イノベーション研究科
技術経営専攻

MOT入門コース
東京理科大学専門職大学院イノベーション研究科
経 営 技 術 専 攻では、
「 M O T（ M a n a g e m e n t of
T e c h n o l o g y ）入 門コース」を開 催 いたします 。

本研究科が誇る講師陣が、毎回魅力的なテーマを
取り扱 い 、分 かりや す いレクチャーと深 いディス
カッションの 場を提 供します。
募集人員
受 講 料

20名
150,000円

カリキュラム
教科書に従ったトピック
（7コマ）
と特別トピック
（5コマ）
の二種類のトピックで
構成しております。教科書は
『技術を武器にする経営』
（日本経済新聞出版社）
を一貫して使用します。同著は、本コース講師である伊丹敬之と宮永博史が
執筆したMOT入門者用の教科書です。この教科書の大半の章を、本コース
では取り扱います。一方、特別トピックでは、最近の技術経営において注目を
浴びているトピックを採りあげます。

講義スケジュール

第4回 11月11日
（金）

第１回 10月7日
（金）
14：00〜15：30
（教科書１、
２章）

『技術経営を考えるための組織理論』
（特別トピック）

講師：伊丹 敬之

講師：佐々木 圭吾

東京理科大学イノベーション研究科
技術経営専攻

14：00〜15：30

16：00〜17：30

『イノベーションを経営する』

東京理科大学イノベーション研究科

教授

技術経営専攻

教授（主任）

（特別トピック）

講師：宮永 博史

講師：橘川 武郎

東京理科大学イノベーション研究科
技術経営専攻

東京理科大学イノベーション研究科

教授

技術経営専攻

教授

14：00〜15：30

講師：田中 芳夫

東京理科大学イノベーション研究科
技術経営専攻

教授

技術経営専攻

東京理科大学イノベーション研究科

教授

技術経営専攻

准教授

16：00〜17：30

『研究開発で技術を育てる』
（教科書3章）

講師：宮永 博史

東京理科大学イノベーション研究科
技術経営専攻

教授

『新事業への初動を工夫する』
（教科書11、12章）

講師：別所 信夫

東京理科大学イノベーション研究科
技術経営専攻

14：00〜15：30

16：00〜17：30

（特別トピック）

講師：西野 和美

東京理科大学イノベーション研究科

教授

第6回 12月9日
（金）

第3回 10月28日
（金）
『IoT時代のMOT』

（教科書10章）

講師：坂本 正典

14：00〜15：30

16：00〜17：30

『コンセプト創造からすべては始まる』 『イノベーションの歴史』
（教科書8、9章）

（特別トピック）

『技術を利益に変えるビジネスモデル』

第5回 11月25日
（金）

第2回 10月14日
（金）
14：00〜15：30

16：00〜17：30

『技術と価値のダイナミクス』

『日々の仕事で技術が育つ』
（教科書4章）

講師：岸本 太一

東京理科大学イノベーション研究科
技術経営専攻

講師

16：00〜17：30

『知的財産とMOT』

『技術者から技術経営者へ』

（特別トピック）

（教科書14、15、16章、エピローグ）

講師：鈴木 公明

東京理科大学イノベーション研究科
知的財産戦略専攻

教授

お申し込みは http://most.tus.ac.jp/mot/

講師：橘川 武郎

東京理科大学イノベーション研究科
技術経営専攻

教授

イノベーション研究科 技術経営専攻
技術経営専攻

講師
紹介

MOT

いたみ

MOT

ひろゆき

さか もと まさ のり

伊丹 敬之 教授

坂本 正典 教授

『イノベーションを経営する』

『技術と価値のダイナミクス』

昭和44年一橋大学大学院商学研究科修士課
程修了。昭和47年カーネギーメロン大学経
営大学院博士課程修了・PhD。一橋大学商学
部教授を経て、平成6年から2年間一橋大学
商学部長。この間スタンフォード大学客員准
教授等を務める。平成20年より現職。IT 戦略
本部など政府関係委員を多数歴任。平成17
年11月紫綬褒章を受章。平成21年宮中講書
始の儀 進講者。著書に『人本主義企業』
『経
営戦略の論理』
『 よき経営者の姿』
『 イノベー
ションを興す』
『 本田宗一郎』など、多数。

かずみ

MIP

す ずき

西野 和美 准教授

きみあき

鈴木 公明 教授

『技術を利益に変えるビジネスモデル』

『知的財産とMOT』

一橋大学商学部卒業。富士写真フイルム株
式会社勤務を経て、一橋大学大学院商学研
究科修士課程に進学。平成13年一橋大学大
学院商学研究科博士後期課程単位修得退
学。博士（商学）。平成13年一橋大学大学院
商学研究科助手。平成14年より東京理科大
学経営学部経営学科講師。平成16年より講
師として就任、平成18年より現職。著書に
『ケースブック 経営戦略の論理』
（共編著、
日
本経済新聞社）
など。

平成2年東京大学卒業。キヤノン（株）知的財産法務本部
を経て、特許庁入庁、制度改正審議室、特許・実用新案審
査、意匠審査、意匠制度企画室等を歴任。平成17年東京
理科大学大学院MIP助教授、平成19年准教授、現在に
至る。弁理士。弁理士試験委員。知的財産管理技能検定
委員。著書に『デザイン戦略の教科書』
（ 秀和システム）
『企業再生と知的財産』
（共著／経済産業調査会）、
『 知財
戦略の基本と仕組み』
（ 編著／秀和システム）、
『 知財評
価の基本と仕組み』
（秀和システム）、
『 IT知財と法務』
（共
著/日刊工業新聞社）、
『 知的財産の価値評価』
（ IMS出
版）、
『 工業所有権法の解説』
（部分執筆/発明協会）、
『工
業所有権法逐条解説』
（部分執筆/発明協会）など。

MOT

よしお

べっしょ

田中 芳夫 教授

のぶお

昭和53年京都大学大学院工学研究科博士
課程修了。同年、日本合成ゴム株式会社（現
JSR株式会社）入社、研究開発グループ精密
電子研究所長、取締役（研究開発、事業開発
担当）を経て、常勤監査役に就任、現在に至
る。平成14年から3年間北陸先端大学大学
院客員助教授、平成18年から2年間高分子
学会常任理事、平成21年から２年間日本工
学会監事。平成24年4月より現職。

MOT

きっ か わ

ひろし

宮永 博史 教授

『新事業への初動を工夫する』

昭和４８年東京理科大学工学部電気工学科卒業。 同年、住友重機械工
業（株）にてシステムエンジニアとしてオンラインシステムの開発、機械
制御のコンピュータ化を経て、昭和５５年日本IBM研究開発部門入社、
通信製品・CIM Solution・PC開発・DOS/Vの立ち上げ後、平成１０年
IBM Corporation研究開発ＨＱ勤務。平成１３年日本IBM研究開発部
門にて企画・事業推進理事。平成１７年マイクロソフト入社CTO・
CSO/CPOを経て、平成１９年1月、青山学院大学大学院客員ビジネス
法務専攻客員教授（現任）、同年7月 国立研究開発法人 産業技術総合
研究所 参与（現任）。平成２０年より現職。平成26年ものこと双発学
会・協議会創設。平成27年4月東京理科大学 総合研究院 ものこと
双発研究部門長(現任)。その間、業界団体、官公庁委員会、ＯＥＣＤなど
にて委員として参加および学会理事。日本工学アカデミー会員。

MOT

みやなが

別所 信夫 教授

『IoT時代のMOT』

コー ディネ ー タ・実 施 責 任 者 ︵ Ｍ Ｏ Ｔ 専 攻 ︶

にしの

知的財産戦略専攻

技術経営専攻

MOT

昭和49年東京大学大学院物理工学科卒業、昭和
54年同博士課程修了、工学博士。同年東芝入社。
総合研究所主任研究員、ディスプレイデバイス技術
研究所及び液晶開発センター開発部長、米国MIT
客員研究員（物理）、日本液晶学会理事、東京大学工
学部非常勤講師等を歴任。平成14年Covion
GmbH入社、有機EL材料Business Manager。
平成16年より現職。著書に『 液晶便覧 』
（ 共著、
丸善）、
『 Alignment Technologies and
Applications of Liquid Crystal Devices』
（共
著、Taylor & Francis）、他。日本MOT学会理事。

MOT

たなか

MOT入門コース

M a n a g e m e n t o f Te c h n o l o g y

『コンセプト創造からすべては始まる』
『研究開発で技術を育てる』
東京大学工学部/MIT大学院修了。NTT 電気通信研究所、
AT&Tベル研究所、ルーセントテクノロジー社マーケティング・
ディレクターを経て、コンサルティング業界に転じる。SRIイン
ターナショナルを経て、平成12年デロイト・トーマツ・コンサル
ティング（現アビームコンサルティング）統括パートナーに就
任。平成14年同社取締役。平成16年より現職。主な著書に
『技術を武器にする経営』
（共著、日本経済新聞出版社）、
『 世界
一わかりやすいマーケティングの教科書』
（中経出版）、
『 理系
の企画力』
（ 祥伝社新書）、
『 成功者の絶対法則セレンディピ
ティ』
（祥伝社）、
『 顧客創造実践講座』
（ファーストプレス）など。

MOT

たけお

さ

橘川 武郎 教授

さ

き

けいご

佐々木 圭吾

『イノベーションの歴史』
『技術者から技術経営者へ』

教授

（主任）

MOT

きしもと

たいち

岸本 太一 講師

『技術経営を考えるための組織理論』 『日々の仕事で技術が育つ』

東京大学大学院経済学研究科単位取得退学。経済
学博士。青山学院大学経営学部助教授、東京大学
社会科学研究所教授、一橋大学大学院商学研究科
教授を経て、平成27年より東京理科大学大学院イ
ノベーション研究科教授（現職）。経営史学会会長。
専門は日本経営史、エネルギー産業論。著書に、
『日
本電力業発展のダイナミズム』
（ 名古屋大学出版
会）、
『 松永安左エ門』
（ミネルヴァ書房）、
『 出光佐
三』
（ミネルヴァ書房）、
『 電力改革』
（ 講談社）など。
総合資源エネルギー調査会委員などをつとめる。

昭和61年九州大学経済学部経済工学科卒
業、松下電器産業株式会社入社。平成4年一
橋大学大学院商学研究科修士課程修了。平
成8年同大学院同研究科博士課程単位取得
満期退学、横浜市立大学商学部経営学科専
任講師。平成9年同大学助教授。平成18年
に、本学ＭＯＴ専攻に助教授として就任、平成
24年より現職。著書に
『経営理念とイノベー
ション』など。

平成14年一橋大学商学部卒業。平成17年一
橋大学大学院商学研究科修士課程研究者養成
コース修了。平成20年一橋大学大学院商学研
究科博士後期課程修了。博士（商学）。同年一橋
大学大学院商学研究科特任講師。平成21年東
京大学ものづくり経営研究センター特任助教。
平成23年より敬愛大学経済学部准教授、東京
大学ものづくり経営研究センター特任研究員。
平成26年より現職。著書に『中小企業の空洞化
適応』
（ 共編著、同友館）、
『 日本型ビジネスモデ
ルの中国展開』
（複数章執筆担当、有斐閣）など。

お申込み方法
本専攻ホームページに掲載しております「MO T入門コースのご案内」よりお申込みください。

http://most.tus.ac.jp/mot/
お申し込みいただいた方には、申込締め切り後、
MOT専攻事務室より、
受講の可否・詳細なご案内・受講料のお支払方法などご連絡いたします。
なお、定員に到達次第、申込期日前にお申込み受付を締め切ることがございますので、あらかじめご了承ください。
申込 期日

平成28年9月16日
（金）

開 催 会 場

〒162-0825

神楽坂校舎

PORTA神楽坂（5階）
イノベーション研究科
MOT INS

東京都新宿区神楽坂2-6
PORTA神楽坂5階
東京理科大学イノベーション研究科 技術経営専攻
問い合わせ先

東京理科大学イノベーション研究科 技術経営専攻
講師

岸本 太一

E-mail：taichikishimoto@rs.tus.ac.jp
主

催

東京理科大学イノベーション研究科 技術経営専攻

東京理科大学教務部経営学部事務課 専門職大学院室 ＭＯＴ専攻係
TEL：03-5228-7691
［平日10：00〜19：00］ ※８月10日
（水）
〜８月21日
（日）
は閉室します。

JR飯田橋駅

JR総武線、地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線
飯田橋駅より 徒歩1〜3分

お申し込みは http://most.tus.ac.jp/mot/

