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道場活動特集
d.school comes to Tokyo Tech
2014.7.18 ～ 7.20

山田 圭介 | 人文社会系道場 道場主

7月18日から20日の3日間にわたり、米国スタンフォード大学デザイン
スクール（d.school）の講師3名を招聘し、「デザイン思考」に関する講演
会とワークショップを行いました。
「デザイン思考」は、イノベーションを起こす人材を生み出すことを目的

にして設立されたスタンフォード大学d.school（Institute of Design 
at Stanford）が提唱している新製品や新たなサービスを生み出す為
のベースとなる考え方です。Empathize（相手の嗜好・問題点の理解）/
Define（再定義）/Ideate（新たな解の提案）/Prototype（可視化）/Test

（フィードバック）の５つのstepがあり、直感を含め新たな発想と提案、
そして、ユーザーのニーズを構成する要素の抽出がポイントです。

慶応SDM、東大i.schoolでも取り入れていますが、d.schoolの講師
が直接講演・ワークショップを行うのは珍しいことです。今回は、学内外
向けの講演会「LECTURE」（約２時間）、及び、学生を対象としたワーク
ショップ「DESIGN CHALLENGE」（２日間）を行いました。

1. 講演会「LECTURE」
本学の学生・教員、他大学及び社会人の方も含め約200名の参加

があり、関心の高さを示していました。講師のThomas Both、Scott 
Witthoft、David Jankaによるアイスブレイクから、カジュアルな雰囲気
でスタートしました。

デザイン思考の5つのステップについて、d.schoolでの例を交えながら
説明していきます。質疑応答の時間では活発な意見交換がなされ、予定
の2時間を大幅にオーバーして終了しました。

2. ワークショップ「DESIGN CHALLENGE」
AGL所属学生に加え、学内一般学生、AGLの連携先である一橋大

学、そして慶応SDMの学生含め、希望者から45名の学生を選抜し、まる
まる2日間の濃密なワークショップとなりました。「自由が丘というコミュ
ニティーを感じる仕組みをリ・デザインする」というテーマで、新たな価値
を提供するサービス・仕組み・機器を提案し、デザイン思考を体感してい
きます。

AGL山田道場では、リーダーシップを、「新たに成長する分野を開拓・
設定する機能」と考えており、起業マインド（アントレプレナーシップ）とほ
ぼ同義語と考えています。「新たな発想・提案」及び「社会（ユーザー）ニー
ズの抽出」がその重要な機能であることから、デザイン思考をリーダー
シップ機能の基本概念と捉えています。また、「未来洞察」ワークショッ
プで発想機能を強化し、デザイン思考のアドバンス版とも言える「Lean 
Launchpad」ワークショップで、ニーズを構成する要素の抽出機能を強
化していくメニューを用意しています。
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スタンフォード大学　Innovation Master Series(IMS) 参加　2014.6.17 ～ 6.25
参加者：
山田 圭介 

（人文社会系道場　道場主）
畦地 啓太 

（大学院総合理工学研究科・環境理工学創造専攻 博士後期課程3年）
上地 成就 

（大学院総合理工学研究科・環境理工学創造専攻 博士後期課程2年）
川﨑 博之 

（大学院理工学研究科・物性物理学専攻 博士後期課程1年）
渡邊 真由 

（一橋大学大学院国際企業戦略研究科・経営法務専攻 博士後期課程2年）
王 建宏 

（一橋大学大学院国際企業戦略研究科・経営法務専攻 修士課程2年）

山田 圭介 | 人文社会系道場 道場主

本boot camp（3日間）への参加は、昨年の6月及び12月に引き続き３
回目で、今回も５名のAGL生を選抜しました。IMSは、新規事業開発に携
わっている若手ビジネスマンをメインターゲットにした「デザイン思考」
のトレーニングで、彼らからも多くの刺激も得られます。また、IMSとは別
に、最近結成された本学シリ
コンバレー同窓会の方々と
も知己を得る事ができ、先輩
からの激励も受ける事がで
きました。　

ハーバード研修　2014.9.13 ～ 9.22
参加者：
橘高 康朗 

（人文社会系松木道場 師範代）
渡部 智子 

（ＩＣＳコーディネーター）
上地 成就 

（大学院総合理工学研究科・環境理工学創造専攻 博士後期課程2年）
辻 理絵子 

（大学院理工学研究科・国際開発工学 博士後期課程1年）
中村 駿介 

（大学院総合理工学研究科・環境理工学創造専攻 修士課程2年）
吉木 均 

（大学院総合理工学研究科・メカノマイクロ工学専攻 修士課程2年）
渡邊 真由 

（一橋大学大学院国際企業戦略研究科・経営法務専攻 博士後期課程2年）

橘高 康朗 | 人文社会系松木道場 師範代

ハーバード大学によるプログラム、「Program on Negotiation 
Executive Education 2014」に
参加してきました。本研修では、参
加に先立ち、参加者の中で交渉術
に知見のある学生が中心となって、
3ヶ月以上前から自主的な事前勉
強会を何度も開催しました。

その甲斐あり、プログラム本番で
は参加者全員が、世界各国の参加
者とのロールプレイでのトライ＆エ
ラーを繰り返しながら、交渉術の理
論と実践を学ぶことが出来ました。
英語漬けの厳しい一週間でしたが、
AGLの学生が力を合わせ、多くのも
のを学び取った研修といえます。

上地 成就 | 大学院総合理工学研究科・
 　　　 環境理工学創造専攻 博士後期課程2年

課題やニーズを持っている人々への「共感」がイノベーションや課題の
核に迫るために重要となる要素であると考え、共感のための考え方や技
法についてより深く学ぶために本研修に参加しました。２つの研修を通し
て、共感するための姿勢、観察やインタビューの具体的方法について理
解を深めることができました。例えば、
研究のフィールドワークでは仮説が重
要ですが、人々の潜在的意識を探り共
感するには推測や固定観念をできる限
り取り払ってオープンな質問を続けて
いくとよい、という話が今までの捉え方
と異なっていて印象的でした。

川﨑 博之 | 大学院理工学研究科・物性物理学専攻 博士後期課程1年

今回の研修に参加した目的は、デザイン思考におけるプロセスの経験
を積み、方法論としてではなく、心構えとしてデザイン思考のmindsetを
習得することです。

実際に参加し、複数のメンバーと協働を行うことで、人々のニーズの構
成要素の探査（Why）と、その解決策の考案（How）の課程における発想
法や、グループ内でのアイデアの出し方、そして失敗を恐れず、失敗から
学び取ることに重きを置く考え方など、今後の活動に非常に有用になる
mindsetを得ることができたと考えています。

辻　理絵子 | 大学院理工学研究科・国際開発工学 博士後期課程1年

本研修では、相手の感情が交渉に与える影響や人間関係を損なわず
に交渉を有利に運ぶ戦略を学び、それら理論を世界各国からの参加者
と実践し運営のポイントを見つけることを目的としました。

成果として、価値理解や自律性といった5つのCore Concernが侵害
されるとネガティブな感情が起こり交渉に支障が出ること、人間関係を
保つには、交渉結果のみならず交渉過程
がフェアであると相手に思ってもらうこと
が重要であると学びました。実践では、個
人や文化で交渉の何に重点を置くかが
異なるので、交渉の戦略を柔軟に変える
必要があり、その為には今後、戦略のパ
ターンを多く身に着けるべきだと発見し
ました。

上地 成就 | 大学院総合理工学研究科・
 環境理工学創造専攻 博士後期課程2年

研究およびキャリアを通して再生可能エネルギーの円滑な普及に貢献す
るために、社会的合意を形成するためのスキルが必要となると考え、交渉学
の理論的知識と様々な事例から得られる経験的知識の拡大、およびビジネ
スコンテクストでの交渉の経験を得るために、本研修に参加しました。

日本での事前勉強会、および現地での講義とワークを通して、交渉学の
理論的知識および事例から得られる経験的知識を広げることができまし
た。また、非常に多様なバックグラウンドが集まる国際的な場での交渉を
行うという貴重な経験を得ることができました。

report 02

report 04

9月13日	 日本発
9月14日	 事前準備
9月15日～18日 Harvard	University	Negotiation	and	Leadership	プログラム参加
9月19日 Consensus	Building	Institute	
9月20日 ハーバード大学見学
9月21日 アメリカ発
9月22日 日本着

スケジュール



古井 貞熙 | 科学技術系道場 道場主

今回のインド研修では、在デリー日本大使館、UNIDO、3つの主要大
学、2つのインド系企業、3つの日系企業を訪問し、インドが抱える課題、
日印関係などを中心に討論やグループワークを行った。多言語、多民族、
多宗教、階級社会、貧富の格差、インドを中心とするグローバル化など、
現地に行って体験しな
ければわからない実態
を、沢山学ぶことがで
きた。本研修を可能と
した、二人の引率者の
人脈を含む、現地の多
数の方々の献身的なご
協力に、感謝したい。

インド研修　2014.8.27 ～ 9.7
参加者：
古井 貞熙 

（科学技術系道場 道場主）
広瀬 晴子 

（科学技術系古井道場 特任教授）
畦地 啓太 

（大学院総合理工学研究科・環境理工学創造専攻 博士後期課程3年）
志摩 喬之 

（大学院生命理工学研究科・生命情報専攻 博士後期課程2年）
辻 理絵子 

（大学院理工学研究科・国際開発工学 博士後期課程1年）
髙村 瞭太 

（大学院理工学研究科・機械物理工学専攻 修士課程2年）
王 建宏 

（一橋大学大学院国際企業戦略研究科・経営法務専攻 修士課程2年）
加藤 智裕 

（一橋大学大学院法学研究科・法学・国際関係専攻 修士課程2年）

松木道場　グループワーク最終報告会　2014.8.26
松木 伸男 | 人文社会系道場 道場主

8月26日に、企業に新しいビジネスを提案する
というテーマのグループワーク報告会を開催しま
した。

今回の松木道場の全4グループ6名による最終
発表は、7月に一度、対象企業に対し提案を行っ
たものであり、どれも皆、気持ちのこもった、非常
に上手なプレゼンテーションでした。

4月には、全くの白紙のものであったところから、
自ら提案内容を考え、プロジェクトマネジメントを
行い、ここまで頑張ったことにより、洞察力、論理
構築力、検証力、説得力、および実現力などの、本
グループワークの初期の目的を達成するもので
あったと言えます。

志摩 喬之 | 大学院生命理工学研究科・
 生命情報学専攻　博士後期課程2年

今回のインド研修では、インド国内において発展を遂げている複数の
地域に、11日間をかけて巡りました。訪問した日本大使館、UNIDOの公
的機関では、世界におけるインドの存在感が増していることを強く感じ取
り、またヤクルト、トヨタ等の企業では、各々の企業の経験を背景に、イン
ドビジネスの特徴を学びました。また、IIScやIITHといったインドトップレ
ベルの大学も訪問し、インドの学生と共に、教育や研究、エネルギー、ビ
ジネスといったテーマでワークショップを行いました。先方の学生から、
こちらが予想しなかったような提案や反論等が頻繁に述べられたことが
とても印象に残っています。将来、インドの企業や大学との協力関係が必
要になった際に、本研修での経験や学んだことが間違いなく活かされる
と強く思います。

畦地 啓太 | 大学院総合理工学研究科・
 環境理工学創造専攻　博士後期課程3年

私達は、「世界最大の民主主義国家」といわれるインドの社会および
経済活動について理解を深めるため、11日間インドを訪れました。国際
機関、大使館、グローバル企業への訪問を通して、インド社会が持つ多
様性と複雑さを学ぶと共に、インドが有する優秀かつ巨大な人的パワー
に衝撃を受けました。また、私達は、インドの学生の日本に対する関心

（特に、日本への留学）を高めることを目指して、インドトップレベルの理
工系大学であるIITHでワークショップを実施しました。

私は、初めて国際的なワークショップで企画・ファシリテーションを担
当する貴重な機会を得ました。事後に実施したアンケートでは、参加した
IITHの学生全員が「ワークショップを通して日本への関心が高まった」と
評価しており、その成果に満足しています。
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8月27日	 日本発
8月28日	 日本大使館、UNIDO事務所、TERI	University	訪問
8月29日	 インドヤクルト・ダノン株式会社	訪問
8月30日	 Uttam	Glass	Works工場見学	
8月31日	 移動日
9月 1日	 TCS（Tata	Consultancy	Services）訪問
9月 2日	 Toyota	Kirloskar	Motor	Pvt.	Ltd、Toshiba	Software	India	Pvt.	Ltd.訪問
9月 3日	 IISc（The	Indian	Institute	of	Science）グループワーク
9月4日～5日	 IITH（Indian	Institute	of	Technology,	Hyderabad）グループワーク
9月 6日	 インド発
9月 7日	 日本着

スケジュール



大隅道場　Big Data Mining グループワーク最終発表
2014.7.30
大隅 規由 | 科学技術系道場 道場主

科学技術系 大隅道場では2014年度前期、グループワークプロジェクトとし
て、ビッグデータを用いた解析を実践的に行いました。所属生はビッグデータ
に関するレクチャーを受けた後、二つのチームに分かれ、自ら課題を設定。設定
した課題に対し、ソーシャルメディアを用いたビッグデータを解析することによ
り、モデルを作成。作成したモデルが適切であるかの検証を繰り返し、7月30日

（水）、６週に亘っての解析により得られた成果を最終発表としてプレゼンテー
ションを行いました。

最終発表後は、データ解析や検証に関する鋭い質問や、短期間での解析に
も関わらず、一定の精度を保つモデルを作成したことへの高い評価が寄せられ
ました。

選抜合宿　2014.8.9 ～ 8.11
8月9日（土）～11日（月）にわたり、湘南国際村IPC生産性国際交流センター（神奈

川県三浦郡葉山町）において、本所属者選抜合宿を実施しました。
当日は台風11号の接近により、あいにくの天候となりましたが、志願者27名がグ

ループワークやプレゼンテーションに精力的に取組みました。
昨年にもまして外国人学生の応募が増え、今回は志願者全体の３分の１の割合を

占めるようになりましたが、グループワークでは国籍に関係なく、活発な意見交換が行
われ、プレゼンテーションにおいても英語を交えた熱心な質疑応答が繰り広げられま
した。

教員によるグループワークやプレゼンテーションの観察および個人面接の結果に基
づいて、本教育院の養成する人材像であるグローバルリーダーとしての素養や可能性
が協議・検討され、その結果選抜された合格者達が10月から第4期生としてＡＧＬに
所属することになります。

グローバルリーダー教育院も第4期目を迎えました。
10月からは新たに第4期生15名が所属。第1期生から合わせた総勢49名の所属生が、世界を牽引
するリーダーとなるため、日々切磋琢磨しています。
昨年度から開始した一橋大学との連携もさらに強化され、今後は両大学を結ぶ遠隔講義も本格
化いたします。
今後のAGLの活動にどうぞご注目ください。

AGL NEWS 004　2014年10月31日発行

編集発行
東京工業大学グローバルリーダー教育院
すずかけ台事務室
〒226-8503　横浜市緑区長津田町4259 J3-131
Tel:045(924)5988 / Fax:045(924)5627
Mail: agl.jim@agl.titech.ac.jp
URL: http://www.agl.titech.ac.jp/

第 2 回アドバイザリーボード・外部評価委員会合同会議　2014.7.22
7月22日（火）、東京工業大学大岡山キャンパスのグローバルリーダー教育院会議室にて、第２回アドバイザリーボード・外部評価委員会合同会議を開

催いたしました。アドバイザリーボード・外部評価委員会の皆さまから、今後のAGLの活動の指針となる貴重なご意見をいただきました。
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各チームの設定テーマ
グループ１：「AKB48 総選挙解析－ソーシャルデータを用いての結果予測－」
ブログデータの書き込み数と投票数の統計的関係から、今回の得票順位をか
なりの精度で予測することができました。

グループ２： 「ソーシャルメディアと TV 視聴率の相関」
前週のブログデーグデータの書き込みとNHK大河ドラマの視聴率との関係
に関して相関モデルを作成しました。

その他前期の活動

事務室より
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