理佳�
修士論文�
�

どんな人が �
幸福か？ �
�

1500人への�
アンケート�
結果を �
因子分析	



• 第1因子�

「自己実現と成長」�
��

�人生の意義、コンピテンス、熟達、自己実現尺度
に高い重み �

�自尊心、自律性、思想宗教、社会の要請、将来
への希望、個人的成長、親切、勤労意欲、目標
の明確性、人を喜ばせる、満喫、自己受容�

　⇒目的を達成するための自己成長と自身に向か
う特徴のある因子 �



• 第2因子�

「つながりと感謝」 
 
�人を喜ばせる、感謝傾向　に高い負荷　�

�愛情、ユーモア、積極的な他者関係、満喫、将
来への希望、親切�

　⇒感謝傾向と他者に向かう特徴のある因子�



• 第3因子�

「楽観性」�
 
�楽観性、自己受容、心配ごとがない、気持ちの
切り替えが得意 �

　⇒楽観的で精神的に安定している因子�



• 第4因子�

「人の目を気に
しないこと」 �

 
�自己概念の明確傾向、社会的比較志向の
なさ、心配ごとがない�

�⇒自己を確立し他者と比較しない性質�



h"p://www.sdm.keio.ac.jp/en/voices	  

What	  is	  SDM?	  



h"p://www.sdm.keio.ac.jp/en/voices	  

SDMはどんな
テーマにも適用
できる手法を提
供してくれる。 �

SDMの教育は、
学生へのパーソ
ナル・アプローチ
に基づいている。 �

研究テーマのダイ
バーシティーは
様々な知的驚きを
与えてくれる。 �

SDMには「革新
（Change）」を欲
する者が集まっ
ている。 �

SDMは問題解
決のヒントに満
ちたトレジャー・
ハウス。 �

SDMはこれまでの
学問の壁を越えて
新しいアイデアを
創造するところ。 �

理論を学ぶだけで
なく、実際に変化
を起こすための研
究を行うところ。 �

一般に、アイデアを
持っていてもそれを
実現できない人は
多い。SDMはアイデ
アの実現を可能に
するところ！�

SDMは多様なバッ
クグラウンドを持っ
た人々のインタラ
クションにより新し
い価値を創造する
ところ。 �

What	  is	  SDM?	  



Design the future! 
	  

	  
www.sdm.keio.ac.jp	  


