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慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラムは複合的に絡み合うテーマ「新しい社会の仕組み作り」、
「新しい産業構造の構築」、
「新
しい社会における QoL のあり方の確立」に解決の糸口を見出し、超成熟社会の発展に貢献できる、次世代の博士人材を育成するために誕
生しました。

The Keio Program for Leading Graduate School will cultivate a new generation of doctoral students capable of elucidating solutions
for deeply interrelated issues facing Japan and the post-modern world: “creating new social mechanisms”, “building a new industrial
structure”, and “establishing the concept of Quality of Life (QoL)” for the development of our super mature society.

Putting Japan’s Economy on Track by Creating New Markets
with Innovation and Converting the Industrial Structure
イノベーションにより新市場を創生し、
産業構造を転換して日本経済を成長軌道にのせよう

Yoshihiko NAGASATO

Ph.D. Counselor, Asahi Research Center Co., Ltd.
Chairman, Sub-Committee on Industry-Academia-Government Cooperation, Committee
on Industrial Technology
旭リサーチセンター相談役
日本経済団体連合会 産業技術委員会 産学官連携推進部会長

永里 善彦

For several years following the collapse of the Berlin Wall, Japan’s
economy ranked number one in the world in terms of competiveness
(IMD World Competitiveness Ranking). However, with the end of
the Cold War, cheap labor markets suddenly appeared in Eastern
Europe, Russia, China, Southeast Asia, South America, and other
regions. The appearance of these markets marked the beginning of
the so-called “lost two decades” in Japan’s economy.
One of the primary factors that promotes economic growth is
workforce transition. During Japan’s post-war period of rapid
economic growth, a major portion of the workforce moved from
primary-sector industries with low productivity (in terms of per
capita added value) to high-productivity secondary-sector industries.
At the same time, the nation’s high population growth rate provided
an abundant and high-quality labor supply.
Conversely, during the “lost two decades,” the workforce moved
from industries with high productivity to those with low productivity.
The wave of globalization and strong yen led to the downsizing of
Japan’s manufacturing industries and the overseas relocation of
factories. Consequently, Japan’s workforce moved from
manufacturing and construction to new sources of employment;
namely, welfare and nursing care businesses. However, with the
exception of finance and insurance, tertiary-sector industries have
low productivity. And financial business was not an area in which
Japan excelled.
Within our “super mature society” that is a consequence of Japan’s
low birthrate and aging population, we cannot expect to have a
growing workforce. Accordingly, the nation must create highly
productive businesses and develop new forms of high value-added
manufacturing in order to break out from its current deflationary
cycle and spur economic growth. Examples here include
manufacturing that is focused on services, manufacturing that
incorporates systems, the fusion of manufacturing with information
and communication technologies, the creation of solution systems
businesses, and the development of so-called “sixth-order industries”
(i.e., those that combine primary-, secondary-, and tertiary-sector
industries) to stimulate local economies. In other words, Japan must
put its economy on track by creating new markets through innovation
and converting its industrial structure. A growing economy will lead

ベルリンの 壁 が崩 壊したころ、 日本
経済は、競 争力 1 位を数年続けていた
（IMD 国際競争力ランキング）。しかし
冷戦時代が終わり、東欧・ロシア・中国・
東 南アジア・南米等の安い労働力市場
が突如登場した。かくして失われた日本
経済の 20 年が始まった。
経済成長を促す要因の一つに、労働
人口の推移がある。戦後の高度成長期
には、生産性（一人当たり付加価値額）
の低い第 1 次産業から生産性の高い第 2
次産業への大量の労働人口移動があり、
また高い人口増加率による質の高い豊富
な労働力の供給があった。
しかし「失われた 20 年」では、生産
性の高い分野から低い分野に労働人口
が移動した。押し寄せるグローバル化の
波と円高のため、製 造業はスリム化し、
海 外に工場を移転した。その結果、日
本の労働人口は、製造業・建設業から、
新たな雇用の受け皿としての福祉・介護
事業へと移動したが、金融保険業を除
いて第 3 次産業は生産性が低い。そして
金融業は日本の得意分野ではなかった。
少 子高齢 化時 代の超成熟 社会では、
労働人口の増大は期待できない。した
がってデフレから脱却し経済成長を促す
ためには生産性の高い事業を創生し、付
加価値の高い新しいモノづくり業を起こ
す必要がある。例えばサービスを見据え
たモノづくり、システムを組み込んだモノ
づくり、モノづくりと ICT の融合、ソリュー
ション・システムビジネスの創出、地域経
済活性化のための 6 次産業の創生等々。
換言すればイノベーションにより新市場を
創生し、産業構造を転換して日本経済を
成長軌道にのせる。経済が成長すれば
税収が増えて財政健全化が図れる。

to greater tax revenue and stronger fiscal health.
The other day, when I gave a lecture on career paths, I had the opportunity to see
and participate in mentors’ seminar, a group project exercise (GPE). I was truly
impressed by the active discussions that took place as participants attempted to find
solutions to specific themes. What struck me was the way these discussions shed light
on possibilities for the emergence of new high added-value manufacturing and solution
systems business.
A person in the business community once said that students are “homestay students
from the future.” I expect that students who have completed the Program for Leading
Graduate School (All-Round), which is a scheme that looks to the future, will soon
apply themselves in industrial, academic, and government sectors and spread their
wings on the international stage.

過日、キャリアパス講演を行った際に、GPE（グルー
ププロジェクト演習）メンターゼミを見学し参加する機
会を得た。具体的なテーマをもとに、ソリューションを
模索する活発なやり取りに心から感銘を受けた。そこ
から付加価値の高い新しいモノづくり、ソリューション・
システムビジネス等が生まれる可能性を見出したからで
ある。
学生は「未来からの留学生」とある財界人が言った
が、この時代を先取りしたオールラウンド型リーデイン
グ大学院プログラムを修了した学生が、近い将来、産・
学・官の分野で切磋琢磨し、世界に羽ばたく人材とし
て活躍することを期待したい。

An Achievement of Double Major Education for the Foundation of
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文理融合基盤としてのダブルメジャー教育の実現
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Our Program for Leading Graduate School (PLGS) has employed an educational
system where RAs build an academic foundation that integrates arts and sciences.
Specifically, they complete two masters’ programs, one as the first major and the
other as the second major. The joint degree program that had existed among specified
faculties of Keio University’s graduate schools was newly reorganized for PLGS. With
the new program, students are required to complete their second major programs in
roughly 12 and 18 months with partial recognition of credits and approval of advance
receipt of credits. At the end of 2014 academic year, all nine first-term students
successfully completed their second master programs within one year. In the 2015
academic year, they returned to their doctoral programs in the faculties of their first
majors and began the work of preparing their doctoral dissertations. I had some
concerns about whether students would be able to handle their academic requirements
in a master’s programs without receiving an undergraduate education and prepare
original master’s theses in one year. However, the first-term students’ success has
undoubtedly made the program stronger. Of course, I wish to express my heartfelt
gratitude to the teaching staff for their hard work in helping make this possible.
Some of the first-term students made research presentations at academic conferences
in Japan and abroad during the short one-year period of their second major master
degree programs and have earned high acclaim as a result. This proves that they are
successfully applying the academic foundation and methodologies of their major
graduate studies to their second majors. Noting that this so-called “double degree”
education is highly valued in industrial and other circles, I intend to ask the Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology to create a mechanism that will
allow even general students to benefit from it without changing schools.
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本リーディングプログラムでは、RA に文理融合
した学問基盤を構築してもらうことを教育システムと
して取り入れており、それが 2 つの修士課程を主専
攻、副専攻として修了することである。本大学院の
特定の研究科間で運用されていたジョイントディグ
リー制度を本プログラム用に新たに整備し、単位の
一部認定と先取りを許可することで 1 ～ 1 年半で副
専攻修士課程を修了することを課している。2014 年
度 末に 1 期生の RA9 名全員が 2 番目の修 士課 程
を 1 年で無事に修了し、2015 年度から主専攻の研
究科博士課程に戻り博士論文をまとめる活動をスタ
ートした。学部教育を受けていない修士課程におい
て、果たして学力的に対処できるのか、ましてオリジ
ナルな修士論文を 1 年でまとめることができるのか
という不安はあったものの、この 1 期生の達成によ
り本プログラムの骨格がより強固なものになった。も
ちろん、指導教員のご高配には深く感謝いたした
い。1 期生の中には、わずか 1 年の副専攻修士課程
内に、国内外学会での研究発表を行い高い評価を
得た者もおり、主専攻大学院における学術的基盤と
方法論を副専門の研究に応用できている。このいわ
ゆるダブルメジャー教育は、産業界等から高く評価
されており、一般学生にも学籍を移動しなくても実
現できるような仕組みづくりを文科省に依頼したい。

主専攻副専攻修士論文リスト
氏名

主専攻研究科

主専攻修士論文タイトル

副専攻研究科

副専攻修士論文タイトル

name

1st. Major Master Program

Title of the 1st. Major Master Thesis

2nd. Major Master Program

Title of the 2nd. Major Master Thesis

商学研究科

オープンソースコミュニティにおける
組織市民行動要因の分析
Linux カーネルコミュニティでの実証

安藤 大佑

Ando, D.

加藤 拓巳

Kato, T.

理工学研究科

Graduate School of
Science and Technology
理工学研究科

Graduate School of
Science and Technology

坂本 正樹

法学研究科

Sakamoto, M.

Graduate School of Law

大容量ファイル共有のための広域分散
ストレージシステム Content Espresso の設計と実装
微小光共振器における高調波モード同期の
発生過程に関する研究

Study on the generation of harmonic mode-locking
in an optical microcavity

Dan, M.

永嶋 弘樹

Nagashima, H.

長尾 建

Nagao, K.

山本 優理

Yamamoto, Y.

兪 浩洋

Yu, K.

吉岐 航

Yoshiki, W.

理工学研究科

Graduate School of
Science and Technology

理工学研究科

Graduate School of
Science and Technology

地震リスクを考慮したリアルオプションによる
公共不動産管理の最適化

Optimization of public real estate management
using real option considering seismic risk

理工学研究科

Graduate School of
Science and Technology
理工学研究科

Graduate School of
Science and Technology

ビューアの無意識行動からコンテンツデザインを
自己評価・再構成する適応的パブリックディスプレイ

Adaptive Public Display with Self-Evaluation and
Modiﬁcation of Content Design Through Utilizing
Viewers’Involuntary Behaviors
マウス消化管内容物の細菌叢
および代謝物の網羅的解析

Development of robotic drilling system
for implant surgery
光 Kerr 効果を用いたシリカトロイド共振器
における光スイッチに関する研究

Study on an optical switch in a silica toroid
microcavity using Kerr effect

私のキャリアパス

政治的近接性に基づく国家間コミュニティ構造の検出
― 国連総会における投票行動データへの
モジュラリティ最大化手法の適用

Community Detection Methods in International
Relation: Applying Modularity-Maximization
Method to UNGA Voting Data
CSR 活動によるソーシャルインパクトの

商学研究科

Graduate School of
Business and Commerce

評価手法に関する研究：
企業の CSR 活動促進を目指して

Study on evaluation of social impact of CSR
activities: Toward promotion of CSR activities
Bayesian spatiotemporal estimation of the
Japanese prefectural business cycle indicators

Graduate School of
Economics

商学研究科

Graduate School of
Business and Commerce

デジタルサイネージの非接触型のインタラクティブ性が
もつ広告コミュニケーション効果

小児のアトピー性皮膚炎におけるプロバイオティクスの
改善・維持効果についてのシステマティックレビュー

医学研究科

Comprehensive analysis of microbiota and
metabolites derived from murine intestinal
contents

My
Career
Path

Toward understanding the effect of probiotics on
children with atopic dermatitis (AD) -Systematic
review-

Graduate School of
Medicine

医学研究科

Implant surgery supporting system using robot
manipulator with stereo vision and potential ﬁeld

Graduate School of
Medicine
商学研究科

Graduate School of
Business and Commerce

日本のブロードバンド市場に対するアンバンドル規制～
ブロードバンド市場内の競争から～

Keep Your Mind Open and Flexible
オープンで柔軟な心を持ちつつ

Fouad BENNIS

Professor
Director for International Relations
Ecole Centrale de Nantes, Nantes, France

フアド・ベニス

A

Study on the detection of carotenoids in human
retina and macular with confocal laser microscopy

経済学研究科

Analysis of human motion for task synthesis

政策 ･メディア研究科

Graduate School of
Media and Governance

Graduate School of
Medicine

and Technology

理工学研究科

Graduate School of
Science and Technology

共焦点レーザ顕微鏡を用いた網膜，
黄斑内のカロテノイドの検出

医学研究科

「ケネディ政権と核兵器をめぐる米中ソ関係、
理工学研究科
1961-63 年 ― 部分的核実験禁止条約交渉を中心に」
Graduate School of Science
PTBT and China’
s Nuclear Program: Kennedy’s

Test-ban Negotiation, 1961-1963

段牧

Graduate School of
Business and Commerce

エコール サントラル ナント校（ECN）教授、国際関係部門長

fter completing my bachelor in mechanics, I received the master degree in
control and computer sciences, and then obtained the engineering degree in
computer and information technology at Ecole Centrale de Nantes (ECN) in
1987. Thanks to two good internship experiences in French companies and the
research work I have completed in the ECN laboratory, I embarked on a research
and education career. I received my Ph.D. in Robotics (kinematic and dynamic
model of robots) and thanks to my “multidisciplinary” background, I joined the
young department of design and manufacturing as an associate professor and
then as a full professor at ECN.
My research cover a wide spectrum of disciplinary related to design and
innovation of product system and process. I advised 21 Ph.D. students in the fields
of computer aided design, manufacturing, virtual reality, ergonomics, layout,

機

械学の学士号を得た後、制御コンピュータ科学
で修士号、さらに 1987 年にエコール サントラ

ル ナント校（ECN）でコンピュータ情報技術の学位を
取得しました。フランス企業で 2 度の有意義なインター
ンシップ体験をし、また ECN の研究室で研究活動に
携わったことから、研究教育関係の仕事に就きました。
ロボット工学（ロボットの運動学及び力学モデル）で博
士号も取得しています。このように「多くの専門分野を
持つ」私の経歴から、ECN で設計製造という新設学
部の准教授となり、その後、正教授となりました。
私は、製品のシステムとプロセスに関わる設計と革
新に関する幅広い学問分野を研究しています。コンピ
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multi-objective and multidisciplinary optimisation. Fifty percent of my Ph.D.
student are working in European companies and the other fifty percent got very
good position in excellent universities in Europe and abroad (Tsinghua in China,
Sao Paulo in Brazil, Cinvestav in Mexico, University of Medellin in Columbia). I
was involved in three important consortium research projects. One of these projects
was related to aeronautics where it involved 45 major Europeans companies and
my contribution focused on the collaborative design and data exchange.
In addition to my education and research activities, since the beginning of my
career, I engaged myself in administrative activities. I was elected as the director
of the department, responsible of licence education program. For more than 14
years, I was also responsible for the Continuous Education and Apprenticeship of
Engineer in the field of mechanic. The students of this program spend half time in
company and half time at ECN. They receive a very good experience and knowledge
of the industrial world and learn the engineering fundamentals. During these 14
years, I have also advised the students in their work at the company and I have
gained a wide knowledge of industrial problems and learned how to “translate”
industrial problem in scientific words.
In 2002, I was nominated as the Director for International Relations of ECN and
it was definitively the beginning of my new life. In addition to my education and
research activities, I promoted the international experience of the French students
and create new opportunities in order to develop ECN attractively. Currently, all
French ECN students have at least one semester international experience and more
than 30% receive a double degree from one of the international partner universities.
On the other hand, 28% of ECN students are internationals coming from more than
65 countries. In 2005, I had the honour and a real pleasure to work with Professor
OBI Shinnosuke in order to create the double degree program with Keio University.
I was the coordinator of three Europeans consortiums Erasmus Mundus Partnership
with India and South east of Asia. Each consortium involves 20 European and
Asian partners universities. The three projects allocated 472 scholarships for
undergraduate, master, Ph.D., post-doc and staff fellows. Thanks to 13-year
international activities, I have gained a large expertise in higher education and
research program and I have learned how to identify the best practices of each
system and how to combine different ones. As members of several international
networks, I am trying to disseminate my experience to the partners and students.
In conclusion, my career path was impacted by three words: multidisciplinary
research, industrial projects, and international experience. I hope that my
experience can contribute to helping students of the Keio Program for Leading
Graduate School (PLGS) to face the challenge of mature society where they will be
main actors.

ュータ支援設計、製造、バーチャルリアリティ、人間
工学、レイアウト、多目的かつ学際的な最適化とい
った分野で 21 名の博士課程の学生を指導しました。
担当した生徒の半数は欧州の企業で働いており、残
る半数は欧州内外（中国の精華大学、ブラジルのサ
ンパウロ大学、メキシコの国立工科学院高等研究所、
コロンビアのメデジン大学）の有名大学でとても素晴
らしい仕事に就いています。私は、3 件の重要な共
同研究プロジェクトに参加したことがあります。うち
一つは航空学に関するもので、欧州の大手企業が 45
社参加しており、私は主に共同設計とデータ交換に関
わりました。
教育や研究活動に加え、仕事を始めた頃から、運
営活動にも関わってきました。学部長に選ばれ、ラ
イセンス教育プログラムを担当しました。14 年以上
に渡り、機械学の分野で生涯教育とエンジニア実習
制度も担当しました。このプログラムの学生は企業と
ECN で半々ずつ過ごします。彼らは非常に充実した
実務経験と知識を積み、エンジニアリングの基礎を身
に付けます。この 14 年、私は学生らに会社での仕事
についても助言を行い、私自身、企業の問題につい
て幅広い知識を得ることができ、企業の問題を科学
的にどう「解釈」すればよいかを学びました。
2002 年には、ECN の国際関係部門長に指名され
ましたが、それはまさに私の新しい人生の始まりでし
た。教育研究活動に加え、私はフランス人学生の国
際経験を奨励し、新しいチャンスを作り、ECN の魅
力をさらに高めようと努めてきました。現在、ECN の
フランス人学生は全員が少なくとも一学期は海外留学
をしており、3 割以上が海外の提携大学の学位も取得
しています。また、ECN の学生の 28％は世界 65 カ
国以上からやってきた海外留学生です。2005 年には、
小尾晋之介教授と協力して慶應義塾大学とのダブルデ
ィグリープログラムを構築するという光栄に浴し、と
てもうれしく思いました。私はインドと東南アジアとの
エラスムス・ムンドゥス・パートナーシップで 3 件の欧
州コンソーシアムのコーディネーターを務めました。い
ずれも欧州、アジアの提携大学 20 校が加わっていま
す。この 3 件のプロジェクトでは、学士、修士、博士、
ポスドク、スタッフフェローを対象に 472 件の奨学金
を支給しました。13 年に渡る国際的な活動を通して、
高等教育や研究プログラムに関する豊富な専門知識を
獲得し、各制度のベストプラクティスの見つけ方や様々
なシステムの組合せ方についても学びました。複数の
国際ネットワークのメンバーとして、パートナーや学生
らに私の経験を伝えたいと頑張っています。
最後に、私の経歴に影響を与えた 3 つの単語があ
ります。それは学際的研究、産業プロジェクト、国
際経験です。PLGS の学生がやがて主役となる成熟

Ecole Centrale de Nantes(ECN), Nantes, France

慶應義塾大学
博士課程教育リーディングプログラム
オールラウンド型
「超成熟社会発展のサイエンス」事務局

社会において難題に立ち向かっていけるよう、私の
経験を役立てることができればと考えています。
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