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研究所長からのごあいさつ

MIT とスタンフォード大学との連携によるアクティブ学習プログラム

（ALPS）の最終発表会が 11 月 19、20 日の両日に開催され、2009 年度の

ALPSが無事修了しました。両大学の教員の皆様に深く感謝申し上げます。また、

本プログラムは、文部科学省 GCOE プログラムに支援されたこと、JAXA か

らも参加いただいたこと、多くの組織・企業から見学いただいたことに謝意を

表します。別の話題ですが、11 月 23 日付け日本経済新聞 19 面に、拙稿「慶

大システム研究大学院」が掲載され、SDM の理念や現状を紹介する機会を得

ました。多くの方から感想や励ましをいただきました。ご意見をお寄せいただいた皆様ならびに

日本経済新聞社の関係各位に厚く御礼申し上げます。

行事予定

11 月 11 日（水）に、SDM の講義「経済・経営・

会計概論」の学外活動として、工作機械メーカー・

西島株式会社（愛知県豊橋市）を、学生 22 名と清

家塾長を含む教員 5 名が訪問した。西島株式会社

は、「一生現役」をモットーに、ベテランの技術者

が意欲的に働ける環境を作っている定年制のない

モデル的企業である。学生一同、教室を離れて現

場に触れることで、より多くのことを学んだ一日

となった。

この訪問は、新聞 3 紙（日刊工業新聞、東日新聞、

東愛知新聞）より記事として採り上げられた。
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新聞記事全文は SDM ホームページに転載しました。
 

▲
http://www.sdm.keio.ac.jp/news/pdf/nikkei_091123.pdf

研究科説明会
2009 年12月12日（土）13:00 ～

＠日吉キャンパス
http://www.sdm.keio.ac.jp/
news/2009/11/06-112132.html

2009 年12月22日（火）19:00 ～ 21：00

＠三田キャンパス

http://www.sdm.keio.ac.jp/
news/2009/11/30-124557.html

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）

http://www.sdm.keio.ac.jp/

news/2009/11/20-154207.html

2010 年 3月1日～5日

SDM 研究所主催

「要求工学講座（5 日間集中）」
@ 日吉キャンパス協生館
Mr. Robert Halligan　（豪州 Project 
Performance International, Managing 
Director）

http://www.sdm.keio.ac.jp/

news/2009/11/27-145207.html

慶應義塾大学イベントカレンダーもご利用ください。

http://www.keio.ac.jp/ja/

event/200912/200912_index.html

ALPS 優勝チームと関係教員

工場見学をする一行

定年制のない西島株式会社を訪れて（前列着座左より当麻 SDM 准教授、西島社長、清家塾長、吉田 SDM 講師）

 
▲

http://www.sdm.keio.ac.jp/news/2009/11/25-103219.html
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1 日目

　戦略的システムズエンジニアリング

　（講師：狼 嘉彰）

　自動車開発をベースとした開発プロセスの理論

　（講師：中野　冠）

　問題解決・創造的意思決定、根本原因分析（信楽高原鉄道）

　（講師：高野研一）

2 日目

　自動車開発におけるシステムズエンジニアリングとハイブリッド自動車プリウス

　（講師：佐々木正一・西村秀和）

　システムインテグレーションの複雑性とその対策

　（講師：西村秀和・佐々木正一）

　パネルディスカッション（講師全員）

　～サプライチェーンにおける Make or Buy（自動車・電力・宇宙航空業界の知見をもとに）～　

本年度秋学期より、英語による「プロジェ

クトマネジメント」の授業をスタートした。

主に留学生を対象として設定されたものだ

が、昨今、プロジェクトがグローバル化し

てきている現状にあって、英語で学んでお

くことが実務上有利と考える積極的な日本

人学生も参加している。

この授業はプロジェクトマネジメント協

会（PMI）の公認となっており、PMI 日本

ジェクト演習も実施している。実際のプロ

ジェクトを行わせることで、実践的なスキ

ルを身につけさせようとするものである。

受講生にとっては、この授業を PMP 資格（プ

ロジェクトマネジメントプロフェッショナ

ル）取得のための事前 PM 研修として位置

付けできるばかりでなく、PMP 資格保有者

にとっては更新に必要な PDU 単位として申

請可能な価値ある授業となっている。

JAXA セミナー SE 中級 (A) 開催

英語による「プロジェクトマネジメント」を開講

2

3
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英語でのプロジェクトマネジメント講義を行う
Robert Higgins 氏

SDM 教員によるパネルディスカッション

熱心に講義に耳を傾ける学生たち 紙でつくるタワー建築プロジェクトの演習風景

JAXA 向けのセミナー SE 中級 (A) が 11

月 17 日（火）、18 日（水）に日吉キャン

パス協生館 2 階多目的教室 1 にて開催され

た。今回は SDM 研究科教員によるシステム

ズエンジニアリングに関する講義で、右記

のようなプログラムであった。

研究科教員からの専門性のある講義に対

して、参加者の方々から数多くの質問があ

り、熱気あふれるセミナーとなった。特に

2 日目の最後に行われた「パネルディスカッ

ション」では、講師全員が参加しそれまで

の講義を総括する形で、参加者の方々との

議論が活発に行われた。今後は、一般の方々

にもご参加いただける形で、このようなセ

ミナーを開催したいと考えていますので、

ご期待ください。

支部のアレンジによって外部講師が派遣さ

れている。PMI が自ら指導にあたって英語

の授業をしているのは、日本全国でもこの

慶應 SDM の授業だけである。PMI として

も初の試みとして、当研究科の当麻准教授

とともに、これまで約半年間かけてじっく

り計画を練って実現した。

授業は講義形式のほかに、ミニプロジェ

クトとして、紙を使ったタワー建築のプロ

http://www.sdm.keio.ac.jp/
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農林中央金庫寄附講座　ALPS　最終発表会4

6 月 19 日 か ら の 5 か 月 間、SDM 学 生

12 チームは、Sustainable Community と

いうテーマから個別のテーマを選び出し、

考えをまとめる ALPS 手法（Mind Map，

CVCA，To By Using，Pugh Selection，

NPV など）を駆使し、現場に飛び出してイ

ンタビューを行い、英語での大量な課題を

こなしてきた。

11 月 20 日、21 日の最終発表会では、

そのプロジェクト成果を 1 チーム 30 分で

英語を用いて発表した。CVCA などの図表

もきれいに整理され、5 分にわたるビデオ

CM を作り、素晴らしい成果であった。特に、

都市部の廃止された学校設備を使った最新

の水耕栽培施設と農業教育と外食産業を結

び付けたチームは、実際に水耕栽培を行っ

た。これは、5か月間にテーマを変更したチー

ムがあった中で、申し分ないプロジェクト

遂行であった。このチームが本年度 ALPS

の優勝チームとなり ISHII AWARD を受け

取った。この賞は、ALPS 創設者の一人であ

るスタンフォード大学の故　石井浩介教授

にちなんだ賞である。その他に、少子化問

題や食糧問題、健康問題、人や家族のコミュ

ニケーション、サッカーコミュニティ、日

本酒普及、技術職人のコミュニティ維持に

チャレンジしたチームがあった。

最終発表会の最後に、成績評価はしない

発表形態「エレベータ　ピッチ」を行った。

エレベータ　ピッチという名称は、エレベー

発表後の質疑応答（質問は Beiter 先生（スタンフォード大学））

学生によるプレゼンテーション

学生に質問する春山先生

発表を楽しむ学生たち

水耕栽培で収穫した野菜を試食する de Weck 先生（MIT)

タの中で伝えることができるくらい短い会

社説明（ピッチ）という意味に由来している。

今回の SDM では、プロジェクトチームの一

人が、その会社の社長に、エレベータでばっ

たり出会ったときに、自分たちのプロジェ

クトが何であるか、そして、その推進の方

法を 2 分で説明するルールで行った。今回

の社長役は、藤原洋氏（株式会社インター

ネット総合研究所所長）であった。学生は、

この 2 分のためにも十分な練習を行い、エ

レベータ形の大道具の中で 5 か月間の考察

を魅力ある形で社長に説明していた。成績

評価はしないことは学生に伝わっていたた

め、発表の中に、ほんの少しのお笑い要素

があり、ALPS 最終発表会の会場にただよっ

ていた 5 か月間の緊張が一気に解きほぐれ、

良い雰囲気の中、ALPS2009 最終発表会を

終えることができた。

ALPS 最終発表会後の懇親会

優勝チームに授与されたトロフィーと賞状
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いペースで発展し、市場規模は急速に拡大

している。例えば、日本政府が地

球温暖化対策を目的とする“エコ

ポイント”の原資を負担するほど

であり、原資を本格的に負担する

のは世界初である。これ以前から、

ポイントから電子マネーへ交換、

および電子マネー利用によるポ

イント付与が行われ、相互一体化

によって、“循環型経済システム”

を形成して発展している。これらを活用し

たビジネスを幅広く総合的・体系的にとり

SDM 研究所研究員・安岡寛道君の研究紹介

始める前の戦略的デザイン

ブリティッシュコロンビア大学（カナダ）との研究を開始

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

〒 223-8526　神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1　慶應義塾大学　協生館
Tel：045-564-2518　　Fax：045-562-3502 　　E-mail：sdm@info.keio.ac.jp
＊ Fax や E-mail での連絡の際には、お手数ですが Subject の先頭に「SDM 研究所」とお書きください。

研究室紹介

ストラテジック ･ デザイン研究室
狼嘉彰教授　浦郷正隆准教授

狼・浦郷研究グループは、‘小さなメル

ティング・ポット’である。専門分野の垣

根、文化の違い、世代間のギャップを超え

て、活気に満ちた協生社会をデザインする。

人体の筋骨格系マルチボディ解析、複雑シ

ステム機能分割の独立評価手法の研究、ラ

ンデブドッキング用航法システムの最適化

に関する研究、海上を利用した水平離発着

宇宙往還機デザイン、不定形剛体の画像処

理による形状計測、人体動作の連動性の関

する解析的・実験的研究、女性活用が実効

性を持つための法政策デザインなど多様な

テーマを各人が取り組んでいる。バンクー 慶應義塾大学理工学部による実験機

バーのブリティッシュコロンビア大学の研

究室を訪れ、意見交換も行った。

宇宙往還機デザインについて、すこし紹

介する。宇宙旅行を観光ビジネスとして実

現するために、観光ビジネスの提供内容

を考察している。宇宙とみなされる高度

100Km への到達、10 分間程度の無重力体

験、1 週間 2 フライト、乗客に対する特別

な訓練無しの飛行、海上水平発進を想定し

ている。また、宇宙往還機は主要部品を切

り離すことなく再飛行できることを想定し

ている。

9 月 12 日および 13 日には、泊まり込み
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狼 嘉彰 教授

研究科委員長、元・宇宙開発事業団技術研究本部研究総監／専門分野：大規模

宇宙システムのデザインとマネジメント、戦略的システムエンジニアリング

安岡君は、SDM 研究科の博士の第 1 号で

ある。その研究は、企業通貨（ポ

イント・電子マネー）を用いたビジ

ネスに関するマネジメントと評価方

法に関するものである。同君の博

士論文は、企業通貨の現在と発

展の状況をシステムエンジニアリン

グの 手 法（OPM、CACV、ISM、

Pugh Selection）等を用いて体

系化し、新たなアライアンスのビジ

ネスを設計する指針を与えるものである。

企業通貨の国内市場は、他国に例を見な

 
▲

http://mainichi.jp/enta/book/economist/news/20091127org00m020031000c.html

2005 年に締結されたブリティッシュコ

ロンビア大学（カナダ・バンクーバー市）

との包括協定の下で、機械工学科クロフト

教授が主唱する「人間協調型先端ロボット・

インテリジェントシステム・ラボ（CARIS）」

と具体的な協力書簡を取り交わし、訪問研

究員の相互派遣を開始した。具体的には、

12 月中旬から、博士・修士課程各 1 名の

学生が CARIS 研究室に滞在し、生体計測と

キネシオロジに実験と解析作業に参加する。

将来は、不定形物体ハンドリングロボット

もテーマに含める予定である。

まとめ、評価した同君の論文は、今後の産

業界にも寄与するものであろう。情報発信

の代表例：週刊エコノミスト・2009 年 12

月 8 日特大号

 

の研究室合宿を行い、SDM ならではの社会

人学生、新卒学生、春学期入学および秋学

期入学という仲間が一堂に集った。

浦郷 正隆 准教授

元・東京工業大学　助教
専門分野：「大規模・複雑システムのモデリング・シミュレーション」
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http://mainichi.jp/enta/book/economist/news/20091127org00m020031000c.html

