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特別プロジェクトGPE

参加企業
募集中

プログラムの目的

文理融合体制で取り組むオープンイノベーション

Purpose

Open Innovation based on the Integrated Framework of Humanities and Science

政府主導のSociety 5.0、
あるいはビッグデータ、AIによる産業や社会システムの変革が叫ばれ

社会課題の発見と解決を文理融合学生チームが考える

ています。それらを実社会に実装するためには、法律をはじめ、哲学・倫理観、価値観、複雑な環境
連鎖等の多くの非技術的な要素が今まで以上に大きな役割を果たすと考えられます。さらに、
人口減少と高齢化が並走する我が国では、
社会システムを最適に転換する必要があります。
この
ような課題を解決するためには、大学の学術、若い学生の独創性、
産業界の要素技術と合理性に

文理融合学生チームが
産官と社会問題を検討

文 学

基づき広い視野をもって課題に取り組む高度博士人財の養成が不可欠です。そのため、慶應義
塾は、
本格的な文理融合教育と社会課題解決力を育む仕組みとして、オールラウンド型博士課程

小さな
トライアル

企画書を
作成・提示

産業界

フィールドワーク

経済学

共同研究先で
評価・検討

教育リーディングプログラムを2011年に立ち上げました。このプログラムでは、13研究科の中か
ら選抜した学生（リサーチアシスタント：RA）に文系と理系の２つの修士課程の修了を課すこと

法

学

により本格的な文理融合教育を実践しています。また 産業界・行政体との密な連携による革新
的な教育環境を構築し、総合力をもつリーダー人財を育成しています。さらに、2018年度から
は、
文理融合の人的体制を最大限に活かす試みとして、オープンイノベーションの受け皿となる
大学版シンクタンク機能の導入に挑戦しています。

ご挨拶

商

学

医

学

プログラムコーディネーター
理工学研究科 教授

Greeting

神成 文彦

実社会に出てon the Jobで揉まれながら、
あるいは海外の仕事で打ちのめされながらじっくり
と国際性とリーダーとしての資質を養うのでは、エネルギッシュな20〜30代において自らの
キャリアパスを国際社会の中で切り拓いていくには遅すぎます。我々は、
高度な学術基盤を備え

理工学
政策・
メディア
健康
マネジメント

文理融合学生による多様なアイデア

社会学

A

シンクタンク

チーム

高齢社会のための
交通システム etc.
・提言書
（設計書）
・事業プランを作成

B

企 業

C

川崎市等行政

チーム

観光立国推進
プロジェクト etc.

省庁等行政体

る博士修了者のグローバルリーダーとしての素養を、課程在籍中にいかに高められるか、慶應義
塾大学の全研究科の総力を挙げた新しい教育プログラムで挑戦しています。新たな変革が求め

薬学

られる今こそ、未来社会創造をプロデュースできる文理融合分野に長けたリーダー人財の育成
が喫緊の課題です。そのため、
文部科学省の7年間の経済的支援の下で、慶應義塾は独自の高度

経営管理

博士人財育成システムを構築・運営してきました。引き続き、文系・理系の枠を越えて分野横断的
領域で活躍する人財育成の意義を広く社会に発信すべきとの考えから、2018年度からは独自の
予算でこの高度博士人財育成プログラムを継続し、機能を強化しています。主専攻の学術基盤
を専門性の柱に持つ一方で文理に跨る２つの修士号を取得した文系、理系の学生数十名と、
さま
ざまな業種の産業界からの10名以上のメンターと教員が集い、社会課題を要素化し、その解決
に向けて様々な観点から議論を重ねています。本プログラムから、これまでに25名
（1〜3期生）
が社会に飛び立ち多様な職場で活躍を始めています。

1

システムデザイン・
マネジメント
メディア
デザイン
大学院
13研究科

チーム

・シンクタンクと連携
・企業と連携
・地域行政体
（川崎市）
と連携

認知症
プロジェクト etc.

国際機関

POC
Proof of concept

計画および実証実験

２

社会課題解決型共同研究／
受託研究の推進

グループプロジェクト演習（GPE）
Group Project Exercise

Promotion of Joint Research for Resolution of Social Issues

本プログラムが最も重視する活動は、
グループプロジェクト演習（GPE）
という独自の科目です。この科
目では、日本を代表する企業や行政体等のキャリア経験豊かな方々が指導者（メンター）として毎週土

産業界や団体等との本格的な連携を通して、様々な領域の社会課題の解決策を提案するために、

曜日に来塾し、産業界や社会の生の課題をリサーチアシスタント
（RA）
と共に掘り下げます。少人数に

共同研究／受託研究を積極的に進めます。文理融合に裏打ちされた知識や技術をもつRAが、専門性

グループ分けされたRAは、
メンターの指導の下で社会の生の課題を知り、課題発見・解決力とその企画

を活かしつつ、若手ならではの独自の観点から解決策を生み出し、社会に還元します。

力を磨きます。その成果は、行政機関への政策提言や企業への戦略提言に繋げます。
また、2019年度より、従来の個人型に加えて、2つのプロジェクト型のGPEを展開しています。

事例紹介

１ 個人型

SWCプロジェクト

メンター1名が主催するゼミに 複数のRAが所属します。
各RAは個別の社会課題テーマを設定し、深掘りします。

本プログラムは、一般社団法人スマートウェルネスコミュニティ協議会（SWC
協議会）のインセンティブ制度・ビジネス分科会へ参画しています。本分科会で

2 一般プロジェクト型

は、
様々な業種の企業・自治体・大学が、
健康増進維持、
自治体の医療費負担増の抑

メンターが提案する社会課題テーマに複数のRAと複数のメンターが参加します。

制を図るプロジェクトを行っています。

3 特別プロジェクト型

2019年度は、本分科会からの受託研究として、9名のRAが2チームにわかれ

外部企業や団体等から提示された社会課題に対する解決策を提案する共同／受託研究です。
1つのプロジェクトの検討期間は、
概ね3か月を想定しています。

「健康無関心層の疾病予防や健康増進に繋がる新たな仕組み作り」
「認知症早期
発見・介護予防に繋がる仕組み作り」に取り組んでいます。
基礎調査やフィールド
ワークを通じて提案した内容を、
概念実証として、
実際のフィールドで試行する

協議会参加企業6社との
真剣なブレーンストーミング

予定です。

石川 繁樹

日本アイ・ビー・エム株式会社 研究開発

アカデミック・アドボケート担当

様々な専門性を持つ学生たちが、超成熟社会での課題を取り上げ、その詳細と解決策を探る

認知症プロジェクト

プロセスを、討議を通じて深堀りするという演習を行っています。課題を探索する過程では、
その課題が偏ったポイントであったり、俯瞰した見方が欠けていたり、別の視点で捉えると、

2016年度から2年間、自治体、大学、NPO法人との連携により、認知症を患って

まったく別の課題が見えてくる、
という発見と驚きを経験し、
その潜在能力を高めていきます。

も地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを目指して、RAが

これまでに多くの学生がGPEを通じて、
大きなビジョンを提言できるように育ってきました。

リサーチに基づき問題点を抽出し、解決策の社会実装を試みました。認知症の

本年は、
一般プロジェクトにて、
半期の中で、
与えられたテーマをいかに実現できるか、
という

方が社会の中で生活するために、医療的視点ではなく心理・社会的視点から

チャレンジも始めました。

小杉 俊哉

合同会社THS経営組織研究所

何ができるか、RAはそれぞれの問題意識から取り組みました。
これまでに、
「 認知症高齢者と若者が一緒に楽しめるディスコダンス会の開

代表社員
オランダのケア農場・ブーラ農園訪問

GPEでは、社会や産業界が抱えるさまざまな課題に対して、各RAはテーマを持ち、提言や

の仕組みやサービスを提案しました。その結果、多くのメディアに取り上げ

提案を行うべく研究活動をしています。私自身も複数企業から有償で受託した研究プロ
ジェクトに関わり、他のメンターとともにRAに助言･指導を行っています。これらは、企業

られ、企業にも注目されました。

が実際に抱えている喫緊の課題であり、単なる研究ではなく必ず価値提供を求められます。
その経験は、RAが企業や公的機関に就職したあとに、どれほど有効であるか計り知れないと

母子保健における遠隔医療実現プロジェクト（遠野リビングラボ活動の一環）

思っています。

富士ゼロックス株式会社 スマートワークイノベーション事業本部 サイバーセキュリティ事業部 技術＆ビジネス主幹

社会課題の取組みに文理融合視点を導入する事は、
より的確なソリューションを創出するだけで
なく、初期課題探索フェーズでも益々重要になって参ります。

「遠野リビングラボ活動」では、
13研究科から集まる複数の文理融合人材が多様な視点で相互

に協力しながら、個々の活動で産学官民共創のもとソリューションの社会実装を進めています。

本活動を通じ実効性ある政策を提言するとともに、社会課題解決活動をリードできる人材を
育成して参ります。

３

mentor VOICE

田中 徹

催」
「D-mark Project〜経済的なサイクル創出型の認知症ケアシステム〜」等

2019年2月、本プログラムのRAが提言した「オンライン技術を活用した母子保
健メンタルケア」
に関する政策が、
岩手県遠野市の目に留まり、
実現に向けた活動
が始まりました。さらに、産官学民が連携して事業を運営する一般社団法人遠
野みらい創りカレッジとの連携を通じて、
本システムを継続的に運営するための
基盤作りを進めています。
本提言では、精神科オンライン診療により、効果的かつ効率的に母子の健康を
支える社会をビジョンとし、全国的な展開を目指しています。

岩手県遠野市でのGPE活動の様子

４

人財育成システム

System for Cultivating Highly Skilled PhDs

修了生の声

本プログラム最大の特色は、①主専攻修士・博士課程、②副専攻修士課程、③GPE演習からなる三位一
体設計に基づく文理融合・産学官連携教育です。この5年一貫教育を通じて、総合的俯瞰力、独創的企画
力、世界人の視野を備えた新しい高度博士人財を育成します。

三位一体設計による
人間力形成

高い専門性と骨太の

[1、2、4、5年次]

全RAに共通のプラットフォーム

7研究科

おいて、
本プログラムで得た異分野学生と交流、
議論した経験と5年間を通して身に

つけた俯瞰力が非常に役立っていると感じます。
お客様との議論や資料作成などの

毎週土曜日の
メンターゼミ

日々の業務では常に客観的に物事をとらえることを意識しつつ取り組んでいます。

修士号取得

丸紅株式会社

携わっています。現在の電力市場では、単に電気を売るだけではなく、分散電源を
どのように最適に制御・活用するのか、
また如何に周辺産業を巻き込むかが問われて

Career Path

63％

(平成28〜30年度修了)

※

全国62プログラム 修了者

21％

40％

(平成25〜29年度修了)

21％
・
・
・民間企業

40％
41％

・
・
・大学

17％
14％

13％

・
・
・官公庁・公的研究機関

5％

25％

・
・
・医師など、
その他

日本製鉄株式会社 技術開発本部

高倉

隆介

Ryusuke Konishi

おり、まさに本プログラムで得た専門性・俯瞰力を活かしつつ日々の業務に取り組
んでいます。

中外製薬株式会社 メディカルアフェアーズ企画部

私は在学中「服薬管理に関する病院・薬局間のデータ連携」を政策提言として

発表しました。現在、薬効や副作用が含まれるテキストデータを用いたデータ分
析を業務の一環として取り組んでいます。分析の結果が患者さんへの製品価値
の最大化につながるように多くの方々と協調しながら働いております。主専攻

や本プログラムの研究活動で学んだ「作業全体を見通しながら、目前の作業に従

事する」ことは、前述した業務内容を行う上でも必要な普遍的なスキルの1つと

山田

翔士

Shoji Yamada

考えております。

※ 博士課程教育リーディングプログラムは全国33大学62プログラムで実施されています。

キャリアパスを大きく広げた博士学生

小西

優理子

文学研究科で音楽学を専攻したのち、理工学研究科において情報可視化の研究に
取り組み、
2019年4月より企業の研究所に就職しました。
文理にまたがる複数分野
を専攻した経験は、
分野間の価値観の違いや研究としての本質的な共通点について
考察することにつながりました。
またリーディングプログラムを通じて多様な専攻
の学生と議論したことは異分野への適応性を高める非常に貴重な時間であったと
感じています。これらの経験を活かし、今後も多くのことを吸収しながら自分自身
の軸を確立できるよう成長していきたいと考えています。

ソニー株式会社 R&Dセンター

私は2019年3月に理工学研究科を卒業し、
現在はソニー株式会社で研究開発をして

います。
博士課程で得た幅広い情報から必要な事項を見つけ出す能力や、
商学研究科

で学んだ他分野への飛び込み方は初めて経験する企業人としての生活の中でも自分

の軸をもって行動するために役立っていると感じています。
専門技術はしっかりと先

池田

泰成

Yasunari Ikeda

輩の方々から学びつつも、
自身の強みを会社の発展に生かせるよう、
社内の交流イベ
ントの運営やマーケティング学会への参加などアクティブに活動しています。

super doctor VOICE

出典： 全国62プログラム修了者の就職者は平成29年度実施状況調査（文部科学省）
博士課程全体の就職者は平成26年度大学院活動状況調査（文部科学省）
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国内電力プロジェクト部

行ない、修了後は国内電力市場における新規事業開発や地域向けの小売事業等に

本プログラム修了者

(平成26年度修了)

優理

本プログラムでは、
主に電力システムに関する数理最適化や制度設計の研究提言を

[3年次]

本プログラム修了生のキャリアパスの特長は、民間会社のビジネス企画職等の、高い専門性と俯瞰力が
求められる職種へ広がった点です。リーディングプログラムが目指す産業界での活躍の場の拡大を
具現化しています。

博士課程全体

山本

Yuri Yamamoto

[1〜5年次]
産業界・行政体からのメンター

キャリアパス

就職状況の比較

私たちコンサルタントがお客様に価値あるサービスを届けるためには、
お客様が抱

の業務を理解し、
その上でお客様が持つ潜在的なニーズを探り当てるという点に

（グループプロジェクト演習）

（例：商学、経済学）

政策・メディア

過ごしております。

える課題だけではなく、業務全体を把握する必要があります。多岐にわたるお客様

ＧＰＥ演習

副専攻修士

理工学

政策提言

課題発見・解決力と
その企画力を養う

ん外部メディアへの情報発信などの仕事を担当させて頂き、
非常に充実した日々を

日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業

海外・国内の
フィールドワーク

大きく枠を超えた
医学

正樹

Masaki Sakamoto

修士・博士号取得

文学

商学

培った俯瞰力や対話力を活用する機会が大いにあります。1年目から社内はもちろ

坂本

超成熟社会発展の
サイエンス

法学

かすだけでなく、
経営陣や社内の様々な部署と交流する中で、
リーディング大学院で

海外学会・論文発表の経済的支援

主専攻

世界人の視野

経済学

政治を専攻してきた専門性や副専攻の理工学研究科で学んだ数理解析の技術を生

（例：理工学）

独創的企画力

現在の勤務先では、
米国・日本の政治経済の調査・分析業務を主に行っています。
米国

短期留学と海外指導教員による
副査（博士学位審査）

13 研究科

総合的俯瞰力

丸紅株式会社 経済研究所 経済調査チーム
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