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研究所長からのごあいさつ

SDM 研究科が日吉キャンパスに本拠地を移してから 1 年を迎えた 2009 年

10 月は、オランダ王国バルケネンデ首相への慶應義塾大学名誉博士号授与（当

研究科による推薦）、同国プラステルク教育・文化・科学大臣立会いの下での

デルフト工科大学・技術政策マネジメント研究科（TPM: Technology Policy 

and Management）との教育・研究の連携に関する包括的連携協定締結など、

大きなイベントが目白押しだった。オランダは、人口 1600 万人程度の小国な

がら、ロッテルダム港やスキポール空港という「欧州のハブ」を有し、ワークシェ

アリングを成功させるなど、巨大システムのデザインという観点から日本が手本とすることが多

い。TPM との連携をさらに強化して行きたい。

行事予定

SDM 研究科は、在日オランダ大使館の支

援により、オランダ王国デルフト工科大学 

Technology, Policy and Management（TU 

Delft TPM）研究科と人材交流、共同研究な

どにおいて包括的連携協定を結ぶことを決め、

10 月 26 日に来日中のオランダ王国プラステ

ルク教育・文化・科学大臣を迎えて調印式を協

生館 CDF ルームにて行った。なお、KMD 研

究科も、同じくオランダ王国のアイントホー

フェン工科大学 Industrial Design 研究科と包

括的連携協定を同日に締結した。

調印式には清家篤塾長、真壁利明常任理事

も出席し、清家塾長は「慶應義塾は福澤諭吉

が 1858 年に江戸に蘭学塾を開いたことに始

まる。今年は徳川幕府がオランダに朱印状を発

行して貿易関係を結んで 400 年目の記念すべ

き年。長きにわたって友好関係がある。今回の

2 つの包括的連携を弾みにさらに関係を深めた

い」と挨拶した。また、調印式に先立ち、プラ

ステルク大臣は、大学院での研究内容を見学さ

れた。SDM 研究科からは、「ネットワーク没

入仮想環境を用いた地震データの可視化」（小

木哲朗教授），「宇宙技術を活用した屋内 - 屋外

位置情報システム」（神武直彦准教授）、「次世

代メガネなし立体モニタ」（醍醐博明博士課程
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学生）のデモンストレーションを行った。

SDM 研究科と TU Delft TPM 研究科の間で

は、既に修士課程学生 3 名ずつの交換留学を

開始しているが、今回の連携協定を弾みに、共

同研究などでの成果が期待される。

プラステルク大臣を迎える狼 SDM 研究科委員長

位置情報システムを利用するプラステルク大臣

月号

SDM 研究科と TU Delft TPM 研究科の連携協定調印

2009 年12 月14 日～21日

SDM 研究所主催

「システム・アーキテクチャー＆ 
デザイン講座（3 日間集中）」　および

「システム・インテグレーション講座
（3 日間集中）」　

@ 日吉キャンパス協生館
Dr. Rashmi Jain（米国 Stevens Institute 
of Technology 准教授）
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SDM 研究所長　狼　嘉彰　
要予約 有 料

2009 年１２月１２日（土）

研究科説明会 
http://www.sdm.keio.ac.jp/
news/2009/11/06-112132.html

慶應義塾イベントカレンダーもご活用ください。

http://www.keio.ac.jp/ja/
event/200911/200911_index.html
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連携協定締結の調印式に引き続き、SDM

研究科は、TU Delft フォッケマー学長およ

び TU Delft TPM 研究科からの 15 名の教

員を迎え、10 月 26 日から 10 月 28 日の

午前中にかけて、今後 5 年間の連携方針に

ついての議論を行うことを目的とした第 1

回ジョイントワークショップ（Beyond Our 

Imagination: Visualization for Decision 

Making: Modeling, Simulation and 

Serious Gaming for Socio-Technical 

Systems in a Global Context）を開催し

た。SDM 研究科および理工学研究科や関係

機関からの参加者も含め 40 名程度の参加者

によって様々な形での議論がなされた。ワー

 

SDM 研究科からの推薦により、10 月

27 日午前 9 時 40 分から、慶應義塾大学三

田キャンパス北館ホールにおいて、オラン

ダ王国バルケネンデ首相に対する慶應義塾

大学名誉博士の称号授与式が行われた。授

与式ではワグネル・ソサィエティーのコー

クショップは、10 月 26 日早朝のブレック

ファーストミーティングから始まり、調印

式を挟んで、西村教授、ベルブラエック教

授、植田理工学部教授による基調講演が行

われ、その後、両研究科より 1 名ずつがチェ

アパーソンとなり4つのブレークアウトセッ

ション（下表）を行った。その後、参加者

が一堂に会し、議論のまとめを行い、10 月

28 日午前中に再度関係者が会し、今後の連

携の方針について議論とその整理を行った。

なお、本連携協定に関するプロジェクト名

を「コンパス」とした。「コンパス」はオラ

ンダ語の kompas から由来する言葉である。

ラスのなか、バルケネンデ首相が入場、当

麻哲哉准教授の司会のもとに進行し、狼嘉

彰 SDM 研究科委員長から推薦文が朗読さ

れた。引き続いて清家塾長から学位記が授

与され、式辞が述べられた。これに応えて、

バルケネンデ首相による「日本とオランダ：

グローバルな課題に共に取り組む」と題し

たスピーチがあった。この後に SDM 研究

科所属の学生や TU Delft TPM 研究科から

SDM 研究科への交換留学生によるバルケネ

ンデ首相への質問の時間が設けられ、両国

の学生にとっても貴重な機会となった。

TU Delft TPM - Keio SDM First Joint Workshop 2009

オランダ王国バルケネンデ首相に対する名誉博士号授与式3
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ブレックファーストミーティング

フォッケマー TU Delft 学長

ブレークアウトセッション

清家塾長から名誉学位記の授与 バルケネンデ首相による講演 小野江綾 SDM 研究科修士課程学生による質疑
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Break Out A Intelligent Global Infrastructure and Dispersed Service Production Delivery

Break Out B Large Scale Emergency and Disaster Mitigation: Earthquake and Flooding

Break Out C Global Integrated Risk Assessment: Managing Safety and Sustainability in 
Earth System Governance

Break Out D Sustainable Manufacturing and Intelligent Global Transport
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10 月 18 日に、小吹 信三 氏（トヨタ自

動車）、上垣内 健 氏（東京海上日動リスク

コンサルティング）、大橋 敏二郎 氏（日本

貿易振興機構）をお招きし、狼研究科委員

長を加えた 4 名の講演の後、次世代を担う

「スーパー・エンジニア」を育てるために、

大学や企業あるいは社会全体が何をして行

10 月の金曜日の夜、5 週連続で「SDM

特別講義」が、日本経済新聞社の寄附講座『低

炭素社会におけるエネルギーマネジメント』

として一般公開にて開催された。YES（ヨ

コハマ・エコ・スクール）の登録講座にも

認定され、会場には学生はもちろん、日経

新聞を見てこられた方や近くにお住まいの

横浜市民の方など、毎回 200 ～ 250 名ほ

どの参加者で埋め尽くされた。

講義をされた 5 人の先生方は、エネルギー

マネジメントでは指導的立場にいらっしゃ

る専門家の方々で、それぞれの専門分野で

の現状、課題、今後の取り組みなどについて、

多くのデータをもとにお話をされ、会場か

らも多くの質疑応答が活発になされた。
講演中の村上先生

JAXA セミナー SE 中級 (B) の講義

第 2 回目の講師　茅　陽一氏 
（地球環境産業技術研究機構　副理事長）

満員の会場

慶應義塾大学と JAXA（宇宙航空研究

開発機構）との連携に基づき昨年度から実

施している「システムズエンジニアリング

(SE) 教育」として、10 月 20 日～ 22 日に

SE 中級 (B) が、10 月 26 日～ 27 日に SE

初級がそれぞれ行われた。SE 中級 (B) では

Prof. Heinz Stoewer (TU Delft) に よ る、

宇宙開発における Project Management と

日経寄附講座　SDM 特別講義「低炭素社会におけるエネルギーマネジメント」

JAXA セミナー SE 初級および SE 中級 (B) を開催

SDM 研究所シンポジウム 「次世代を担う『スーパー・エンジニア』を育てる」
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本連続講座の企画幹事をされ、第 1 回目

の講師をされた村上周三先生（建築研究所

理事長、SDM 教授）は、「住宅 ･ 建築 ･ 都

市とエネルギーマネジメント」という題目

で、現在の建築や都市のエネルギー消費の

解説、都市の環境性能の「見える化」の重

要性そして、CASBEE という都市評価ツー

ルの必要性の詳しい説明をされた。このよ

うな都市環境の「見える化」技術によって

都市の低炭素化の成功事例を国民が共有す

ることは、低炭素都市政策を推進する上で

極めて波及効果が大きいとの解説があった。

なお、SDM 研究科が入っている日吉キャ

ンパス協生館は、CASBEE 横浜認証制度第

1 号として、最高位Ｓランクで認証されて

いることも講師より紹介された。

ま た、SDM お よ び 共 催 の グ ロ ー バ ル

COE プログラム「環境共生・安全システム

デザインの先導拠点」では、これら講義を

まとめて出版することを検討している。

▲ 　

http://www.sdm.keio.ac.jp/news/2009/09/10-171018.html
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コーディネータ：佐々木正一教授

くべきかについて、パネルディスカッショ

ンを行った。日曜日の開催にもかかわらず、

50 名を超す方々にご参加をいただき、大変

幅広い観点から深いディスカッションをす

ることができた。スーパー・エンジニアを

育てるための方向性が示唆される貴重なシ

ンポジウムとなった。
シンポジウムのパネラー：左から上垣内氏、小吹氏、大橋氏、
狼研究所長、コーディネータ：佐々木教授

Systems Engineering の関係性を中心とす

る講義があった。SE 初級では、先日国際宇

宙ステーションとのドッキングに成功した

HTV 開発に携わってきた白坂成功氏（SDM

研究科准教授、三菱電機所属）が、システ

ム思考、SE プロセス、インテグレーション

と検証などに関して講義された。

▲ 　

http://www.sdm.keio.ac.jp/news/2009/09/11-180843.html
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お知らせ：　研究室紹介はオランダイベント特集のため、お休みします。

9 月 25 日 26 日にスタンフォード大学・

MIT・慶應義塾大学で国際的に行われてい

るアクティブ ･ ラーニング ･ プログラム ･

シーケンス (ALPS) の第 3 回目が行われた。

MIT の de Weck 先生による遠隔講義では、

とらえどころのない対象に対して実験を効

MIT からのリアルタイム遠隔講義 実験計画法によって整理された紙飛行機実験

9 月 24 日に慶應義塾大学三田キャンパス

において 2009 年度秋学期入学者の新入生

入学式が行われた。その後、日吉キャンパ

スにおいて、新入生および交換留学生に対

10 月 3 日に一人 30 分の発表および質疑

応答という博士課程学生の研究発表会が行

われた。研究発表会は、博士課程の在学中

何度か行われるもので、同時期に入学した

2009 年度秋学期の新入生入学式

SDM 博士課程学生研究発表会

日比谷教授　溶接学会「平成 21 年度溶接アーク物理研究賞」受賞

農林中央金庫寄附講座　ALPS #3 が行われる7
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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附属 SDM 研究所
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率的に行う実験計画法の詳しい説明が行わ

れ、紙飛行機の折り方を水準に分類し、紙

飛行機の翼の後退角や重心位置が、その飛

行特性にどのように影響するかを実測する

実験が行われた。さらに、各グループのテー

マ進捗状況が報告された。

日比谷孟俊教授が、社団法人溶接学会溶接法研究委員会より、「雰

囲気酵素分圧依存性を考慮した鉄鋼材料融体の表面張力測定」に関

する研究で、平成 21 年度溶接アーク物理研究賞を受賞した。

溶接は、自動車、原子炉、造船、橋梁、プラントなど、安全・安

心が要求される製品や構造物で多用されている技術である。溶接プー

ル内での熱物質輸送を支配し、溶接性に影響を与えるのが表面張力

である。特に雰囲気酸素分圧依存性は重要であることが研究された。

日比谷教授は、SDM 研究科における最重要科目の一つである「コ

ミュニケーション技法」を担当し、相互理解のための語学力・プレ

ゼンテーション能力のみならず「森を見る」ための歴史や文化の素養も含めて熱意溢れる講

義・演習を行っている。同時に、極めて基礎的な材料科学分野においても意欲的な研究を行い、

「木も見る」ことと独創性の重要性を強調している。この度の受賞は、同教授のフィロソフィ

を実証するものであり、SDM 研究科の誇りでもある。

する SDM ガイダンスが行われた。

SDM で迎え入れた学生は、博士課程に 4

名、修士課程に 15 名の合計 19 名（うち、

留学生 7 名）である。

全学生が一堂に会し、教員の指導の下、研

究の進捗状況や論文執筆の方向性を確認す

る場となっている。

日比谷孟俊教授
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