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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.
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Having celebrated the 90th anniversary of its incorporation
as a city last year, Kawasaki possesses outstanding potential
in numerous areas. This potential can be found in Kawasaki’s
promotion of future-oriented industries, such as biosciences,
health, welfare, the environment, and energy. It is also
evident in the community development measures Kawasaki
is undertaking in collaboration with diverse actors in such
areas as culture, the arts, and sports.
As the mayor, I intend to utilize our city’s potential to
move steadily forward with municipal administration that
makes full use of both wisdom and innovation. I will strive
to create a “Kawasaki model” in various fields with an eye to
our 100th anniversary in 10 years and to disseminate it to the
entire country.
On the other hand, we—not only Kawasaki City but also
Japan as a whole—face a mountain of contemporary issues
involving multi-tiered factors that cannot be resolved through
efforts in a single field alone. Among them are society’s shift
toward population decline, further manifestation of a falling
birthrate and aging population, a shrinking working-age
population, and deterioration of urban infrastructure.
Given that the next generation of leaders will be tasked
with confronting these issues of unparalleled complexity and
difficulty, we will need people who possess the ability to see
things from a panoramic perspective as generalists while
also being specialists or, alternatively, who possess superior
knowledge and capability in specific fields (i.e., specialties)
while remaining generalists.
In this regard, I sense that the Keio Program for Leading
Graduate School is an extremely ambitious undertaking. It
seeks to cultivate strong leaders who possess both thorough
expertise and a broadly comprehensive viewpoint through
innovative education and research that fuse the humanity
and science.
To all research assistants, I ask you to step forward with
self-confidence, valuing each and every encounter you have
in the program.
After you complete, I look forward to seeing you create
new social frameworks as you also devise and realize
sustainable scenarios.

昨年、市制 90 周年を迎えた川崎市は、
生命科学・健康・福祉・環境・エネルギー
など将来性のある産業の振興、また多様
な主体との協働による文化・芸術やスポー
ツのまちづくりなど、優れた数多くのポテ
ンシャルを持っています。
私は、こうした川崎の多様なポテンシャ
ルを活用して、知恵と工夫を凝らしなが
ら市政運営を着実に進め、10 年後の市
制 100 周年に向けて、いろいろな分野で
川崎モデルを作り、全国に発信していき
たいと考えています。
一方で、川崎市のみならず我が国全体
にも共通する課題として、人口減少への
転換、少子高齢化の更なる進展、生産
年齢人口の減少、都市インフラの老朽化
など、一つの分野だけでは解決できない
複層的な要因を持った今日的課題が山積
しています。
こうしたこれまでに例を見ない複 雑・
困難な課題に立ち向かう次世代のリー
ダーには、スペシャリストでありながらゼ
ネラリストとしての俯瞰力、あるいはゼネ
ラリストでありながら特定（専門）分野に
卓越した知識・能力を有する、そうした
人材が求められていると思います。
慶應義塾大学リーディング大学院プロ
グラムでは、文理融合による革新的な教
育と研究を通じた、深い専門性と幅広い
総合性をともに備えた骨太のリーダーの
育成を目指す、大変意欲的な取組である
と感じています。
RA の皆さんにおかれましては、プロ
グラムを通じて得られたいろいろな出会
いを大切にしながら、自分を信じて進ん
で欲しいと思います。
そして、このプログラムを修了した暁
には、新しい社会の仕組みを創り、持続
可能なシナリオを描き、実現されること
を期待しています。

Exercises of Distance Operation Course
Toward Future Technology and Services for an Improvement of Quality of Life
in Super Mature Society
ディスタンスオペレーション演習
～超成熟社会の QoL 向上に資する技術とサービスの未来を考える〜

「ディスタンスオペレーション演習」
（担当：大西公平

Exercises of distance operation (Instructor: Professor Kouhei Ohnishi,
Graduate School of Science and Technology, and other instructors) are

大学院理工学研究科 他）は、当リーディングプログラ

characteristic among the core courses that the Keio Program for Leading

ムが設置する共通科目の中で特徴的なものの一つで

Graduate School (PLGS) has offered. Distance operation is a technology

す。
「ディスタンスオペレーション」とは、遠く離れた

that enables us to operate tools and machines distantly through the network

場所から、通信ネットワークを介して道具や機械を遠

of information and communication technology (ICT). This technology is

隔操作することです。超成熟社会において Quality of

now expected to improve quality of life (QoL) in the super mature society.

Life (QoL) を高めるためのキー・テクノロジーとして期

For instance, the technology can be applied to teleoperational system of

待されています。例えば、僻地にいても都会の専門医

medical practice with which a doctor in an urban area is able to make a

の治療を遠隔操作で受けられる遠隔診療システムへの

treatment for a patient living in countryside. By their experiencing the

応用が考えられます。このようなディスタンスオペレー

state-of-art technology of distance operation and exploring and incarnating

ションに関する最先端技術を体験し、将来必要とされ

potential technologies for system, service and business in the future, the

る技術とはどのようなものか、それをどのようなシステ

purpose of this exercise is, thereby, to foster our research assistants (RAs)

ム、サービス、ビジネスとして具現化するのか、などに

to discover a creative idea from a broad perspective of view and vision

ついて文理の壁を越えて俯瞰的に考え、独創的なアイ

beyond an integrated approach of arts and sciences.

デアを出すきっかけを与えるのがこの演習の目的です。
本科目の一環として、今年度は手術用ロボットの実

In addition to the exercise using a surgical robot, two types of exercises
have been performed this time: (1) the teleoperational device (haptics) that

習に加えて、以下の２つの実習を行いました。一つ目は、

enables us to transmit the tactile force to a remote location. The device was

力触感を遠隔地に伝達する新しい理論体系に基づく

built based on a new theoretical framework; (2) the motion analysis with

遠隔操作技術（ハプティクス）、2 つ目は人間の身体の

the motion capture device and the Software for Interactive Musculoskeletal

動きを分析・評価する技術（モーションキャプチャー、

Modeling (SIMM) that enable us to capture, analyze and evaluate human

筋骨格モデリング・シミュレーション）です。履修生は、

motions. Our RAs have finished two types of exercises and made their

これらの実習結果をレポートとしてまとめ、発表会で

reports and will have their presentations in a report session.

報告することにより新たな気付きを得ます。
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The exercise of haptics:

ハプティクス （力覚伝達装置）の演習：

RAs have experienced how the

RA はどのように力触感が遠隔に伝達されるかハプティク

tactile force was transmitted to a

スを実際に作動させる体験を通じて、ハプティクスに基

remote location using the haptic

づくディスタンスオペレーションを超成熟社会に実装した

device.

場合の効果や、産業、本人の貢献などについて考察した。

The exercise of the motion analysis (1):

モーション解析（1）：

RAs, Tamegai, Takakura, Niitsu and Kobayashi, have compared motions

RA の為我井さん、高倉さん、新津さん、小林さん

made by a well-trained care practitioner and an untrained care practitioner

は、新人、ベテラン介護実施者がどのように患者を車

when they transferred a patient from a wheelchair to a bed. This type of

椅子からベッドへ移動させるか、両者の動作の比較を

motions was captured using the motion capture device where a practitioner

試みた。モーションキャプチャー用スーツを着用した

wore the special suite with marks on the suite and a series of cameras

実施者は自分の動作をビデオカメラで収録した。筋骨

captured the motions. The motions captured have been analyzed and

格モデリング・シミュレーションでの解析の結果、新人、

simulated using SIMM. The analyses revealed clear differences in motions

ベテラン介護実施者の動作には明らかに大きな違いが

between the trained and untrained care practitioners, suggesting that this

あり、このような解析は、実施者の効果的トレーニン

type of analysis will help as to establish an effective training method to be

グ方法の確立に役立つことが示唆された。

established for practitioners.
モーションキャプチャーと SIMM の解析結果

Results of analyses using the motion capture and SIMM

ベテラン介護実施者（左）と新人（右）が患者を車椅子からベッドに
移動する動作

The motions that a well-trained practitioner (left) and an untrained practitioner (right) make when transferring a patient
from a wheelchair to a bed.

The exercise of the motion analysis (2):

モーション解析（２）:

RAs, Konishi, Inagaki and Ikeda, have explored a method using the motion

RA の小西さん、稲垣さん、池田さんは、身

analysis by which physically challenged elderies with some type of their body

体の不自由な高齢者の痛みをモーション解析

pain would be able to reduce their pain. One of RAs who had neck pain wore

することにより、痛みを軽減する動作、方法

the special suite with marks on the suite and a series of cameras captured the

を試みた。首に痛みがある RA のひとりが、

motions. They explored how to raise the body from the floor without much neck

モーションキャプチャー用スーツを着用し、

pain. Their analyses indicated that it would be better and wise if the person

起き上がる自分の動作をビデオカメラで収録

raises his/her body using the low body effectively without putting much burden

した。解析の結果、首の痛みの少ない動作

to the upper body.

で起き上がるには、下半身を有効に使い、出
来るだけ上半身に負担をかけないよう起き上
がることが重要であることが示唆された。

← 首の痛みの大きい起き上がり方

Rasing the body with neck pain.

首の痛みの少ない起き上がり方 →

Rasing the body without much neck pain.

3

My
Career
Path
私のキャリアパス

My Hope for the Emergence of Leaders
Possessing a Diversity of Perspectives
多様な視点を涵養したリーダー輩出への期待

Jun SASAKI

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation: Research & Development
General Manager, Head of Division, Control Research Lab., Process Research Laboratories

佐々木 純

新日鐵住金株式会社 技術開発本部 プロセス研究所 制御研究部長

A

fter completing my master’s course in electrical engineering at Keio
University in 1986, I embarked on a career in the steel industry. My first
assignments after joining the company were in R&D for new businesses
development. Then I was assigned to the division for planning the R&D
resource allocation (namely, personnel and capital) before taking my current
position in charge of a control research and department. During this time, I
had opportunities to work in various fields, including business development
for a startup venture in California, assignment to the U.S. subsidiary company
in New York (as the engineer in charge), and the overseas’ standardization of
steel. Through those experiences I gained a Ph.D degree in mechanical
engineering, the field other than my university major. I gained also a good
opportunities at my standardization works, which led to a board member of
ASTM International, which is the world’s largest standardization organization
headquartered in the U.S. as the third one as a Japanese.
Based on my own experience, I emphasized expectation for students of the
Program for Leading Graduate School (PLGS), in my “career path” lecture,
on the importance of cultivating diverse perspectives and of controlling the
rules of tasks with which one is involved. Specifically, I spoke on the
“differences between Japan, a country capable of fully utilizing a population
of over 120 million as well as industry, and smaller countries that are
dependent upon trade and diplomacy with other countries for their survival,”
“differences in the mindsets and behaviors of large companies with a social
position that is based on a tradition and track record of ‘own work’ and of
startup ventures that aim to succeed in frontier sectors with small staffs
possessing experience in the United States,” and “differences in ideas and
behaviors that arise from various language backgrounds, including those of
the non-English-speaking world.” I also referred my own experience in the
overseas de jure standardization to speak on the importance of accurately
grasping “common rules” for the demonstration of leadership in cooperation
and competition (games) with people having different ways of thinking and
behavior and, further, of taking the initiative to participate in the creation of
new rules.
It is my hope that PLGS students will learn the diversity of our world by
fully utilizing its various programs and then step forward on a path toward
the realization of your own vision. I am sincerely rooting for your success.

私

は 1986 年に慶應義塾大学電気工学修士課程
を修了後、鉄鋼業で社会人としてのキャリア

を踏み出しました。入社後は新規事業の研究開発を
皮切りに、研究開発資源（人材 ･ 資金）配分を行う
企画業務も経験し、現在は制御分野の研究部門を
統括する立場にいます。その間、カリフォルニアのベ
ンチャー企業での事業開発、ニューヨーク事務所駐
在（技術担当）、鋼材の国際規格標準化など、様々
な分野で仕事の機会があり、その知見も活かして学
生時代の専攻と異なる機械工学で学位（工学博士）
を取得しました。また規格標準化での実績を評価さ
れ、世界最大の規格標準化機関である米国 ASTM
のボードメンバー（日本人として３人目）に就任する
こととなりました。
キャリアパス講演では自身の経験に基づき、多様
な視点の涵養、自分が参加する仕事のルールをコン
トロールすることの大切さを、リーディングプログラム
に参加する学生の皆さんへの期待を込めてお伝えし
ました。すなわち、｢日本という 1 億以上の人口と産
業をフルセットで抱えている国と、他国との交易・外
交が国の存続基盤となっている小国との違い｣、｢自
身が勤務する伝統 ･ 実績に裏付けられた社会的ポジ
ションを持つ大企業と、米国で経験した従業員数人
でフロンティアを追い求めるスタートアップベンチャー
企業のマインド・行動様式の違い｣、｢非英語圏を含
めた様々な言語を背景とした発想 ･ 行動様式の違い｣
をお話ししました。そして異なる思考 ･ 行動様式をも
つ人たちとの協働や競争（ゲーム）でのリーダシップ
発揮には ｢共通ルール｣ を的確に把握すること、さら
には新たなルール作りにも主体的に参加することが大
切であることを海外でデ・ジュール規格標準化に関わ
ってきた経験を踏まえてお伝えしました。
リーディング大学院で学ばれている皆さんが、多様
なプログラムを最大限に活用して世界の多様性を体
得され、自らが描いたビジョンに向けて道を切り拓い
てゆかれることを願い、私からのエールといたします。

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
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