
2016-K211-1
科　目　 番　号 K211 単　位　数 2
授 業 科 目 名 社会科学方法論　Methodology for the Social Sciences
担　当　 教　員 梅本　勝博

■達成目標
1．社会科学方法論の基本的な概念を使える。

2．自分の研究に合う研究戦略・研究手法を選べる。

3．研究計画書の第 1 稿を書ける。

■概要
社会科学の潮流、文献の検索とレビュー、リサーチクエスチョン、論文タイトル、研究戦略とデータ収集手法、データ分析、理論

的モデルの構築、論文執筆についての議論と並行して、多くの課題を一つひとつこなしながら研究計画書の第 1 稿を書く。データ

収集・分析手法については質的アプローチを主とし、統計分析手法については深く説明しない。

■教科書
使用しない

■参考書
1．フリック, U.『質的研究入門』　春秋社　2002 年

2．佐藤郁哉『フィールドワーク』　新曜社　1992 年

3．林 知己夫（編）『社会調査ハンドブック』　朝倉書店　2002 年

4．伊丹敬之『創造的論文の書き方』　有斐閣　2001 年

■関連科目
なし。

■履修条件
なし。

■講義計画
1．はじめに　社会科学とは何か

2．リサーチクエスチョン

3．文献の検索とレビュー

4．リサーチデザインと研究戦略

5．ケーススタディ

6．アクションリサーチ

7．サーベイ（大規模アンケート調査）

8．その他の研究戦略

9．データの収集と分析

10．妥当性と信頼性

11．モデルと理論

12．学位論文の書き方

13．研究計画の発表

14．研究計画の発表

■準備学習等の具体的な指示
1．参考書の関連部分を講義の前に目を通しておくこと。

2．研究計画を練るために対話の時間を積極的に活用すること。

■評価の観点
社会科学的研究に関する概念と手法の理解、研究計画書原稿の質。

■評価方法
課題レポート、対話、授業での議論、 終課題（研究計画書原稿）の発表。

■評価基準
課題レポート（30％）、対話（10％）、議論への貢献度（10％）、研究計画書原稿の発表（50％）。



2016-K213-1
科　目　 番　号 K213 単　位　数 2
授 業 科 目 名 システム科学方法論　Methodology for Systems Science
担　当　 教　員 中森　義輝

■達成目標
システム科学の方法論といくつかのシステム技法を修得し、受講生各自の研究に応用できるようにする。また、研究を遂行するた

めの知識の収集・総合化法、及び、新たに創造あるいは構成する知識を検証・正当化する方法を体得する。

■概要
システム科学と知識科学の思考法・方法論の中から講義の目的に即した題材を選択して講義し、グループワークやレポート作成に

よって理解を深める。

■教科書
使用しない（講義ノートを配付）

■参考書
中森義輝著「システム工学」、コロナ社、2002 年（ISBN：978-4-339-03367-0）
中森義輝著「知識構成システム論」、丸善、2010 年（ISBN：978-4-621-08222-5）
Y. Nakamori, “Knowledge and Systems Science - Enabling Systemic Knowledge Synthesis”, CRC Press, 2013 (ISBN: 978-1-4665-9300-8)

■関連科目
K411 知識経営論

■履修条件
なし

■講義計画
1．イントロダクション（システム思考と知識総合化）

2．グループワーク 1（知識総合化）（代表者による発表と報告）

3．システム概念（創発特性と階層構造、環境適応性）

4．グループワーク 2（企業システム）（代表者による発表と報告）

5．西洋のシステム方法論（ハードスクールとソフトスクール）

6．ディスカッション（ソフトシステム方法論）（代表者による発表）（レポート 1）
7．感性評価手法（主観的知識の総合化）

8．グループワーク 3（感性評価の定量化・総合化）（代表者による発表と報告）

9．システム評価手法（評価の非加法性）

10．グループワーク 4（非加法的知識総合化）（代表者による発表と報告）

11．東洋のシステム方法論（物理・事理・人理）

12．グループワーク 5（地域活性化）（代表者による発表と報告）

13．知識創造モデル（組織的・個人的）

14．ディスカッション（知識創造モデル）（代表者による発表）（レポート 2）

■準備学習等の具体的な指示
グループワークによって問題解決手法や知識創造手法の理解を深める。

■評価の観点
システム方法論と知識総合化理論の理解度と応用力

■評価方法
レポートの内容、グループワークでの貢献度

■評価基準
レポート（40％）、グループワーク（授業への参加度）（60％）



2016-K411-1
科　目　 番　号 K411 単　位　数 2
授 業 科 目 名 知識経営論　Theory of Knowledge Management
担　当　 教　員 遠山　亮子

■達成目標
組織経営における知識創造の枠組みと手法について理解し、実践への応用ができるようになる。

■概要
知識創造理論の全体像について説明し、組織におけるナレッジ・マネジメント・プロセスを明らかにする。

■教科書
野中郁次郎・竹内弘高『知識創造企業』、東洋経済新報社、1996 年

■参考書
野中郁次郎・遠山亮子・平田透『流れを経営する』東洋経済新報社、2010 年

■関連科目
なし

■履修条件
なし

■講義計画
1．知識とは何か：その特質と実態

2．知識の伝達と継承：知識の移転と理解

3．SECI プロセス

4．SECI プロセス

5．知識創造動態モデル：知識ビジョン

6．知識創造動態モデル：場

7．知識創造動態モデル：対話と実践、知識資産

8．ケーススタディ

9．ケーススタディ

10．知識創造の方法論

11．ケーススタディ

12．ケーススタディ

13．知識創造のリーダーシップ

14．知識ベース企業と知識社会に関するまとめ

■準備学習等の具体的な指示
事前に経営学の入門書を１冊読んでおくこと。

■評価の観点
知識創造理論に関する理解度および応用力のレベルによる。

■評価方法
講義での発表・議論への貢献度、期末レポートによる。

■評価基準
講義での発表・議論への貢献度（20％）、期末レポート（80％）



2016-K413-1
科　目　 番　号 K413 単　位　数 2
授 業 科 目 名 比較知識制度論　Comparative Study of Knowledge Institutions
担　当　 教　員 永田　晃也

■達成目標
ナショナル･イノベーション・システムの理論を学習し、その知識を用いてイノベーション・プロセスに関する制度上の問題の発見

および解決策の検討ができるようになる。

■概要
企業・大学・研究機関等の組織レベル、産業レベルおよび国レベルでイノベーションに関する諸制度の国際比較を試みる。

■教科書
必読論文を配付する。

■参考書
1．R. Nelson (ed.) National Innovation Systems, Oxford University Press, 1993
2．後藤晃『イノベーションと日本経済』岩波新書、2000 年

3．スザンヌ・スコッチマー(青木玲子監訳)『知財創出：イノベーションとインセンティブ』日本評論社、2008 年

■関連科目
なし

■履修条件
なし

■講義計画
1．序論

2．ナショナル・イノベーション・システムの概念

3．イノベーション・システムの国際比較(1)：日本のイノベーション・システム

4．イノベーション・システムの国際比較(2)：アメリカのイノベーション・システム

5．イノベーション・システムの国際比較(3)：イノベーション・システムの日米比較

6．イノベーション・システムの国際比較(4)：欧州のイノベーション・システム

7．競争力の国際比較

8．東アジアの経済成長

9．地域イノベーション・システム

10．イノベーション関連政策(1)：特許制度(1)
11．イノベーション関連政策(2)：特許制度(2)
12．イノベーション関連政策(3)：競争政策と共同研究開発

13．イノベーション関連政策(4)：競争政策と技術ライセンス

14．ディスカッション

■準備学習等の具体的な指示
事前に配付する論文を読んでおくこと。

■評価の観点
ナショナル・イノベーション・システムに関する基礎理論の理解度および比較分析の応用力による。

■評価方法
ディスカッションへの貢献度、課題レポートによる。なお、４回以上の欠席は不可とする。

■評価基準
ディスカッションへの貢献度（30%）、課題レポート(70%)



2016-K432-1
科　目　 番　号 K432 単　位　数 2
授 業 科 目 名 研究・イノベーション政策論　Policy Studies for Research and Innovation
担　当　 教　員 平澤　冷

■達成目標
1.研究・イノベーション政策について主要国の現状と我が国の状況を認識し、我が国の課題群の中から本質的な課題を抽出できる。

2.政策のイノベーションに資する有効なアプローチとスキルについて、知識論に根差した「形成的」枠組みにしたがって吟味し、

そのための妥当な手法を修得すると共に、代替的な新たな政策を構想できるようになる。

■概要
科学技術や研究開発というディシプリン・オリエンティドな知識を、政策という価値支配的なコンテクストの中で展開する際に遭

遇する様々な知的不整合の克服を意図し、そのために有効なアプローチについて知識論の立場から整理する。

・科学技術が中心的に関与する、研究開発政策とイノベーション政策の現状について、主要国と対比させつつ我が国の状況を紹介

する。

・政策形成の実務に焦点を合わせ、分析的な思考にとどまることなく、形成的な目的に資することをめざす。分析のための知識、

知ることを目的としたアプローチだけではなく、形成的ないし構築的知識、作り上げることや運用することを目的とした知的アプ

ローチを対象とする。

・新知識の形成だけでなく、むしろ既存知識の適切な運用を中心課題とする。

・経営と政策、企業経営と公共経営のように、企業レベルでの知見と対比させつつ国レベルでの取り組みを紹介する。

・戦略・計画、管理・支援、評価・見直しのような、マネジメント・サイクルの各ステージの中心的課題を公共経営の事例として

取り上げる。

■教科書
使用しない

■参考書
1．戸田山和久、「知識の哲学」、産業図書、2002
2．吉川弘之監修、新工学知シリーズ、東京大学出版会、1997
3．照屋華子、岡田恵子、「ロジカル・シンキング」、東洋経済、2001
4．大前研一、「戦略論」、ダイヤモンド社、2007
5．後　正武、「論理思考と発想の技術」、プレジデント社、1998
6. 日本学術会議、「新しい学術の体系－社会のための学術と文理の融合－」、2003
7. 小宮山宏、「知識の構造化」、オープンナレッジ、2004
8. 松谷明彦、「2020 年の日本人」、日本経済新聞社、2007
9. ジョー・ティッド他、「イノベーションの経営学」、NTT 出版、2004

■関連科目
なし

■履修条件
なし

■講義計画
１．２．我が国の総合政策＋政策論

３．４．海外の総合政策事例＋状況分析と戦略形成

５．６．７．８．政策体系とプログラム事例＋ R&I マネジメント

９．１０．プログラム設計＋形成的アプローチと組織・社会ダイナミックス

１１．１２．知の創造（基礎研究と大学の実態）＋評価論

１３．１４．文献批判と課題発表

■準備学習等の具体的な指示
研究・イノベーション学会（旧「研究・技術計画学会）のホームページ

http://www.jsrpim.jp/
から、CiNii に収録された学会誌「研究技術計画」および JAIST 電子図書室所蔵の同「年次学術大会要旨集」を通覧し、この分野

の研究状況がどのようなものであるかについて、予備知識を修得しておくことが望ましい。また、内閣府科学技術イノベーション

会議ホームページから、 近の同会議等の議事要旨の通覧も勧める。

■評価の観点
各自の課題発表の内容と質疑等を通じた授業への寄与の度合いによる

■評価方法
課題発表と授業への寄与

■評価基準
課題発表の内容（50％）と授業への寄与度（50％）



2016-K470-1
科　目　 番　号 K470 単　位　数 2
授 業 科 目 名 知識創造論　Introduction to Knowledge Creation
担　当　 教　員 國藤　進、有馬　淳、山浦　晴男

■達成目標
知識創造の方法論の学修により課題提起力、現状把握力、本質追究力、プロポーザル作成力、プレゼンテーション力、ディベート

力を身につける。

■概要
知識創造の方法論を創造科学という観点から学ぶ。創造的問題解決における人間の思考プロセスは発散的思考、収束的思考、アイ

デア結晶化、アイデア評価・検証にあることに着目し、それらを促進する各種創造技法を学ぶ。それら創造技法を駆使し、各自が

関心あるテーマに関する問題提起、現状把握、本質追究を経て、テーマに関する報告書作成を標準課題とする。報告書作成に当た

って、創造的問題解決プロセスの事例、各プロセスを支援する発想支援ツールな知識創造支援システムの研究開発の現状を学ぶ。

これらの学習を活かし、課題発表を行い、プレゼンテーションやディベート、レポート作成の訓練をする。

■教科書
國藤進編著: 知的グループウェアによるナレッジマネジメント、日科技連、2001
必要に応じ、資料を配付する。

■参考書
1．杉山公造他編著: ナレッジサイエンス、紀伊国屋書店、2002
2．高橋 誠編著: 新編創造力事典、日科技連、2002
3．野村恭彦監修: コミュニティ・オブ・プラクティス、翔泳社、2002
4．P.ガーフィールド著: 夢学(ユメオロジー)、白揚社、1993

■関連科目
なし

■履修条件
なし

■講義計画
1．知識創造方法論と課題提起

　標準課題「発散技法と収束技法の両者を用い、関心ある課題の解決に至るプロポーザルを作成・発表する」

2．創造技法の基本と実践を学ぶ -発散技法と収束技法-
3．問題解決学ＫＪ法をマスターする（山浦）

4．同実習（山浦）

5．グループで共創するブレインライティング

6．新商品開発のためのイノベーションデザイン思考

7．フィールドイノベーション（ゲストスピーカー：富士通㈱有馬　淳）

8．W 型問題解決学による地域活性化

9．世界の創造性教育

10-13．課題討論会（１）～（４）

14． 終討論会

■準備学習等の具体的な指示
配付された資料を予習し、与えられた課題を事前に自分の頭で考えておくこと。

■評価の観点
知識創造方法論の理解度および応用力による評価

■評価方法
課題レポート提出、講義での貢献度

■評価基準
課題レポート（50％）、講義での貢献度（50％）




