基準の『ビジネススクール』に

します

Feature

経営学研究科

技術経営専攻（MOT）

〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
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
E-mail mot@admin.tus.ac.jp

世界水準のマネジメントを学ぶ実践の場

http://most.tus.ac.jp/mot/

平成30年度初年度納付金（年額）
入学金

授業料

施設設備費

合計

200,000円

1,170,000円

300,000円

1,670,000円

●
●
●
●

授業料、
施設設備費は2回に分納できます。
2年次以降の授業料、
施設設備費は1年次と同額となります。
上記の他、
その他の納付金として学生傷害共済補償費を徴収します。
学校法人東京理科大学の設置する大学・大学院を卒業・修了し、
技術経営専攻に進学する者は、
入学金を半額とします。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』の実現のため、
新たな専門職学位課程「経営学研究科技術経営専攻」を

科学技術と経営を融合させた実践教育を達成するために、
イノベーション研究科技術経営専攻のAcademic系、
Business系、Consulting系のABCの視点からの専任教員の構成を継承しながら、新たな視点として、
ジョブ・

平成30年4月1日に設置します

ターゲット実現のためのMBAトラックおよびMTIトラックを具体化するため、教育研究領域を6領域に配し、
教育の質保証と学生の質向上を図る教員組織としています。

料
（教科書）
を素材と学生の実践知が相い交わるスタイルで、討論、演習、
グループワーク、
ケーススタディ等

P51教室

で行います。更に、授業内容に厚みを持たせるために、企業等で実際に経営にかかわる経営者や製品開発
等にかかわる技術責任者等を特別講師としてお招きします。

18：40〜20：10

7時限

20：20〜21：50

● 授業の実施形態は
90分または180分となります。

土曜日昼間開講
1時限

8：50〜10：20

4時限

14：30〜16：00

2時限

10：30〜12：00

5時限

16：10〜17：40

3時限

12：50〜14：20

6時限

PORTA神楽坂外観
（隣接マップ3号館側から）

PORTA神楽坂外観
（神楽坂から）

学生ホール

し、修得する。
○ 各トラックより2科目以上を履修し、修得する。
○ 2年次の演習科目
「プロジェクト4」
で、
グラデュエーション
ペーパーを提出する。

17：50〜19：20

【履修方法等】
通学しやすい立地

● 分析力

駅となり、
駅から徒歩5分以内の場所に学び舎があります。

定める指定科目の修得を履修条件とする場合があります。
○ 1年生から2年生に進級する条件は、
コア科目12単位中、

授業科目の履修申告、講義資料配付、大学からのお知らせ、各授業のレポート提出等は、
学内イントラネットにより行われ、社会人学生にとって無駄がありません。

● マーケティング力
（デジタルマーケティングと
ソーシャルメディア）

● 課題設定力

Access

1

神楽坂校舎

9

● 近隣マップ

6

4

MOT
10

神楽坂校舎
①1号館 ②2号館 ③3号館 ④6号館 ⑤7号館
⑥8号館 ⑦9号館 ⑧双葉ビル
（1階入試センター）
⑨近代科学資料館
（二村記念館） ⑩森戸記念館

5

3

2

to be...

to be...

Senior
Technology Executive

Senior
Management Executive

技術責任者、
上級役員
（技術）
11

● ファイナンス力
（経営管理会計）

● 戦略マネージメント力
（組織進化論）

● リーダーシップ
（リーダーシップと倫理）
PORTA神楽坂

● グローバル戦略力
（グローバル化と知識交流）

8

⑪技術経営専攻
（MOT）
〈PORTA神楽坂4・5階〉

Since November 2013, I have been advising Tokyo University of Science on how to design a new Management of Technology (MOT)
Program and business school.
The original MOT program, established in 2003, targeted experienced managers who wanted to take elective classes . The new program
is still flexible. However, we now introduce an “MBA “type of core curriculum with two specialization tracks: (1) Management of
Technology and Innovation, and (2) Corporate Entrepreneurship and Strategy.
During 2015-2017, Tokyo University of Science participated in the Massachusetts Institute of Technology’s Regional Entrepreneurship
Acceleration Program (MIT REAP) and created the Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center at TUS. The Center will provide MOT
students will opportunities to study corporate entrepreneurship and participate in new venture promotion activities.
Japanese firms are already world-class at operations and production management. However, Japanese companies need to master
“creating things” and learn how to link hardware, software, and services with new skills in design thinking, digital marketing, product
management, strategic planning, financial engineering, international economics, intellectual property management, and new business
development. Accordingly, we welcome applicants with technical as well as non-technical backgrounds. If you want to become part of
Japan’s next generation of industry leaders, then please consider the new MOT program at Tokyo University of Science.

経営責任者、
上級役員
（経営）

● 構想力
（デザイン思考とイノベーションマネジメント）

7

● 戦略立案力
（グローバル戦略・組織論）

10単位以上を履修し、修得する必要があります。

講義資料等は学内イントラネットで配信

（アドバンスド経済分析）

● 知財力
（知財マネジメント）

○ 2年次に履修可能な授業科目の履修は、授業科目毎に

授業を実施する神楽坂キャンパスの最寄りの駅は、都心であり、鉄道5路線が交差する飯田橋

起業家精神と
戦略

● イノベーション力
（イノベーションの歴史）

○ 必修科目を全て履修し、修得する。
○ 2年次に配属されたトラックの選択科目6科目以上を履修

MBA

（組織運営とナレッジマネジメント）

○ 修業年限は2年で、40単位以上を修得する。
● 平日は18：40から2時限、
土曜日は8:50から6時限あります。

Core

（研究開発組織のマネジメント）

【修了要件等】

平日夜間開講

MTI

● 技術力

授業は、
平日夜間と土曜日に行い、実施期間は、四半期を軸に行います。
平成30年度授業開講時間帯について（予定）

MOT

技術経営専攻
（MOT）
の概要図

技術経営と
イノベーション

技術経営修士（専門職）の
授与プロセス
（修了要件等）

通学しやすい開講学期・講義時間帯

新MOTプログラム−ようこそ未来のＭＯＴへ

• Vice-President and Dean (2016-2017), Tokyo University of Science
• Special Advisor and Founding Dean, New MOT Program at the Tokyo University of Science School of Business
• Founding Director, Tokyo Entrepreneurship and Innovation Center
• SMR Distinguished Professor of Management, Massachusetts Institute of Technology See our video and web site at
https://www.youtube.com/watch?v=v8Kkp40HNzk and http://www.tus.ac.jp/teic/

験10年程度のマネージャー層を学生構成の中心として想定しているため、
講義は、
担当教員が作成した講義資

多忙な社会人が学びやすい環境

The New MOT Program
– Welcoming Message
マイケル・A・クスマノ 特任副学長 ※2017.5.30まで

各授業科目は、
コア科目、MBAトラック、MTIトラックおよび演習科目に配置されています。学生は、概ね社会経

講義は、討議、演習、
グループワーク等
多様な手法で進行

を継承し、
グローバル

Message

カリキュラムの特徴

専任教員の構成は、ABC視点と
教育研究領域からなる組織

新たなMOTは、

平成30年開設（文部科学省設置届出中）

Information

ジョブ・ターゲット実現のためのカリキュラムと多彩な教員で、
リーダーの資質を磨きます

6時限

M a n a g e m en t of T e c h n olo g y

2013年の11月より東京理科大学の専門職大学院イノベーション研究科のMOTの刷新をどうするかの助言を行ってきました。
現在のMOTは2003年に創設され、会社での経験を積んだ管理職を対象に専門性の高い授業を提供してきました。
新MOTも今まで同様に柔軟性を持ったプログラムですが、新しくMBA型のコア科目の新設と2つのトラック、
「（1）技術経営とイノベーション」、
「（2）起業家精神と戦略」
を設けることになりました。
2015年から2年間にわたって東京理科大学はマサチューセッツ工科大学のRegional Entrepreneurship Acceleration Program（REAP）
に参加し
Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center
（TEIC）
を理科大に創立しました。新MOTの学生は新規事業企画、ベンチャー企業推進などのTEICの活動に参加することができます。
日本の企業はすでに世界で冠たる運営と生産管理を行っています。
しかしながら求められていることは創造であり、
モノとコト
（サービス、
ソフトウエア）、
デザインシンキング、

○ 2年次のトラックの配属は、学生の希望をもとに配属する

デジタルマーケティング、製品計画、戦略・企画、金融工学、国際経済学、知的財産管理、新規事業開発などが必要です。新ＭＯＴはこのようなことの実践のため、

予定ですが、詳細は、入学後に説明いたします。

技術系はもとより、技術系以外の学生も歓迎します。日本の次世代の業界リーダーになりたいと考えている人材にとって、東京理科大学の新しいMOTプログラムは大きな力になります。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』
の実現のため、
イノベーション研究科、
経営学研究科の2つの経営系大学院のリソースを最大限に活用し、
平成30年4月1日から専門職学位課程を有する
イノベーション研究科を経営学研究科に統合します。
そして、
イノベーション研究科に平成16年4月以降に設置された

JR飯田橋駅

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

グローバルな経済情勢の理解とその将来を見通す
洞察力、並びに企業経営の基本となる財務・会計
知識は、
イノベーションを志向する企業経営に不可
欠である。
それらを身に付けるためには、
その基本と
なる経済学の理解が必要である。
イノベーションに
結びつく技術を自ら保有する技術者においても、従
来ややもすると等閑視された財務・会計領域の知
識は強化して行くことが起業や新規事業開発のス
テップにおいて重要となるため、経済学の専門知
識を持ちグローバルに活躍するアナリストや、
自らフ
ァンドマネージャーの実務経験を有する実務家教
員を配し、当該分野の理論と実践の架橋を図る教
育を一層強化する領域。

マーケティングは研究開発と並びイノベーションを
起こすに欠かせない活動である。情報通信技術に
よりマーケティングと販売のコンセプト転換、並びに
それを支える技術変革が進行している。マーケティ
ングのコンサルタントの実務経験を有する実務家
教員と研究者教員を配しマーケティングと販売の
最先端の理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

イノベーションを起こし、
その正当な経済的利益を
確保し保護することはイノベーションを完結させる
重要なステップである。
また知的財産は、
その高度
な戦略的運用がそれ自体イノベーションの源泉に
なりうる資産である。様々な分野の知的財産戦略
を先導した実務経験を有する実務家教員を配し、
知的財産分野の理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

2つの専門職学位課程は終演を迎え、新たな専門職学位課程である
「経営学研究科技術経営専攻」の幕を開き、
理科大から世界の理科大へのひとつの役どころを担います。

● 交通案内

JR総武線、地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線
東京駅から［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え
上野駅から［JR山手線］秋葉原駅乗り換え
新宿駅から［JR中央線］四ツ谷駅乗り換え
目黒駅から［地下鉄南北線］飯田橋駅まで
横浜駅から［JR東海道線］東京駅乗り換え
大宮駅から［JR埼京線］池袋駅乗り換え
川越駅から［東武東上線］ 池袋駅経由
千葉駅から［JR総武線快速］錦糸町駅乗り換え
※乗り換え時間は含みません

飯田橋駅 徒歩1〜3分

̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約10分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
… 約19分
̶［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え［JR総武線］飯田橋駅まで … 約36分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約35分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約40分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約45分

経営学研究科技術経営専攻は、
「科学技術」
と
「経営」の実践的融合を図った教育で身に付けた先端的な技術経営
分野における学識と卓越した能力、
グローバルな思考と高い職業倫理を持って、
多様化する社会ニーズを分析予測し、
イノベーション戦略を策定することにより、
研究開発から市場化へのプロセスにおける一連のイノベーションを実現する
人材を養成します。
その教育プログラムの構築は、
マサチューセッツ工科大学スローンスクールのクスマノ教授を平成
28年3月に本学特任副学長としてお迎えし、同特任副学長の長年にわたる経験と手腕により、
イノベーション研究
科技術経営専攻の科学技術に力点が置かれていたカリキュラムから、起業・イノベーション実現といった時代の流れ
に沿うよう、
より経済・経営に力点を移す形で、
ジョブ・ターゲットをより明確にした教育プログラムが編成され、社会
の要請・期待に応えます。

技術経営専攻（MOT）の教育領域
イノベーション・起業領域
新事業はイノベーションの中核であり、
その実現に
新規起業は必須であることは諸外国の例を待つま
でもなく明らかである。新事業によるイノベーション
と起業を自ら実践ないし指導してきた実務家教員を
配し、新技術をもとに起業しイノベーションを起こす
ステップにおける理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

戦略と組織領域
イノベーションを起こすためには、
その実現に向けた
戦略と、
それを企画し実行する組織を作ることが必
要である。経営者等の実務経験を有する実務家
教員と戦略論、組織論等の理論を専門とする研究
系教員を配し、
イノベーションを起こすための戦略と
それを創発し実行する組織を創るステップにおける
理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

運営とシステム領域
近年イノベーションを起こし推進している欧米企業
においては、
ICTと称される情報通信技術をその核と
して、企業運営のあらゆる部門でシステム化が進展
している。企業運営のシステム化を先導する先端
企業における実務経験とシステム技術を有する実
務家教員を配し、企業運営とそのシステム化を推
進する理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

基準の『ビジネススクール』に

します

Feature

経営学研究科

技術経営専攻（MOT）

〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
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世界水準のマネジメントを学ぶ実践の場
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●
●
●
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施設設備費は2回に分納できます。
2年次以降の授業料、
施設設備費は1年次と同額となります。
上記の他、
その他の納付金として学生傷害共済補償費を徴収します。
学校法人東京理科大学の設置する大学・大学院を卒業・修了し、
技術経営専攻に進学する者は、
入学金を半額とします。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』の実現のため、
新たな専門職学位課程「経営学研究科技術経営専攻」を

科学技術と経営を融合させた実践教育を達成するために、
イノベーション研究科技術経営専攻のAcademic系、
Business系、Consulting系のABCの視点からの専任教員の構成を継承しながら、新たな視点として、
ジョブ・
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ターゲット実現のためのMBAトラックおよびMTIトラックを具体化するため、教育研究領域を6領域に配し、
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料
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を素材と学生の実践知が相い交わるスタイルで、討論、演習、
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ケーススタディ等
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で行います。更に、授業内容に厚みを持たせるために、企業等で実際に経営にかかわる経営者や製品開発
等にかかわる技術責任者等を特別講師としてお招きします。
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し、修得する。
○ 各トラックより2科目以上を履修し、修得する。
○ 2年次の演習科目
「プロジェクト4」
で、
グラデュエーション
ペーパーを提出する。

17：50〜19：20

【履修方法等】
通学しやすい立地

● 分析力

駅となり、
駅から徒歩5分以内の場所に学び舎があります。

定める指定科目の修得を履修条件とする場合があります。
○ 1年生から2年生に進級する条件は、
コア科目12単位中、

授業科目の履修申告、講義資料配付、大学からのお知らせ、各授業のレポート提出等は、
学内イントラネットにより行われ、社会人学生にとって無駄がありません。

● マーケティング力
（デジタルマーケティングと
ソーシャルメディア）

● 課題設定力

Access

1

神楽坂校舎

9

● 近隣マップ

6

4

MOT
10

神楽坂校舎
①1号館 ②2号館 ③3号館 ④6号館 ⑤7号館
⑥8号館 ⑦9号館 ⑧双葉ビル
（1階入試センター）
⑨近代科学資料館
（二村記念館） ⑩森戸記念館

5

3

2

to be...

to be...

Senior
Technology Executive

Senior
Management Executive

技術責任者、
上級役員
（技術）
11

● ファイナンス力
（経営管理会計）

● 戦略マネージメント力
（組織進化論）

● リーダーシップ
（リーダーシップと倫理）
PORTA神楽坂

● グローバル戦略力
（グローバル化と知識交流）

8

⑪技術経営専攻
（MOT）
〈PORTA神楽坂4・5階〉

Since November 2013, I have been advising Tokyo University of Science on how to design a new Management of Technology (MOT)
Program and business school.
The original MOT program, established in 2003, targeted experienced managers who wanted to take elective classes . The new program
is still flexible. However, we now introduce an “MBA “type of core curriculum with two specialization tracks: (1) Management of
Technology and Innovation, and (2) Corporate Entrepreneurship and Strategy.
During 2015-2017, Tokyo University of Science participated in the Massachusetts Institute of Technology’s Regional Entrepreneurship
Acceleration Program (MIT REAP) and created the Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center at TUS. The Center will provide MOT
students will opportunities to study corporate entrepreneurship and participate in new venture promotion activities.
Japanese firms are already world-class at operations and production management. However, Japanese companies need to master
“creating things” and learn how to link hardware, software, and services with new skills in design thinking, digital marketing, product
management, strategic planning, financial engineering, international economics, intellectual property management, and new business
development. Accordingly, we welcome applicants with technical as well as non-technical backgrounds. If you want to become part of
Japan’s next generation of industry leaders, then please consider the new MOT program at Tokyo University of Science.

経営責任者、
上級役員
（経営）

● 構想力
（デザイン思考とイノベーションマネジメント）

7

● 戦略立案力
（グローバル戦略・組織論）

10単位以上を履修し、修得する必要があります。

講義資料等は学内イントラネットで配信

（アドバンスド経済分析）

● 知財力
（知財マネジメント）

○ 2年次に履修可能な授業科目の履修は、授業科目毎に

授業を実施する神楽坂キャンパスの最寄りの駅は、都心であり、鉄道5路線が交差する飯田橋

起業家精神と
戦略

● イノベーション力
（イノベーションの歴史）

○ 必修科目を全て履修し、修得する。
○ 2年次に配属されたトラックの選択科目6科目以上を履修

MBA

（組織運営とナレッジマネジメント）

○ 修業年限は2年で、40単位以上を修得する。
● 平日は18：40から2時限、
土曜日は8:50から6時限あります。

Core

（研究開発組織のマネジメント）

【修了要件等】

平日夜間開講

MTI

● 技術力

授業は、
平日夜間と土曜日に行い、実施期間は、四半期を軸に行います。
平成30年度授業開講時間帯について（予定）

MOT

技術経営専攻
（MOT）
の概要図

技術経営と
イノベーション

技術経営修士（専門職）の
授与プロセス
（修了要件等）

通学しやすい開講学期・講義時間帯

新MOTプログラム−ようこそ未来のＭＯＴへ

• Vice-President and Dean (2016-2017), Tokyo University of Science
• Special Advisor and Founding Dean, New MOT Program at the Tokyo University of Science School of Business
• Founding Director, Tokyo Entrepreneurship and Innovation Center
• SMR Distinguished Professor of Management, Massachusetts Institute of Technology See our video and web site at
https://www.youtube.com/watch?v=v8Kkp40HNzk and http://www.tus.ac.jp/teic/

験10年程度のマネージャー層を学生構成の中心として想定しているため、
講義は、
担当教員が作成した講義資

多忙な社会人が学びやすい環境

The New MOT Program
– Welcoming Message
マイケル・A・クスマノ 特任副学長 ※2017.5.30まで

各授業科目は、
コア科目、MBAトラック、MTIトラックおよび演習科目に配置されています。学生は、概ね社会経

講義は、討議、演習、
グループワーク等
多様な手法で進行

を継承し、
グローバル

Message

カリキュラムの特徴

専任教員の構成は、ABC視点と
教育研究領域からなる組織

新たなMOTは、

平成30年開設（文部科学省設置届出中）

Information

ジョブ・ターゲット実現のためのカリキュラムと多彩な教員で、
リーダーの資質を磨きます

6時限

M a n a g e m en t of T e c h n olo g y

2013年の11月より東京理科大学の専門職大学院イノベーション研究科のMOTの刷新をどうするかの助言を行ってきました。
現在のMOTは2003年に創設され、会社での経験を積んだ管理職を対象に専門性の高い授業を提供してきました。
新MOTも今まで同様に柔軟性を持ったプログラムですが、新しくMBA型のコア科目の新設と2つのトラック、
「（1）技術経営とイノベーション」、
「（2）起業家精神と戦略」
を設けることになりました。
2015年から2年間にわたって東京理科大学はマサチューセッツ工科大学のRegional Entrepreneurship Acceleration Program（REAP）
に参加し
Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center
（TEIC）
を理科大に創立しました。新MOTの学生は新規事業企画、ベンチャー企業推進などのTEICの活動に参加することができます。
日本の企業はすでに世界で冠たる運営と生産管理を行っています。
しかしながら求められていることは創造であり、
モノとコト
（サービス、
ソフトウエア）、
デザインシンキング、

○ 2年次のトラックの配属は、学生の希望をもとに配属する

デジタルマーケティング、製品計画、戦略・企画、金融工学、国際経済学、知的財産管理、新規事業開発などが必要です。新ＭＯＴはこのようなことの実践のため、

予定ですが、詳細は、入学後に説明いたします。

技術系はもとより、技術系以外の学生も歓迎します。日本の次世代の業界リーダーになりたいと考えている人材にとって、東京理科大学の新しいMOTプログラムは大きな力になります。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』
の実現のため、
イノベーション研究科、
経営学研究科の2つの経営系大学院のリソースを最大限に活用し、
平成30年4月1日から専門職学位課程を有する
イノベーション研究科を経営学研究科に統合します。
そして、
イノベーション研究科に平成16年4月以降に設置された

JR飯田橋駅

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

グローバルな経済情勢の理解とその将来を見通す
洞察力、並びに企業経営の基本となる財務・会計
知識は、
イノベーションを志向する企業経営に不可
欠である。
それらを身に付けるためには、
その基本と
なる経済学の理解が必要である。
イノベーションに
結びつく技術を自ら保有する技術者においても、従
来ややもすると等閑視された財務・会計領域の知
識は強化して行くことが起業や新規事業開発のス
テップにおいて重要となるため、経済学の専門知
識を持ちグローバルに活躍するアナリストや、
自らフ
ァンドマネージャーの実務経験を有する実務家教
員を配し、当該分野の理論と実践の架橋を図る教
育を一層強化する領域。

マーケティングは研究開発と並びイノベーションを
起こすに欠かせない活動である。情報通信技術に
よりマーケティングと販売のコンセプト転換、並びに
それを支える技術変革が進行している。マーケティ
ングのコンサルタントの実務経験を有する実務家
教員と研究者教員を配しマーケティングと販売の
最先端の理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

イノベーションを起こし、
その正当な経済的利益を
確保し保護することはイノベーションを完結させる
重要なステップである。
また知的財産は、
その高度
な戦略的運用がそれ自体イノベーションの源泉に
なりうる資産である。様々な分野の知的財産戦略
を先導した実務経験を有する実務家教員を配し、
知的財産分野の理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

2つの専門職学位課程は終演を迎え、新たな専門職学位課程である
「経営学研究科技術経営専攻」の幕を開き、
理科大から世界の理科大へのひとつの役どころを担います。

● 交通案内

JR総武線、地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線
東京駅から［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え
上野駅から［JR山手線］秋葉原駅乗り換え
新宿駅から［JR中央線］四ツ谷駅乗り換え
目黒駅から［地下鉄南北線］飯田橋駅まで
横浜駅から［JR東海道線］東京駅乗り換え
大宮駅から［JR埼京線］池袋駅乗り換え
川越駅から［東武東上線］ 池袋駅経由
千葉駅から［JR総武線快速］錦糸町駅乗り換え
※乗り換え時間は含みません

飯田橋駅 徒歩1〜3分

̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約10分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
… 約19分
̶［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え［JR総武線］飯田橋駅まで … 約36分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約35分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約40分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約45分

経営学研究科技術経営専攻は、
「科学技術」
と
「経営」の実践的融合を図った教育で身に付けた先端的な技術経営
分野における学識と卓越した能力、
グローバルな思考と高い職業倫理を持って、
多様化する社会ニーズを分析予測し、
イノベーション戦略を策定することにより、
研究開発から市場化へのプロセスにおける一連のイノベーションを実現する
人材を養成します。
その教育プログラムの構築は、
マサチューセッツ工科大学スローンスクールのクスマノ教授を平成
28年3月に本学特任副学長としてお迎えし、同特任副学長の長年にわたる経験と手腕により、
イノベーション研究
科技術経営専攻の科学技術に力点が置かれていたカリキュラムから、起業・イノベーション実現といった時代の流れ
に沿うよう、
より経済・経営に力点を移す形で、
ジョブ・ターゲットをより明確にした教育プログラムが編成され、社会
の要請・期待に応えます。

技術経営専攻（MOT）の教育領域
イノベーション・起業領域
新事業はイノベーションの中核であり、
その実現に
新規起業は必須であることは諸外国の例を待つま
でもなく明らかである。新事業によるイノベーション
と起業を自ら実践ないし指導してきた実務家教員を
配し、新技術をもとに起業しイノベーションを起こす
ステップにおける理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

戦略と組織領域
イノベーションを起こすためには、
その実現に向けた
戦略と、
それを企画し実行する組織を作ることが必
要である。経営者等の実務経験を有する実務家
教員と戦略論、組織論等の理論を専門とする研究
系教員を配し、
イノベーションを起こすための戦略と
それを創発し実行する組織を創るステップにおける
理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

運営とシステム領域
近年イノベーションを起こし推進している欧米企業
においては、
ICTと称される情報通信技術をその核と
して、企業運営のあらゆる部門でシステム化が進展
している。企業運営のシステム化を先導する先端
企業における実務経験とシステム技術を有する実
務家教員を配し、企業運営とそのシステム化を推
進する理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

基準の『ビジネススクール』に

します

Feature

経営学研究科

技術経営専攻（MOT）

〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
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
E-mail mot@admin.tus.ac.jp

世界水準のマネジメントを学ぶ実践の場

http://most.tus.ac.jp/mot/

平成30年度初年度納付金（年額）
入学金

授業料

施設設備費

合計

200,000円

1,170,000円

300,000円

1,670,000円

●
●
●
●

授業料、
施設設備費は2回に分納できます。
2年次以降の授業料、
施設設備費は1年次と同額となります。
上記の他、
その他の納付金として学生傷害共済補償費を徴収します。
学校法人東京理科大学の設置する大学・大学院を卒業・修了し、
技術経営専攻に進学する者は、
入学金を半額とします。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』の実現のため、
新たな専門職学位課程「経営学研究科技術経営専攻」を

科学技術と経営を融合させた実践教育を達成するために、
イノベーション研究科技術経営専攻のAcademic系、
Business系、Consulting系のABCの視点からの専任教員の構成を継承しながら、新たな視点として、
ジョブ・

平成30年4月1日に設置します

ターゲット実現のためのMBAトラックおよびMTIトラックを具体化するため、教育研究領域を6領域に配し、
教育の質保証と学生の質向上を図る教員組織としています。

料
（教科書）
を素材と学生の実践知が相い交わるスタイルで、討論、演習、
グループワーク、
ケーススタディ等

P51教室

で行います。更に、授業内容に厚みを持たせるために、企業等で実際に経営にかかわる経営者や製品開発
等にかかわる技術責任者等を特別講師としてお招きします。

18：40〜20：10

7時限

20：20〜21：50

● 授業の実施形態は
90分または180分となります。

土曜日昼間開講
1時限

8：50〜10：20

4時限

14：30〜16：00

2時限

10：30〜12：00

5時限

16：10〜17：40

3時限

12：50〜14：20

6時限

PORTA神楽坂外観
（隣接マップ3号館側から）

PORTA神楽坂外観
（神楽坂から）

学生ホール

し、修得する。
○ 各トラックより2科目以上を履修し、修得する。
○ 2年次の演習科目
「プロジェクト4」
で、
グラデュエーション
ペーパーを提出する。

17：50〜19：20

【履修方法等】
通学しやすい立地

● 分析力

駅となり、
駅から徒歩5分以内の場所に学び舎があります。

定める指定科目の修得を履修条件とする場合があります。
コア科目12単位中、
○ 1年生から2年生に進級する条件は、

授業科目の履修申告、講義資料配付、大学からのお知らせ、各授業のレポート提出等は、
学内イントラネットにより行われ、社会人学生にとって無駄がありません。

● マーケティング力
（デジタルマーケティングと
ソーシャルメディア）

● 課題設定力

Access

1

神楽坂校舎

9

● 近隣マップ

6

4

MOT
10

神楽坂校舎
①1号館 ②2号館 ③3号館 ④6号館 ⑤7号館
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（1階入試センター）
⑨近代科学資料館
（二村記念館） ⑩森戸記念館
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to be...

Senior
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Senior
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技術責任者、
上級役員
（技術）
11

● ファイナンス力
（経営管理会計）

● 戦略マネージメント力
（組織進化論）

● リーダーシップ
（リーダーシップと倫理）
PORTA神楽坂

● グローバル戦略力
（グローバル化と知識交流）

8

⑪技術経営専攻
（MOT）
〈PORTA神楽坂4・5階〉

Since November 2013, I have been advising Tokyo University of Science on how to design a new Management of Technology (MOT)
Program and business school.
The original MOT program, established in 2003, targeted experienced managers who wanted to take elective classes . The new program
is still flexible. However, we now introduce an “MBA “type of core curriculum with two specialization tracks: (1) Management of
Technology and Innovation, and (2) Corporate Entrepreneurship and Strategy.
During 2015-2017, Tokyo University of Science participated in the Massachusetts Institute of Technology’s Regional Entrepreneurship
Acceleration Program (MIT REAP) and created the Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center at TUS. The Center will provide MOT
students will opportunities to study corporate entrepreneurship and participate in new venture promotion activities.
Japanese firms are already world-class at operations and production management. However, Japanese companies need to master
“creating things” and learn how to link hardware, software, and services with new skills in design thinking, digital marketing, product
management, strategic planning, financial engineering, international economics, intellectual property management, and new business
development. Accordingly, we welcome applicants with technical as well as non-technical backgrounds. If you want to become part of
Japan’s next generation of industry leaders, then please consider the new MOT program at Tokyo University of Science.

経営責任者、
上級役員
（経営）

● 構想力
（デザイン思考とイノベーションマネジメント）
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● 戦略立案力
（グローバル戦略・組織論）

10単位以上を履修し、修得する必要があります。

講義資料等は学内イントラネットで配信

（アドバンスド経済分析）

● 知財力
（知財マネジメント）

○ 2年次に履修可能な授業科目の履修は、授業科目毎に

授業を実施する神楽坂キャンパスの最寄りの駅は、都心であり、鉄道5路線が交差する飯田橋

起業家精神と
戦略

● イノベーション力
（イノベーションの歴史）

○ 必修科目を全て履修し、修得する。
○ 2年次に配属されたトラックの選択科目6科目以上を履修

MBA

（組織運営とナレッジマネジメント）

○ 修業年限は2年で、40単位以上を修得する。
● 平日は18：40から2時限、
土曜日は8:50から6時限あります。

Core

（研究開発組織のマネジメント）

【修了要件等】

平日夜間開講

MTI

● 技術力

授業は、
平日夜間と土曜日に行い、実施期間は、四半期を軸に行います。
平成30年度授業開講時間帯について（予定）

MOT

技術経営専攻
（MOT）
の概要図

技術経営と
イノベーション

技術経営修士（専門職）の
授与プロセス
（修了要件等）

通学しやすい開講学期・講義時間帯

新MOTプログラム−ようこそ未来のＭＯＴへ

• Vice-President and Dean (2016-2017), Tokyo University of Science
• Special Advisor and Founding Dean, New MOT Program at the Tokyo University of Science School of Business
• Founding Director, Tokyo Entrepreneurship and Innovation Center
• SMR Distinguished Professor of Management, Massachusetts Institute of Technology See our video and web site at
https://www.youtube.com/watch?v=v8Kkp40HNzk and http://www.tus.ac.jp/teic/

験10年程度のマネージャー層を学生構成の中心として想定しているため、
講義は、
担当教員が作成した講義資

多忙な社会人が学びやすい環境

The New MOT Program
– Welcoming Message
マイケル・A・クスマノ 特任副学長 ※2017.5.30まで

各授業科目は、
コア科目、MBAトラック、MTIトラックおよび演習科目に配置されています。学生は、概ね社会経

講義は、討議、演習、
グループワーク等
多様な手法で進行

を継承し、
グローバル

Message

カリキュラムの特徴

専任教員の構成は、ABC視点と
教育研究領域からなる組織

新たなMOTは、

平成30年開設（文部科学省設置届出中）

Information

ジョブ・ターゲット実現のためのカリキュラムと多彩な教員で、
リーダーの資質を磨きます

6時限

M a n a g e m en t of T e c h n olo g y

2013年の11月より東京理科大学の専門職大学院イノベーション研究科のMOTの刷新をどうするかの助言を行ってきました。
現在のMOTは2003年に創設され、会社での経験を積んだ管理職を対象に専門性の高い授業を提供してきました。
新MOTも今まで同様に柔軟性を持ったプログラムですが、新しくMBA型のコア科目の新設と2つのトラック、
「（1）技術経営とイノベーション」、
「（2）起業家精神と戦略」
を設けることになりました。
2015年から2年間にわたって東京理科大学はマサチューセッツ工科大学のRegional Entrepreneurship Acceleration Program（REAP）
に参加し
Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center
（TEIC）
を理科大に創立しました。新MOTの学生は新規事業企画、ベンチャー企業推進などのTEICの活動に参加することができます。
日本の企業はすでに世界で冠たる運営と生産管理を行っています。
しかしながら求められていることは創造であり、
モノとコト
（サービス、
ソフトウエア）、
デザインシンキング、

○ 2年次のトラックの配属は、学生の希望をもとに配属する

デジタルマーケティング、製品計画、戦略・企画、金融工学、国際経済学、知的財産管理、新規事業開発などが必要です。新ＭＯＴはこのようなことの実践のため、

予定ですが、詳細は、入学後に説明いたします。

技術系はもとより、技術系以外の学生も歓迎します。日本の次世代の業界リーダーになりたいと考えている人材にとって、東京理科大学の新しいMOTプログラムは大きな力になります。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』
の実現のため、
イノベーション研究科、
経営学研究科の2つの経営系大学院のリソースを最大限に活用し、
平成30年4月1日から専門職学位課程を有する
イノベーション研究科を経営学研究科に統合します。
そして、
イノベーション研究科に平成16年4月以降に設置された

JR飯田橋駅

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

グローバルな経済情勢の理解とその将来を見通す
洞察力、並びに企業経営の基本となる財務・会計
知識は、
イノベーションを志向する企業経営に不可
欠である。
それらを身に付けるためには、
その基本と
なる経済学の理解が必要である。
イノベーションに
結びつく技術を自ら保有する技術者においても、従
来ややもすると等閑視された財務・会計領域の知
識は強化して行くことが起業や新規事業開発のス
テップにおいて重要となるため、経済学の専門知
識を持ちグローバルに活躍するアナリストや、
自らフ
ァンドマネージャーの実務経験を有する実務家教
員を配し、当該分野の理論と実践の架橋を図る教
育を一層強化する領域。

マーケティングは研究開発と並びイノベーションを
起こすに欠かせない活動である。情報通信技術に
よりマーケティングと販売のコンセプト転換、並びに
それを支える技術変革が進行している。マーケティ
ングのコンサルタントの実務経験を有する実務家
教員と研究者教員を配しマーケティングと販売の
最先端の理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

イノベーションを起こし、
その正当な経済的利益を
確保し保護することはイノベーションを完結させる
重要なステップである。
また知的財産は、
その高度
な戦略的運用がそれ自体イノベーションの源泉に
なりうる資産である。様々な分野の知的財産戦略
を先導した実務経験を有する実務家教員を配し、
知的財産分野の理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

2つの専門職学位課程は終演を迎え、新たな専門職学位課程である
「経営学研究科技術経営専攻」の幕を開き、
理科大から世界の理科大へのひとつの役どころを担います。

● 交通案内

JR総武線、地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線
東京駅から［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え
上野駅から［JR山手線］秋葉原駅乗り換え
新宿駅から［JR中央線］四ツ谷駅乗り換え
目黒駅から［地下鉄南北線］飯田橋駅まで
横浜駅から［JR東海道線］東京駅乗り換え
大宮駅から［JR埼京線］池袋駅乗り換え
川越駅から［東武東上線］ 池袋駅経由
千葉駅から［JR総武線快速］錦糸町駅乗り換え
※乗り換え時間は含みません

飯田橋駅 徒歩1〜3分

̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約10分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
… 約19分
̶［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え［JR総武線］飯田橋駅まで … 約36分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約35分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約40分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約45分

経営学研究科技術経営専攻は、
「科学技術」
と
「経営」の実践的融合を図った教育で身に付けた先端的な技術経営
分野における学識と卓越した能力、
グローバルな思考と高い職業倫理を持って、
多様化する社会ニーズを分析予測し、
イノベーション戦略を策定することにより、
研究開発から市場化へのプロセスにおける一連のイノベーションを実現する
人材を養成します。
その教育プログラムの構築は、
マサチューセッツ工科大学スローンスクールのクスマノ教授を平成
28年3月に本学特任副学長としてお迎えし、同特任副学長の長年にわたる経験と手腕により、
イノベーション研究
科技術経営専攻の科学技術に力点が置かれていたカリキュラムから、起業・イノベーション実現といった時代の流れ
に沿うよう、
より経済・経営に力点を移す形で、
ジョブ・ターゲットをより明確にした教育プログラムが編成され、社会
の要請・期待に応えます。

技術経営専攻（MOT）の教育領域
イノベーション・起業領域
新事業はイノベーションの中核であり、
その実現に
新規起業は必須であることは諸外国の例を待つま
でもなく明らかである。新事業によるイノベーション
と起業を自ら実践ないし指導してきた実務家教員を
配し、新技術をもとに起業しイノベーションを起こす
ステップにおける理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

戦略と組織領域
イノベーションを起こすためには、
その実現に向けた
戦略と、
それを企画し実行する組織を作ることが必
要である。経営者等の実務経験を有する実務家
教員と戦略論、組織論等の理論を専門とする研究
系教員を配し、
イノベーションを起こすための戦略と
それを創発し実行する組織を創るステップにおける
理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

運営とシステム領域
近年イノベーションを起こし推進している欧米企業
においては、
ICTと称される情報通信技術をその核と
して、企業運営のあらゆる部門でシステム化が進展
している。企業運営のシステム化を先導する先端
企業における実務経験とシステム技術を有する実
務家教員を配し、企業運営とそのシステム化を推
進する理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

教員紹介

昭和51年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。昭和58年早稲田大
学大学院工学研究科博士後期課程修了。昭和58年東京都立商科短期大
学講師・助教授を務める。昭和63年上智大学経済学部助教授・教授を務め
る。
この間ミュンヘン大学客員教授を務める。平成29年より現職。著書に
『日
本型SCMのベストプラクティス』
（編著・丸善プラネット）
『 需要予測』
（単著・
実教出版）
『サプライチェーンロジティクスの理論』
（編著・丸善プラネット）
『経
営科学』
（単著・実教出版）
。

※平成30年度新専攻就任予定の教員を掲載しています。

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務める。

昭和56年国家公務員上級甲種（薬学）合格、昭和57年東京理科大学薬学部卒業、経済産
業省特許庁入庁、審査官、審判官を経て、平成9年審判部書記課長補佐、平成15年特許審
査第二部上席総括審査官（室長）、同年10月政策研究大学院大学助教授、平成17年東京
理科大学大学院MIP 教授、現在に至る。公職歴は知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブランド
専門調査会委員、
ＩＴ戦略本部農業分科会構成員、農林水産省知的財産戦略検討会委員な
ど。著書に『社会と知的財産』
（共著/財団法人放送大学教育振興会）、
『デジタル時代の知的
資産マネジメント』
（共著／白桃書房）など多数。平成１８年度東京財団研究助成対象、平成２０
年（財）機械産業記念事業財団第1回知的財産学術奨励賞（日本知財学会特別賞）受賞。

生越 由美

教授

担当授業科目
・新製品開発に応用する伝統技術
・ダイナミック環境下の知財戦略
・プロジェクト 1〜4

・バイオ医療のビジネス開発
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

▼

科目区分

コンセプトイノベーション
領域（12科目）

▼

科目名

コンセプト創造論
開発・プロトタイプ論
技術・市場ダイナミクス
産業財イノベーション

新しい製品や事業のコンセプトを自ら創
造し、
プロトタイピングによって実現してい
くというコンセプト主導型のイノベーション
を学ぶために必要な授業科目を配置しま
す。
グローバル化時代におけるＭＯＴを実
践するリーダーにとって不可欠な授業領
域です。

サービスイノベーション
デザイン戦略
ナレッジマネジメント
ビジネスモデルイノベーション

▼

科目区分

コア科目

担当授業科目
・イノベーションの歴史
・起業家精神の原則
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

Robert Alan
Feldman 教授

Curriculum
︻ 新 カ リ キュラ ム ︼

教授

教授

より経 済・経 営 に 力 点 を 移し、 教 育・研 究 の 高 度 化 を 加 速
︻ 旧 カ リ キュラ ム ︼

橘川 武郎

荒木 勉

担当授業科目
・先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント
・オペレーションズマネジメント
・ライフサイクルマネジメント
・製造業のサービス化
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MTI寄附講座

MTI類

MBA類

コンセプトイノベーション特論A
コンセプトイノベーション特論B
コンセプトイノベーション特論C
先端的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

佐々木 圭吾

教授

担当授業科目
・組織原則とナレッジマネジメント
・アドバンスド戦略マネジメント
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

イノベーションフィールド
領域（28科目）

イノベーションプロセス論
新事業開発論
開発組織マネジメント
プロジェクトマネジメント

企業経営の現場で生じているイノベー
ションプロセスを多面的かつ立体的に分
析し、理解を深めるために必要な授業科
目を配置します。現実の事例に基づいて
イノベーションを起こすプロセスについて
学び、
背景にある論理を抽出していくため
の授業領域です。

グローバル技術経営論
起業家論

トラック科目

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』、
『みん
なの経営学』
など。

ベンチャーマネジメント
知的財産マネジメント

Management of
Technology &
Innovation
（MTI）Track
主に理工系出身の上級技術者や
技術担当役員志向のマネージャー
層を対象とし、新技術から製品化
までのステップにおけるイノベーショ
ンを担える人材の養成を行います。

イノベーションの歴史
イノベーションフィールド特論A
イノベーションフィールド特論B
イノベーションフィールド特論C
グローバルビジネス交渉力
ビジネスで成功するための戦略

早稲田大学政治経済学部政治学科及び東京都立大学法学部法律学科卒。
筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了
（企業法学専攻）
。Oxford大学
St.Peter s校にて同大知的財産研究所初代所長Peter Hayward氏に師事。
日立製作所、
国際事業本部及び知的財産権本部にて23年間半導体分野を
中心とする国際ライセンス交渉並びに国際特許侵害訴訟の遂行及び和解交
渉に従事。平成22年株式会社日立国際電気 知的財産権本部本部長。平成
24年4月より現職。平成24年2月日本ライセンス協会副会長に就任。

荻野 誠

教授

昭和56年早稲田大学法学部卒業。昭和56年日本債券信用銀行
（現 あお
ぞら銀行）
入社。平成7年シュローダー・インベストメント・ジャパン。平成13年プ
ルーデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン。平成15年(株)ファルコ
ン・コンサルティング。平成19年東京大学大学院法学政治学研究科修了。
平成24年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士課程後期終了。平
成29年より現職。著書に
『近未来の企業経営の諸相-2025年-』
（共著・中
央経済社）
、
『チャレンジする東大法科大学院生』
（共著・商事法務）
。

宮永 雅好

教授

担当授業科目
・経営管理会計1
・企業合併と買収マネジメント
・ベンチャーファイナンス
・プロジェクト 1〜4

教授

研究所主任研究員、
（株）
JPモルガン証券マネージングディレクター株式調査部長、
（株）
みずほ証券ヘッドオブリサーチ・チーフアナリスト、
平成17年 投資運用会社を共同設立し、
最高運用責任者、代表取締役を経て、平成26年（株）
サークルクロスコーポレーション

・経営管理会計2
・コーポレートファイナンスと資本市場
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

設立。平成29年より現職。
その間、
日経新聞等の人気アナリストランキングで電機部門
1位5回や、本学非常勤講師、一般社団法人半導体産業研究所諮問委員など。主な
著書に
『経営重心』
（幻冬舎）
、
『日本の電機産業はこうやって甦る』
（洋泉社）
、
『日本の
電機産業に未来はあるのか』
（洋泉社）
、
『ヘッジファンドの真実』
（洋泉社）
。

若林 秀樹

教授

担当授業科目
・イノベーションを生む企業文化
・ベンチャービジネス論
・業界分析 ・チャネルマネジメント ・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MBA寄附講座

准教授

理工学部経営工学科

理学部第一部教養学科

大西 浩志

准教授

経営学部経営学科

担当授業科目

・データ分析による意思決定

ニューヨーク大学国際教育学修士課程修了。
担当授業科目

・グローバル化と知識交流

ミシガン大学ロス・スクール・オブ・ビジネス商学研究科マーケティング博士課程修了。博士
（マーケティング）
。
担当授業科目

・デジタルマーケティングとソーシャルメディア ・アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

技術系企業の競争戦略策定と実施のため、競争戦略フレームワークを理解し、産業分析能力を習得する。

1

デザインシンキングの概念と手法を習得し、組織として創造力を高めるための創造的能力を身に付ける。

イノベーション志向型マーケティング

必修

1

イノベーションを推進するためのマーケティング分野の最新概念をハイテク分野からの実例を通して学ぶ。

世界の中の日本とアジア

必修

1

世界経済の中の日本とアジアの位置づけを理解し、
マクロ経済学に基づき国際経済情勢を予測できる能力を習得する。

意思決定の経済分析

必修

1

最新の情報技術を活用した経営ツールと共にミクロ経済学を理解し、企業経営に必要な実践能力を身に付ける。

リーダーシップと倫理

必修

1

絶対的統率力を持つリーダーとして備えるべき資質や能力を身に付け、経営戦略や競争戦略の実行を目指す。

グローバル戦略・組織論

必修

1

企業戦略におけるグローバル化対応の観点を学び、戦略策定と組織的に実行する能力を身に付ける。

組織進化論

必修

1

強力なリーダシップモデル例の議論から実現の知見を得るとともに、組織戦略を効果的に実行する方法を学ぶ。

グローバル化と知識交流

必修

1

グローバルに対応するコミュニケーション能力を身に付け、海外顧客や同僚と交流できる能力を習得する。

経営管理会計1

必修

1

財務諸表の基本を理解し、経営観点から金融概念を判断できることを目的とする。経営管理会計1では基本的な金融概念を学ぶ。

経営管理会計2

必修

1

経営管理会計１で習得した知識をもとに、ベンチャー企業および大企業のバランスシート、収益に対する理解を深める。

ベンチャービジネス論

選択

1

創業から成長を経てIPOに至る起業家精神と理念、ベンチャー企業のメカニズムを学び、起業できる能力を身に付ける。

イノベーションの歴史

選択

2

イノベーションの歴史的事実をもとにイノベーションが起こる必要条件と十分条件について、論理的な考察を行う。

起業家精神の原則

選択

2

日米の偉大な起業家の業績を、技術と社会環境の両面で分析・理解することで、戦略的思考力を強化する。

新製品開発に応用する伝統技術

選択

2

日本の伝統技術について歴史や技術的な価値を理解し、
その技術の継承・発展を、現地調査も行いながら学ぶ。

先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

選択

1

従来の「ものづくり」の在り方を考え直すとともに、サプライチェーンのダイナミズムを調べ、組織と社会での実践を議論する。

研究開発組織のマネジメント

選択

2

研究開発組織のマネジメントの在り方をケース討論中心に実施し、戦略的思考力を高めていく。

Ｉ
Ｔの戦略的利用

選択

2

イノベーションの基本であるITの利用と、ITそのもののイノベーションを考え理解し、戦略的IT活用を実行する能力を学ぶ。

ビジネスで成功するための戦略

選択

2

代表的日米企業のケーススタディを通じて、
ビジネスで成功するための知的財産戦略の構築力の涵養を図る。

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

選択

2

各地域・国の特許法等の比較を行い、特徴を理解し、
グローバルに対応した特許権の取得法及び活用法を学ぶ。

ソフトウエアとインターネットビジネス開発

選択

2

革新的将来に向けたソフトウエアとインターネットの原理や可能性を理解し、
その有効な利用法とイノベーションを学ぶ。

2

ライフサイクルの各段階での収益、費用、管理運用を各段階のプロセスの戦略をもとに実際に基づき議論し理解する。

選択

2

独特の仕組みや規制があるバイオ医療関連ビジネスの開発について、
その問題点や課題を理解し、改革の方策を探る。

特許制度の基礎

ダイナミック環境下の知財戦略

選択

2

イノベーションで重要な役割を占める知的財産の位置づけを確認し、変化する環境下での技術と知財の戦略を学ぶ。

ベンチャービジネス論

中小企業論

選択

2

業界分析

中小企業やベンチャー企業特有の経営の要諦を分析・考察し、中小企業のマネジメント能力や中小企業を見る眼を養う。

日本企業の海外展開

選択

2

日本企業の海外展開に関する事例や情勢を分析・考察することで、国際マネジメントを行うための素地を身に付ける。

デザイン関連知財

選択

2

意匠法に加え、不正競争防止法、商標法、著作権法等のデザイン保護に関連する知財法について具体的事例で学ぶ。

デザイン戦略

選択

2

経営戦略・マーケティング等におけるデザインの位置づけを理解し、具体例を通じてデザイン戦略の実践プロセスを学ぶ。

先端技術の知財保護

選択

2

ICTやライフサイエンスなどの先端技術に対する知的財産の保護について、事例を通して基礎的な知識を身に付ける。

特許制度の基礎

選択

2

我が国の特許制度を中心に、特許制度の理念、変遷、課題なども含め、特許制度の基本的な知識や考え方を学ぶ。

組織原則とナレッジマネジメント

選択

2

ナレッジマネジメントの内容、範囲、論点を理解し、組織運営にかかわる情報技術、組織能力、経営理念との関係について検討する。

実践リーダーシップセミナー1
実践リーダーシップセミナー2

Corporate
Entrepreneurship &
Strategy
（MBA）Track

技術戦略
科学と技術
ソフトウェア技術マネジメント
生産技術マネジメント

経営者教育に力点を置き、経営
戦略を策定・実行し、新規事業の
開発やベンチャー起業等によるイノ
ベーションを担える人材の養成を行
います。

エネルギー産業論
医薬産業論
ナノテク産業論
伝統技術考

データ分析による意思決定

選択

2

データ分析の本質と基本を知り、様々なモデリングや分析の手法を学び、科学的な経営判断を行う能力を身に付ける。

グローバルビジネス交渉力

選択

2

英語による海外企業との交渉力の養成を目的にWIN-WIN交渉の基本や異文化間交渉での留意点をロールプレイで学ぶ。

オペレーションズマネジメント

選択

1

世界のエクセレントカンパニーの事例を議論し、
どのようなオペレーションが競争優位の源泉をなしているかを理解する。

業界分析

選択

2

電機、情報、創薬といった業界とその内部にあるエコシステム、個々の企業の競争力をFive Forcesで分析し理解する。

サービス戦略とイノベーション

選択

2

サービスサイエンス、サービス工学を学び、真の顧客ニーズをつかみ統合的な製品とサービスを提供できる能力を身に付ける。

製造業のサービス化

選択

2

企業の成功例・失敗例などのケーススタディを通して、サービス化・エコシステム実現の本質を学び、知見と能力を習得する。

チャネルマネジメント

選択

1

顧客ニーズの聞き出しから流通販売戦略としての直販、代理店、VARとの協業の在り方等を考察し、流通販売チャネルを学ぶ。

ビジネスモデルイノベーション

選択

2

ビジネスモデルのイノベーションの最新の潮流について理解し、革新的ビジネスモデルを策定する能力を身に付ける。

企業合併と買収マネジメント

選択

2

企業買収や合併で予測される問題点を議論し、戦略としてのＭ＆Ａを理解し自身の経営戦略に反映できる能力を学ぶ。

アドバンスド戦略マネジメント

選択

2

長期的な視点の経営戦略を、長い期間成功させている企業に着目し、
その戦略と企業運営について考察する。

コーポレートファイナンスと資本市場

選択

2

資本市場や投資に焦点を当て、現代の金融経済学と財務管理のコア理論を議論・理解することで経営能力の向上を目指す。

ベンチャーファイナンス

選択

1

ベンチャー企業の在り方をファイナンスの観点から理解することで、ベンチャー経営者としてのマネジメント能力を学ぶ。

アドバンスド経済分析

選択

2

経済概念とツール(手段)を様々な経済・産業分野に応用・適用するため、製品やサービス等の経済的分析とその評価を学ぶ。

経営戦略

デジタルマーケティングとソーシャルメディア

選択

1

デジタル時代のルールと技術（サーチマーケティング、
ソーシャルネットワークマーケティング、CRMなど）
を学ぶ。

マーケティング

アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

選択

1

経営組織

最新のマーケティング手法、
ブランドマネージメント、CLV、価格分析、デジタルマーケティング・ソーシャルメディア等を学ぶ。

国際企業法務と戦略

選択

2

日本、米国、欧州諸国、アジアの独占禁止法と会社法の特徴を基礎知識として学び、実際の運用や実情を理解する。

MTI寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、競争戦略、技術戦略、研究開発など具体的知見を学び、競争戦略の策定と実行能力を養成する。

MBA寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、経営戦略、経営財務、組織運営など実務体験を学び、業界の知識と情報の整理を行う。

実践リーダーシップセミナー 1-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 1-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 3-1

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

技術倫理・哲学
技術・産業特論Ａ
技術・産業特論Ｂ
バイオ医療のビジネス開発

General
Management

リーダーシップ
財務会計
管理会計
コーポレートファイナンス
技術系経営者論
ビジネスエコノミクス
マネジメント古典リーディング
マーケティング発想力
マネジメント特論Ａ
マネジメント特論Ｂ
世界の中の日本とアジア

実践リーダーシップセミナー 3-2

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

プロジェクト 1

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

プロジェクト 2

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

オペレーションズマネジメント

プロジェクト 3

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

中小企業論

プロジェクト 4

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

意思決定の経済分析

イノベーション・起業領域

戦略と組織領域

運営とシステム領域

担当授業科目
・世界の中の日本とアジア
・アドバンスド経済分析

教授

Teachers Prof iles

・意思決定の経済分析
・プロジェクト 1〜4

昭和60年長岡技術科学大学大学院工学研究科修士課程電子機器工学専攻修了、日本ア
イ・ビー・エム入社。知的財産評価、大型計算機開発、新規技術コンサルティング、新規事業開
発担当などを経て、平成13年に技術理事に就任。平成12年米国IBM、技術ストラテジー部門
勤務。平成22年セールスフォース・ドットコム、常務執行役員、先進技術ソリューション本部長な
どを務める。この間、電気通信大学、長岡技術科学大学の非常勤講師、産業技術総合研究
所幹事のグリッド協議会副会長、
ものこと双発学会理事など就任。平成29年より現職。著書
に「REXX自由自在」
（サイエンス社）や、ブログで「SE関のノーツ／ドミノ徒然草」
（ IBM
developerWorks）、
「クラウド的な世界へ」
（IT Media、オルタナティブブログ）
など多数。

関 孝則

選択

演習科目

榎本 のぞみ 講師

東京理科大学理工学研究科物理学専攻博士課程修了。博士
（理学）
。

1

必修

バイオ医療のビジネス開発

マネジメント基礎

石垣 綾

必修

デザイン思考

ライフサイクルマネジメント

ベンチャーファイナンス

技術者および技術に関連する企業人
が、広く経営に関する基本的な知識とも
のの見方・考え方を学ぶために必要な授
業科目を配置します。技術をベースにした
マネジメント全体を学び、
ＭＯＴを実践して
いくために必要な授業領域です。

内容

プロトタイピングの本質と手法を学び、ケーススタディを用いたグループワークを通して幅広い能力を身に付ける。

チャネルマネジメント

マネジメント
領域（18科目）

イノベーション志向型競争戦略

▼

社内に新規事業を立ち上げる際に必要となる知識・知見を実例を通して習得し、戦略的思考能力を身に付ける。

コンセプト創造の概念定義に関する講義とケーススタディによりコンセプト創造の本質と方法論を理解する。

ライフサイクルマネジメント

技術とは何か。普段問われることのない
この質問を自らに問うことによって、技術
やその基盤となる科学の深みや広がりを
認識するはずです。
また産業が異なれば
用いられる技術はもちろん、技術に対す
る考え方も違います。技術そのもの、
そし
て産業ごとの技術とその方向性への理
解を深めるための授業領域です。

1

2

企業合併と買収マネジメント

昭和61年東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻修了。
（ 株）野村総合

単位数

2

アドバンスド経済分析

技術・産業
領域（12科目）

必修

選択

先端技術の知財保護

島田 直樹

▼

イノベーションを生む企業文化

選択

国際企業法務と戦略

担当授業科目
・イノベーション志向型競争戦略
・グローバル戦略・組織論
・組織進化論
・プロジェクト 1〜4

科目名

プロトタイピングと製品・サービス開発

デザイン関連知財
平成5年一橋大学商学部商学科卒業。平成10年マサチューセッツ工科大
学スローン経営大学大学院修了。アップルコンピュータ
（株）
（
、株）
ボストンコ
ンサルティンググループなどを経て、平成13年
（株）
ピー・アンド・イー・ディレクシ
ョンズを起業・代表取締役。上場企業の社外取締役、顧問、事業支援を数多
く歴任。平成29年より現職。著書に
『イノベーション・ダイナミクス』
（共訳・有
斐閣）
、
「 医療サービスの多様化と実践〜患者は何を求めているのか」
（日本
医療企画出版）
がある。

▼

コンセプト創造と新規事業開発

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

担当授業科目
・ビジネスで成功するための戦略
・グローバルビジネス交渉力
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

〈略歴〉
1971-1976 Yale Universty New Haven,CT,USA / 1978-1984
Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA,USA / 1976-1977
Federal Reserve Bank / 1977-1978 Chase Manhattan Bank / 1981-1982
Bank of Japan / 1983-1989 international Monetary Fund / 1989-1997
Salomon Brothers Asia Securities / 1998- Morgan Stanley MUFG Securities
〈著書〉
『フェルドマン博士の日本経済最新講義』
（文芸春秋社）、
『フェルドマン式知
的生産術』
（プレジデント社）
、
『 一流アナリストの「7つ道具」（
』プレジデント社）

担当授業科目
・研究開発組織のマネジメント
・ITの戦略的利用
・ソフトウエアとインターネットビジネス開発 ・サービス戦略とイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院理学系研究科化学専門課
程修士課程修了後、昭和５７年に特許庁に入庁し、電気材料、電池、金属、
医薬、有機材料、無機材料などさまざまな分野の審査・審判に携わる。平成
11年に財団法人知的財産研究所研究部長、平成13年に一橋大学国際企
業戦略研究科助教授を経て、平成15年に特許庁に帰任し、特許審査第三
部の管理職を歴任。審査基準室長、医療上席審査長、特許審査第三部首
席審査長を経て、平成２３年１月より特許審査第三部長。平成２４年７月に特
許庁を辞職、同月弁理士登録。平成２５年４月より現職。海外を含めた特許制
度や特許政策、医療・バイオ関係の特許に関する論文多数。

淺見 節子

教授

担当授業科目
・先端技術の知財保護
・特許制度の基礎
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

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。

宮永 博史

教授

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。知的財産管理技能検定委員。著書に
『知的財産のデューデ
リジェンス』
（共著／秀和システム）
、
『知財戦略の基本と仕組み』
（編著／秀和
システム）
、
『 IT知財と法務』
（共著/日刊工業新聞）
、
『 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。

鈴木 公明

教授

担当授業科目
・デザイン思考
・デザイン戦略
・プロジェクト 1〜4

担当授業科目
・プロトタイピングと製品・サービス開発 ・コンセプト創造と新規事業開発
・ビジネスモデルイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。

岸本 太一

講師

・デザイン関連知財
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

担当授業科目
・中小企業論
・日本企業の海外展開
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

工学博士（課程）。東京理科大学大学院理学研究科物理学専攻修士課程修了。米国フランクリ
ン・ピアース・ロー・センター（現：Franklin Pierce IP Center at The University of New
Hampshire School of Law）知的財産修士（US MIP）課程修了。企業、特許事務所（米国法律
事務所で実務経験を重ねる）、及び東京理科大学知的財産本部知財マネージャーを経て現職。著
書に、
『 東京理科大学・坊ちゃん選書「もの」から「知財」の時代へ』、論文に、
『ソフトウエア特許によ
るイノベーションの促進および阻害についての一考察』
（知財管理誌）、
『 情報通信・エレクトロニク
ス産業の発展を阻害するパテントトロールへの対応策』
（日本経営工学会論文誌）などがある。

平塚 三好

田中 芳夫

嘱託教授

教授

担当授業科目
・ビジネスモデルのためのグローバルＩ
Ｐシステム
・国際企業法務と戦略
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。
担当授業科目 ・リーダーシップと倫理

徳重 桃子

非常勤講師

上智大学文学部哲学科卒業。
コンサルティング会社勤務を経て、平成8年SRI インターナショナル入社。平成14年より、
ストラテジック・ビジネス・インサイツ
（旧SRIコンサルティング・ビジネス・
インテリジェンス）
のディレクターとなる。平成16年助教授として就任し、平成18年より教授、平成30年4月より非常勤講師として着任予定。商品開発、
ブランド力診断、
アイディエーションワーク
ショップなど、
マーケティング戦略・事業開発のプロジェクトおよびJapan-VALSをリード・運営。食品、家電、通信機器、医薬品、車、住宅等の分野でのプロジェクト経験が豊富。
担当授業科目 ・イノベーション志向型マーケティング

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

教員紹介

昭和51年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。昭和58年早稲田大
学大学院工学研究科博士後期課程修了。昭和58年東京都立商科短期大
学講師・助教授を務める。昭和63年上智大学経済学部助教授・教授を務め
る。
この間ミュンヘン大学客員教授を務める。平成29年より現職。著書に
『日
本型SCMのベストプラクティス』
（編著・丸善プラネット）
『 需要予測』
（単著・
実教出版）
『サプライチェーンロジティクスの理論』
（編著・丸善プラネット）
『経
営科学』
（単著・実教出版）
。

※平成30年度新専攻就任予定の教員を掲載しています。

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務める。

昭和56年国家公務員上級甲種（薬学）合格、昭和57年東京理科大学薬学部卒業、経済産
業省特許庁入庁、審査官、審判官を経て、平成9年審判部書記課長補佐、平成15年特許審
査第二部上席総括審査官（室長）、同年10月政策研究大学院大学助教授、平成17年東京
理科大学大学院MIP 教授、現在に至る。公職歴は知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブランド
専門調査会委員、
ＩＴ戦略本部農業分科会構成員、農林水産省知的財産戦略検討会委員な
ど。著書に『社会と知的財産』
（共著/財団法人放送大学教育振興会）、
『デジタル時代の知的
資産マネジメント』
（共著／白桃書房）など多数。平成１８年度東京財団研究助成対象、平成２０
年（財）機械産業記念事業財団第1回知的財産学術奨励賞（日本知財学会特別賞）受賞。

生越 由美

教授

担当授業科目
・新製品開発に応用する伝統技術
・ダイナミック環境下の知財戦略
・プロジェクト 1〜4

・バイオ医療のビジネス開発
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

▼

科目区分

コンセプトイノベーション
領域（12科目）

▼

科目名

コンセプト創造論
開発・プロトタイプ論
技術・市場ダイナミクス
産業財イノベーション

新しい製品や事業のコンセプトを自ら創
造し、
プロトタイピングによって実現してい
くというコンセプト主導型のイノベーション
を学ぶために必要な授業科目を配置しま
す。
グローバル化時代におけるＭＯＴを実
践するリーダーにとって不可欠な授業領
域です。

サービスイノベーション
デザイン戦略
ナレッジマネジメント
ビジネスモデルイノベーション

▼

科目区分

コア科目

担当授業科目
・イノベーションの歴史
・起業家精神の原則
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

Robert Alan
Feldman 教授

Curriculum
︻ 新 カ リ キュラ ム ︼

教授

教授

より経 済・経 営 に 力 点 を 移し、 教 育・研 究 の 高 度 化 を 加 速
︻ 旧 カ リ キュラ ム ︼

橘川 武郎

荒木 勉

担当授業科目
・先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント
・オペレーションズマネジメント
・ライフサイクルマネジメント
・製造業のサービス化
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MTI寄附講座

MTI類

MBA類

コンセプトイノベーション特論A
コンセプトイノベーション特論B
コンセプトイノベーション特論C
先端的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

佐々木 圭吾

教授

担当授業科目
・組織原則とナレッジマネジメント
・アドバンスド戦略マネジメント
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

イノベーションフィールド
領域（28科目）

イノベーションプロセス論
新事業開発論
開発組織マネジメント
プロジェクトマネジメント

企業経営の現場で生じているイノベー
ションプロセスを多面的かつ立体的に分
析し、理解を深めるために必要な授業科
目を配置します。現実の事例に基づいて
イノベーションを起こすプロセスについて
学び、
背景にある論理を抽出していくため
の授業領域です。

グローバル技術経営論
起業家論

トラック科目

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』、
『みん
なの経営学』
など。

ベンチャーマネジメント
知的財産マネジメント

Management of
Technology &
Innovation
（MTI）Track
主に理工系出身の上級技術者や
技術担当役員志向のマネージャー
層を対象とし、新技術から製品化
までのステップにおけるイノベーショ
ンを担える人材の養成を行います。

イノベーションの歴史
イノベーションフィールド特論A
イノベーションフィールド特論B
イノベーションフィールド特論C
グローバルビジネス交渉力
ビジネスで成功するための戦略

早稲田大学政治経済学部政治学科及び東京都立大学法学部法律学科卒。
筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了
（企業法学専攻）
。Oxford大学
St.Peter s校にて同大知的財産研究所初代所長Peter Hayward氏に師事。
日立製作所、
国際事業本部及び知的財産権本部にて23年間半導体分野を
中心とする国際ライセンス交渉並びに国際特許侵害訴訟の遂行及び和解交
渉に従事。平成22年株式会社日立国際電気 知的財産権本部本部長。平成
24年4月より現職。平成24年2月日本ライセンス協会副会長に就任。

荻野 誠

教授

昭和56年早稲田大学法学部卒業。昭和56年日本債券信用銀行
（現 あお
ぞら銀行）
入社。平成7年シュローダー・インベストメント・ジャパン。平成13年プ
ルーデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン。平成15年(株)ファルコ
ン・コンサルティング。平成19年東京大学大学院法学政治学研究科修了。
平成24年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士課程後期終了。平
成29年より現職。著書に
『近未来の企業経営の諸相-2025年-』
（共著・中
央経済社）
、
『チャレンジする東大法科大学院生』
（共著・商事法務）
。

宮永 雅好

教授

担当授業科目
・経営管理会計1
・企業合併と買収マネジメント
・ベンチャーファイナンス
・プロジェクト 1〜4

教授

研究所主任研究員、
（株）
JPモルガン証券マネージングディレクター株式調査部長、
（株）
みずほ証券ヘッドオブリサーチ・チーフアナリスト、
平成17年 投資運用会社を共同設立し、
最高運用責任者、代表取締役を経て、平成26年（株）
サークルクロスコーポレーション

・経営管理会計2
・コーポレートファイナンスと資本市場
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

設立。平成29年より現職。
その間、
日経新聞等の人気アナリストランキングで電機部門
1位5回や、本学非常勤講師、一般社団法人半導体産業研究所諮問委員など。主な
著書に
『経営重心』
（幻冬舎）
、
『日本の電機産業はこうやって甦る』
（洋泉社）
、
『日本の
電機産業に未来はあるのか』
（洋泉社）
、
『ヘッジファンドの真実』
（洋泉社）
。

若林 秀樹

教授

担当授業科目
・イノベーションを生む企業文化
・ベンチャービジネス論
・業界分析 ・チャネルマネジメント ・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MBA寄附講座

准教授

理工学部経営工学科

理学部第一部教養学科

大西 浩志

准教授

経営学部経営学科

担当授業科目

・データ分析による意思決定

ニューヨーク大学国際教育学修士課程修了。
担当授業科目

・グローバル化と知識交流

ミシガン大学ロス・スクール・オブ・ビジネス商学研究科マーケティング博士課程修了。博士
（マーケティング）
。
担当授業科目

・デジタルマーケティングとソーシャルメディア ・アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

技術系企業の競争戦略策定と実施のため、競争戦略フレームワークを理解し、産業分析能力を習得する。

1

デザインシンキングの概念と手法を習得し、組織として創造力を高めるための創造的能力を身に付ける。

イノベーション志向型マーケティング

必修

1

イノベーションを推進するためのマーケティング分野の最新概念をハイテク分野からの実例を通して学ぶ。

世界の中の日本とアジア

必修

1

世界経済の中の日本とアジアの位置づけを理解し、
マクロ経済学に基づき国際経済情勢を予測できる能力を習得する。

意思決定の経済分析

必修

1

最新の情報技術を活用した経営ツールと共にミクロ経済学を理解し、企業経営に必要な実践能力を身に付ける。

リーダーシップと倫理

必修

1

絶対的統率力を持つリーダーとして備えるべき資質や能力を身に付け、経営戦略や競争戦略の実行を目指す。

グローバル戦略・組織論

必修

1

企業戦略におけるグローバル化対応の観点を学び、戦略策定と組織的に実行する能力を身に付ける。

組織進化論

必修

1

強力なリーダシップモデル例の議論から実現の知見を得るとともに、組織戦略を効果的に実行する方法を学ぶ。

グローバル化と知識交流

必修

1

グローバルに対応するコミュニケーション能力を身に付け、海外顧客や同僚と交流できる能力を習得する。

経営管理会計1

必修

1

財務諸表の基本を理解し、経営観点から金融概念を判断できることを目的とする。経営管理会計1では基本的な金融概念を学ぶ。

経営管理会計2

必修

1

経営管理会計１で習得した知識をもとに、ベンチャー企業および大企業のバランスシート、収益に対する理解を深める。

ベンチャービジネス論

選択

1

創業から成長を経てIPOに至る起業家精神と理念、ベンチャー企業のメカニズムを学び、起業できる能力を身に付ける。

イノベーションの歴史

選択

2

イノベーションの歴史的事実をもとにイノベーションが起こる必要条件と十分条件について、論理的な考察を行う。

起業家精神の原則

選択

2

日米の偉大な起業家の業績を、技術と社会環境の両面で分析・理解することで、戦略的思考力を強化する。

新製品開発に応用する伝統技術

選択

2

日本の伝統技術について歴史や技術的な価値を理解し、
その技術の継承・発展を、現地調査も行いながら学ぶ。

先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

選択

1

従来の「ものづくり」の在り方を考え直すとともに、サプライチェーンのダイナミズムを調べ、組織と社会での実践を議論する。

研究開発組織のマネジメント

選択

2

研究開発組織のマネジメントの在り方をケース討論中心に実施し、戦略的思考力を高めていく。

Ｉ
Ｔの戦略的利用

選択

2

イノベーションの基本であるITの利用と、ITそのもののイノベーションを考え理解し、戦略的IT活用を実行する能力を学ぶ。

ビジネスで成功するための戦略

選択

2

代表的日米企業のケーススタディを通じて、
ビジネスで成功するための知的財産戦略の構築力の涵養を図る。

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

選択

2

各地域・国の特許法等の比較を行い、特徴を理解し、
グローバルに対応した特許権の取得法及び活用法を学ぶ。

ソフトウエアとインターネットビジネス開発

選択

2

革新的将来に向けたソフトウエアとインターネットの原理や可能性を理解し、
その有効な利用法とイノベーションを学ぶ。

2

ライフサイクルの各段階での収益、費用、管理運用を各段階のプロセスの戦略をもとに実際に基づき議論し理解する。

選択

2

独特の仕組みや規制があるバイオ医療関連ビジネスの開発について、
その問題点や課題を理解し、改革の方策を探る。

特許制度の基礎

ダイナミック環境下の知財戦略

選択

2

イノベーションで重要な役割を占める知的財産の位置づけを確認し、変化する環境下での技術と知財の戦略を学ぶ。

ベンチャービジネス論

中小企業論

選択

2

業界分析

中小企業やベンチャー企業特有の経営の要諦を分析・考察し、中小企業のマネジメント能力や中小企業を見る眼を養う。

日本企業の海外展開

選択

2

日本企業の海外展開に関する事例や情勢を分析・考察することで、国際マネジメントを行うための素地を身に付ける。

デザイン関連知財

選択

2

意匠法に加え、不正競争防止法、商標法、著作権法等のデザイン保護に関連する知財法について具体的事例で学ぶ。

デザイン戦略

選択

2

経営戦略・マーケティング等におけるデザインの位置づけを理解し、具体例を通じてデザイン戦略の実践プロセスを学ぶ。

先端技術の知財保護

選択

2

ICTやライフサイエンスなどの先端技術に対する知的財産の保護について、事例を通して基礎的な知識を身に付ける。

特許制度の基礎

選択

2

我が国の特許制度を中心に、特許制度の理念、変遷、課題なども含め、特許制度の基本的な知識や考え方を学ぶ。

組織原則とナレッジマネジメント

選択

2

ナレッジマネジメントの内容、範囲、論点を理解し、組織運営にかかわる情報技術、組織能力、経営理念との関係について検討する。

実践リーダーシップセミナー1
実践リーダーシップセミナー2

Corporate
Entrepreneurship &
Strategy
（MBA）Track

技術戦略
科学と技術
ソフトウェア技術マネジメント
生産技術マネジメント

経営者教育に力点を置き、経営
戦略を策定・実行し、新規事業の
開発やベンチャー起業等によるイノ
ベーションを担える人材の養成を行
います。

エネルギー産業論
医薬産業論
ナノテク産業論
伝統技術考

データ分析による意思決定

選択

2

データ分析の本質と基本を知り、様々なモデリングや分析の手法を学び、科学的な経営判断を行う能力を身に付ける。

グローバルビジネス交渉力

選択

2

英語による海外企業との交渉力の養成を目的にWIN-WIN交渉の基本や異文化間交渉での留意点をロールプレイで学ぶ。

オペレーションズマネジメント

選択

1

世界のエクセレントカンパニーの事例を議論し、
どのようなオペレーションが競争優位の源泉をなしているかを理解する。

業界分析

選択

2

電機、情報、創薬といった業界とその内部にあるエコシステム、個々の企業の競争力をFive Forcesで分析し理解する。

サービス戦略とイノベーション

選択

2

サービスサイエンス、サービス工学を学び、真の顧客ニーズをつかみ統合的な製品とサービスを提供できる能力を身に付ける。

製造業のサービス化

選択

2

企業の成功例・失敗例などのケーススタディを通して、サービス化・エコシステム実現の本質を学び、知見と能力を習得する。

チャネルマネジメント

選択

1

顧客ニーズの聞き出しから流通販売戦略としての直販、代理店、VARとの協業の在り方等を考察し、流通販売チャネルを学ぶ。

ビジネスモデルイノベーション

選択

2

ビジネスモデルのイノベーションの最新の潮流について理解し、革新的ビジネスモデルを策定する能力を身に付ける。

企業合併と買収マネジメント

選択

2

企業買収や合併で予測される問題点を議論し、戦略としてのＭ＆Ａを理解し自身の経営戦略に反映できる能力を学ぶ。

アドバンスド戦略マネジメント

選択

2

長期的な視点の経営戦略を、長い期間成功させている企業に着目し、
その戦略と企業運営について考察する。

コーポレートファイナンスと資本市場

選択

2

資本市場や投資に焦点を当て、現代の金融経済学と財務管理のコア理論を議論・理解することで経営能力の向上を目指す。

ベンチャーファイナンス

選択

1

ベンチャー企業の在り方をファイナンスの観点から理解することで、ベンチャー経営者としてのマネジメント能力を学ぶ。

アドバンスド経済分析

選択

2

経済概念とツール(手段)を様々な経済・産業分野に応用・適用するため、製品やサービス等の経済的分析とその評価を学ぶ。

経営戦略

デジタルマーケティングとソーシャルメディア

選択

1

デジタル時代のルールと技術（サーチマーケティング、
ソーシャルネットワークマーケティング、CRMなど）
を学ぶ。

マーケティング

アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

選択

1

経営組織

最新のマーケティング手法、
ブランドマネージメント、CLV、価格分析、デジタルマーケティング・ソーシャルメディア等を学ぶ。

国際企業法務と戦略

選択

2

日本、米国、欧州諸国、アジアの独占禁止法と会社法の特徴を基礎知識として学び、実際の運用や実情を理解する。

MTI寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、競争戦略、技術戦略、研究開発など具体的知見を学び、競争戦略の策定と実行能力を養成する。

MBA寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、経営戦略、経営財務、組織運営など実務体験を学び、業界の知識と情報の整理を行う。

実践リーダーシップセミナー 1-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 1-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 3-1

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

技術倫理・哲学
技術・産業特論Ａ
技術・産業特論Ｂ
バイオ医療のビジネス開発

General
Management

リーダーシップ
財務会計
管理会計
コーポレートファイナンス
技術系経営者論
ビジネスエコノミクス
マネジメント古典リーディング
マーケティング発想力
マネジメント特論Ａ
マネジメント特論Ｂ
世界の中の日本とアジア

実践リーダーシップセミナー 3-2

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

プロジェクト 1

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

プロジェクト 2

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

オペレーションズマネジメント

プロジェクト 3

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

中小企業論

プロジェクト 4

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

意思決定の経済分析

イノベーション・起業領域

戦略と組織領域

運営とシステム領域

担当授業科目
・世界の中の日本とアジア
・アドバンスド経済分析

教授

Teachers Prof iles

・意思決定の経済分析
・プロジェクト 1〜4

昭和60年長岡技術科学大学大学院工学研究科修士課程電子機器工学専攻修了、日本ア
イ・ビー・エム入社。知的財産評価、大型計算機開発、新規技術コンサルティング、新規事業開
発担当などを経て、平成13年に技術理事に就任。平成12年米国IBM、技術ストラテジー部門
勤務。平成22年セールスフォース・ドットコム、常務執行役員、先進技術ソリューション本部長な
どを務める。この間、電気通信大学、長岡技術科学大学の非常勤講師、産業技術総合研究
所幹事のグリッド協議会副会長、
ものこと双発学会理事など就任。平成29年より現職。著書
に「REXX自由自在」
（サイエンス社）や、ブログで「SE関のノーツ／ドミノ徒然草」
（ IBM
developerWorks）、
「クラウド的な世界へ」
（IT Media、オルタナティブブログ）
など多数。

関 孝則

選択

演習科目

榎本 のぞみ 講師

東京理科大学理工学研究科物理学専攻博士課程修了。博士
（理学）
。

1

必修

バイオ医療のビジネス開発

マネジメント基礎

石垣 綾

必修

デザイン思考

ライフサイクルマネジメント

ベンチャーファイナンス

技術者および技術に関連する企業人
が、広く経営に関する基本的な知識とも
のの見方・考え方を学ぶために必要な授
業科目を配置します。技術をベースにした
マネジメント全体を学び、
ＭＯＴを実践して
いくために必要な授業領域です。

内容

プロトタイピングの本質と手法を学び、ケーススタディを用いたグループワークを通して幅広い能力を身に付ける。

チャネルマネジメント

マネジメント
領域（18科目）

イノベーション志向型競争戦略

▼

社内に新規事業を立ち上げる際に必要となる知識・知見を実例を通して習得し、戦略的思考能力を身に付ける。

コンセプト創造の概念定義に関する講義とケーススタディによりコンセプト創造の本質と方法論を理解する。

ライフサイクルマネジメント

技術とは何か。普段問われることのない
この質問を自らに問うことによって、技術
やその基盤となる科学の深みや広がりを
認識するはずです。
また産業が異なれば
用いられる技術はもちろん、技術に対す
る考え方も違います。技術そのもの、
そし
て産業ごとの技術とその方向性への理
解を深めるための授業領域です。

1

2

企業合併と買収マネジメント

昭和61年東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻修了。
（ 株）野村総合

単位数

2

アドバンスド経済分析

技術・産業
領域（12科目）

必修

選択

先端技術の知財保護

島田 直樹

▼

イノベーションを生む企業文化

選択

国際企業法務と戦略

担当授業科目
・イノベーション志向型競争戦略
・グローバル戦略・組織論
・組織進化論
・プロジェクト 1〜4

科目名

プロトタイピングと製品・サービス開発

デザイン関連知財
平成5年一橋大学商学部商学科卒業。平成10年マサチューセッツ工科大
学スローン経営大学大学院修了。アップルコンピュータ
（株）
（
、株）
ボストンコ
ンサルティンググループなどを経て、平成13年
（株）
ピー・アンド・イー・ディレクシ
ョンズを起業・代表取締役。上場企業の社外取締役、顧問、事業支援を数多
く歴任。平成29年より現職。著書に
『イノベーション・ダイナミクス』
（共訳・有
斐閣）
、
「 医療サービスの多様化と実践〜患者は何を求めているのか」
（日本
医療企画出版）
がある。

▼

コンセプト創造と新規事業開発

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

担当授業科目
・ビジネスで成功するための戦略
・グローバルビジネス交渉力
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

〈略歴〉
1971-1976 Yale Universty New Haven,CT,USA / 1978-1984
Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA,USA / 1976-1977
Federal Reserve Bank / 1977-1978 Chase Manhattan Bank / 1981-1982
Bank of Japan / 1983-1989 international Monetary Fund / 1989-1997
Salomon Brothers Asia Securities / 1998- Morgan Stanley MUFG Securities
〈著書〉
『フェルドマン博士の日本経済最新講義』
（文芸春秋社）、
『フェルドマン式知
的生産術』
（プレジデント社）
、
『 一流アナリストの「7つ道具」（
』プレジデント社）

担当授業科目
・研究開発組織のマネジメント
・ITの戦略的利用
・ソフトウエアとインターネットビジネス開発 ・サービス戦略とイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院理学系研究科化学専門課
程修士課程修了後、昭和５７年に特許庁に入庁し、電気材料、電池、金属、
医薬、有機材料、無機材料などさまざまな分野の審査・審判に携わる。平成
11年に財団法人知的財産研究所研究部長、平成13年に一橋大学国際企
業戦略研究科助教授を経て、平成15年に特許庁に帰任し、特許審査第三
部の管理職を歴任。審査基準室長、医療上席審査長、特許審査第三部首
席審査長を経て、平成２３年１月より特許審査第三部長。平成２４年７月に特
許庁を辞職、同月弁理士登録。平成２５年４月より現職。海外を含めた特許制
度や特許政策、医療・バイオ関係の特許に関する論文多数。

淺見 節子

教授

担当授業科目
・先端技術の知財保護
・特許制度の基礎
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

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。

宮永 博史

教授

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。知的財産管理技能検定委員。著書に
『知的財産のデューデ
リジェンス』
（共著／秀和システム）
、
『知財戦略の基本と仕組み』
（編著／秀和
システム）
、
『 IT知財と法務』
（共著/日刊工業新聞）
、
『 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。

鈴木 公明

教授

担当授業科目
・デザイン思考
・デザイン戦略
・プロジェクト 1〜4

担当授業科目
・プロトタイピングと製品・サービス開発 ・コンセプト創造と新規事業開発
・ビジネスモデルイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。

岸本 太一

講師

・デザイン関連知財
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

担当授業科目
・中小企業論
・日本企業の海外展開
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

工学博士（課程）。東京理科大学大学院理学研究科物理学専攻修士課程修了。米国フランクリ
ン・ピアース・ロー・センター（現：Franklin Pierce IP Center at The University of New
Hampshire School of Law）知的財産修士（US MIP）課程修了。企業、特許事務所（米国法律
事務所で実務経験を重ねる）、及び東京理科大学知的財産本部知財マネージャーを経て現職。著
書に、
『 東京理科大学・坊ちゃん選書「もの」から「知財」の時代へ』、論文に、
『ソフトウエア特許によ
るイノベーションの促進および阻害についての一考察』
（知財管理誌）、
『 情報通信・エレクトロニク
ス産業の発展を阻害するパテントトロールへの対応策』
（日本経営工学会論文誌）などがある。

平塚 三好

田中 芳夫

嘱託教授

教授

担当授業科目
・ビジネスモデルのためのグローバルＩ
Ｐシステム
・国際企業法務と戦略
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。
担当授業科目 ・リーダーシップと倫理

徳重 桃子

非常勤講師

上智大学文学部哲学科卒業。
コンサルティング会社勤務を経て、平成8年SRI インターナショナル入社。平成14年より、
ストラテジック・ビジネス・インサイツ
（旧SRIコンサルティング・ビジネス・
インテリジェンス）
のディレクターとなる。平成16年助教授として就任し、平成18年より教授、平成30年4月より非常勤講師として着任予定。商品開発、
ブランド力診断、
アイディエーションワーク
ショップなど、
マーケティング戦略・事業開発のプロジェクトおよびJapan-VALSをリード・運営。食品、家電、通信機器、医薬品、車、住宅等の分野でのプロジェクト経験が豊富。
担当授業科目 ・イノベーション志向型マーケティング

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

教員紹介

昭和51年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。昭和58年早稲田大
学大学院工学研究科博士後期課程修了。昭和58年東京都立商科短期大
学講師・助教授を務める。昭和63年上智大学経済学部助教授・教授を務め
る。
この間ミュンヘン大学客員教授を務める。平成29年より現職。著書に
『日
本型SCMのベストプラクティス』
（編著・丸善プラネット）
『 需要予測』
（単著・
実教出版）
『サプライチェーンロジティクスの理論』
（編著・丸善プラネット）
『経
営科学』
（単著・実教出版）
。

※平成30年度新専攻就任予定の教員を掲載しています。

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務める。

昭和56年国家公務員上級甲種（薬学）合格、昭和57年東京理科大学薬学部卒業、経済産
業省特許庁入庁、審査官、審判官を経て、平成9年審判部書記課長補佐、平成15年特許審
査第二部上席総括審査官（室長）、同年10月政策研究大学院大学助教授、平成17年東京
理科大学大学院MIP 教授、現在に至る。公職歴は知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブランド
専門調査会委員、
ＩＴ戦略本部農業分科会構成員、農林水産省知的財産戦略検討会委員な
ど。著書に『社会と知的財産』
（共著/財団法人放送大学教育振興会）、
『デジタル時代の知的
資産マネジメント』
（共著／白桃書房）など多数。平成１８年度東京財団研究助成対象、平成２０
年（財）機械産業記念事業財団第1回知的財産学術奨励賞（日本知財学会特別賞）受賞。

生越 由美

教授

担当授業科目
・新製品開発に応用する伝統技術
・ダイナミック環境下の知財戦略
・プロジェクト 1〜4

・バイオ医療のビジネス開発
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

▼

科目区分

コンセプトイノベーション
領域（12科目）

▼

科目名

コンセプト創造論
開発・プロトタイプ論
技術・市場ダイナミクス
産業財イノベーション

新しい製品や事業のコンセプトを自ら創
造し、
プロトタイピングによって実現してい
くというコンセプト主導型のイノベーション
を学ぶために必要な授業科目を配置しま
す。
グローバル化時代におけるＭＯＴを実
践するリーダーにとって不可欠な授業領
域です。

サービスイノベーション
デザイン戦略
ナレッジマネジメント
ビジネスモデルイノベーション

▼

科目区分

コア科目

担当授業科目
・イノベーションの歴史
・起業家精神の原則
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

Robert Alan
Feldman 教授

Curriculum
︻ 新 カ リ キュラ ム ︼

教授

教授

より経 済・経 営 に 力 点 を 移し、 教 育・研 究 の 高 度 化 を 加 速
︻ 旧 カ リ キュラ ム ︼

橘川 武郎

荒木 勉

担当授業科目
・先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント
・オペレーションズマネジメント
・ライフサイクルマネジメント
・製造業のサービス化
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MTI寄附講座

MTI類

MBA類

コンセプトイノベーション特論A
コンセプトイノベーション特論B
コンセプトイノベーション特論C
先端的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

佐々木 圭吾

教授

担当授業科目
・組織原則とナレッジマネジメント
・アドバンスド戦略マネジメント
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

イノベーションフィールド
領域（28科目）

イノベーションプロセス論
新事業開発論
開発組織マネジメント
プロジェクトマネジメント

企業経営の現場で生じているイノベー
ションプロセスを多面的かつ立体的に分
析し、理解を深めるために必要な授業科
目を配置します。現実の事例に基づいて
イノベーションを起こすプロセスについて
学び、
背景にある論理を抽出していくため
の授業領域です。

グローバル技術経営論
起業家論

トラック科目

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』、
『みん
なの経営学』
など。

ベンチャーマネジメント
知的財産マネジメント

Management of
Technology &
Innovation
（MTI）Track
主に理工系出身の上級技術者や
技術担当役員志向のマネージャー
層を対象とし、新技術から製品化
までのステップにおけるイノベーショ
ンを担える人材の養成を行います。

イノベーションの歴史
イノベーションフィールド特論A
イノベーションフィールド特論B
イノベーションフィールド特論C
グローバルビジネス交渉力
ビジネスで成功するための戦略

早稲田大学政治経済学部政治学科及び東京都立大学法学部法律学科卒。
筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了
（企業法学専攻）
。Oxford大学
St.Peter s校にて同大知的財産研究所初代所長Peter Hayward氏に師事。
日立製作所、
国際事業本部及び知的財産権本部にて23年間半導体分野を
中心とする国際ライセンス交渉並びに国際特許侵害訴訟の遂行及び和解交
渉に従事。平成22年株式会社日立国際電気 知的財産権本部本部長。平成
24年4月より現職。平成24年2月日本ライセンス協会副会長に就任。

荻野 誠

教授

昭和56年早稲田大学法学部卒業。昭和56年日本債券信用銀行
（現 あお
ぞら銀行）
入社。平成7年シュローダー・インベストメント・ジャパン。平成13年プ
ルーデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン。平成15年(株)ファルコ
ン・コンサルティング。平成19年東京大学大学院法学政治学研究科修了。
平成24年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士課程後期終了。平
成29年より現職。著書に
『近未来の企業経営の諸相-2025年-』
（共著・中
央経済社）
、
『チャレンジする東大法科大学院生』
（共著・商事法務）
。

宮永 雅好

教授

担当授業科目
・経営管理会計1
・企業合併と買収マネジメント
・ベンチャーファイナンス
・プロジェクト 1〜4

教授

研究所主任研究員、
（株）
JPモルガン証券マネージングディレクター株式調査部長、
（株）
みずほ証券ヘッドオブリサーチ・チーフアナリスト、
平成17年 投資運用会社を共同設立し、
最高運用責任者、代表取締役を経て、平成26年（株）
サークルクロスコーポレーション

・経営管理会計2
・コーポレートファイナンスと資本市場
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

設立。平成29年より現職。
その間、
日経新聞等の人気アナリストランキングで電機部門
1位5回や、本学非常勤講師、一般社団法人半導体産業研究所諮問委員など。主な
著書に
『経営重心』
（幻冬舎）
、
『日本の電機産業はこうやって甦る』
（洋泉社）
、
『日本の
電機産業に未来はあるのか』
（洋泉社）
、
『ヘッジファンドの真実』
（洋泉社）
。

若林 秀樹

教授

担当授業科目
・イノベーションを生む企業文化
・ベンチャービジネス論
・業界分析 ・チャネルマネジメント ・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MBA寄附講座

准教授

理工学部経営工学科

理学部第一部教養学科

大西 浩志

准教授

経営学部経営学科

担当授業科目

・データ分析による意思決定

ニューヨーク大学国際教育学修士課程修了。
担当授業科目

・グローバル化と知識交流

ミシガン大学ロス・スクール・オブ・ビジネス商学研究科マーケティング博士課程修了。博士
（マーケティング）
。
担当授業科目

・デジタルマーケティングとソーシャルメディア ・アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

技術系企業の競争戦略策定と実施のため、競争戦略フレームワークを理解し、産業分析能力を習得する。

1

デザインシンキングの概念と手法を習得し、組織として創造力を高めるための創造的能力を身に付ける。

イノベーション志向型マーケティング

必修

1

イノベーションを推進するためのマーケティング分野の最新概念をハイテク分野からの実例を通して学ぶ。

世界の中の日本とアジア

必修

1

世界経済の中の日本とアジアの位置づけを理解し、
マクロ経済学に基づき国際経済情勢を予測できる能力を習得する。

意思決定の経済分析

必修

1

最新の情報技術を活用した経営ツールと共にミクロ経済学を理解し、企業経営に必要な実践能力を身に付ける。

リーダーシップと倫理

必修

1

絶対的統率力を持つリーダーとして備えるべき資質や能力を身に付け、経営戦略や競争戦略の実行を目指す。

グローバル戦略・組織論

必修

1

企業戦略におけるグローバル化対応の観点を学び、戦略策定と組織的に実行する能力を身に付ける。

組織進化論

必修

1

強力なリーダシップモデル例の議論から実現の知見を得るとともに、組織戦略を効果的に実行する方法を学ぶ。

グローバル化と知識交流

必修

1

グローバルに対応するコミュニケーション能力を身に付け、海外顧客や同僚と交流できる能力を習得する。

経営管理会計1

必修

1

財務諸表の基本を理解し、経営観点から金融概念を判断できることを目的とする。経営管理会計1では基本的な金融概念を学ぶ。

経営管理会計2

必修

1

経営管理会計１で習得した知識をもとに、ベンチャー企業および大企業のバランスシート、収益に対する理解を深める。

ベンチャービジネス論

選択

1

創業から成長を経てIPOに至る起業家精神と理念、ベンチャー企業のメカニズムを学び、起業できる能力を身に付ける。

イノベーションの歴史

選択

2

イノベーションの歴史的事実をもとにイノベーションが起こる必要条件と十分条件について、論理的な考察を行う。

起業家精神の原則

選択

2

日米の偉大な起業家の業績を、技術と社会環境の両面で分析・理解することで、戦略的思考力を強化する。

新製品開発に応用する伝統技術

選択

2

日本の伝統技術について歴史や技術的な価値を理解し、
その技術の継承・発展を、現地調査も行いながら学ぶ。

先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

選択

1

従来の「ものづくり」の在り方を考え直すとともに、サプライチェーンのダイナミズムを調べ、組織と社会での実践を議論する。

研究開発組織のマネジメント

選択

2

研究開発組織のマネジメントの在り方をケース討論中心に実施し、戦略的思考力を高めていく。

Ｉ
Ｔの戦略的利用

選択

2

イノベーションの基本であるITの利用と、ITそのもののイノベーションを考え理解し、戦略的IT活用を実行する能力を学ぶ。

ビジネスで成功するための戦略

選択

2

代表的日米企業のケーススタディを通じて、
ビジネスで成功するための知的財産戦略の構築力の涵養を図る。

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

選択

2

各地域・国の特許法等の比較を行い、特徴を理解し、
グローバルに対応した特許権の取得法及び活用法を学ぶ。

ソフトウエアとインターネットビジネス開発

選択

2

革新的将来に向けたソフトウエアとインターネットの原理や可能性を理解し、
その有効な利用法とイノベーションを学ぶ。

2

ライフサイクルの各段階での収益、費用、管理運用を各段階のプロセスの戦略をもとに実際に基づき議論し理解する。

選択

2

独特の仕組みや規制があるバイオ医療関連ビジネスの開発について、
その問題点や課題を理解し、改革の方策を探る。

特許制度の基礎

ダイナミック環境下の知財戦略

選択

2

イノベーションで重要な役割を占める知的財産の位置づけを確認し、変化する環境下での技術と知財の戦略を学ぶ。

ベンチャービジネス論

中小企業論

選択

2

業界分析

中小企業やベンチャー企業特有の経営の要諦を分析・考察し、中小企業のマネジメント能力や中小企業を見る眼を養う。

日本企業の海外展開

選択

2

日本企業の海外展開に関する事例や情勢を分析・考察することで、国際マネジメントを行うための素地を身に付ける。

デザイン関連知財

選択

2

意匠法に加え、不正競争防止法、商標法、著作権法等のデザイン保護に関連する知財法について具体的事例で学ぶ。

デザイン戦略

選択

2

経営戦略・マーケティング等におけるデザインの位置づけを理解し、具体例を通じてデザイン戦略の実践プロセスを学ぶ。

先端技術の知財保護

選択

2

ICTやライフサイエンスなどの先端技術に対する知的財産の保護について、事例を通して基礎的な知識を身に付ける。

特許制度の基礎

選択

2

我が国の特許制度を中心に、特許制度の理念、変遷、課題なども含め、特許制度の基本的な知識や考え方を学ぶ。

組織原則とナレッジマネジメント

選択

2

ナレッジマネジメントの内容、範囲、論点を理解し、組織運営にかかわる情報技術、組織能力、経営理念との関係について検討する。

実践リーダーシップセミナー1
実践リーダーシップセミナー2

Corporate
Entrepreneurship &
Strategy
（MBA）Track

技術戦略
科学と技術
ソフトウェア技術マネジメント
生産技術マネジメント

経営者教育に力点を置き、経営
戦略を策定・実行し、新規事業の
開発やベンチャー起業等によるイノ
ベーションを担える人材の養成を行
います。

エネルギー産業論
医薬産業論
ナノテク産業論
伝統技術考

データ分析による意思決定

選択

2

データ分析の本質と基本を知り、様々なモデリングや分析の手法を学び、科学的な経営判断を行う能力を身に付ける。

グローバルビジネス交渉力

選択

2

英語による海外企業との交渉力の養成を目的にWIN-WIN交渉の基本や異文化間交渉での留意点をロールプレイで学ぶ。

オペレーションズマネジメント

選択

1

世界のエクセレントカンパニーの事例を議論し、
どのようなオペレーションが競争優位の源泉をなしているかを理解する。

業界分析

選択

2

電機、情報、創薬といった業界とその内部にあるエコシステム、個々の企業の競争力をFive Forcesで分析し理解する。

サービス戦略とイノベーション

選択

2

サービスサイエンス、サービス工学を学び、真の顧客ニーズをつかみ統合的な製品とサービスを提供できる能力を身に付ける。

製造業のサービス化

選択

2

企業の成功例・失敗例などのケーススタディを通して、サービス化・エコシステム実現の本質を学び、知見と能力を習得する。

チャネルマネジメント

選択

1

顧客ニーズの聞き出しから流通販売戦略としての直販、代理店、VARとの協業の在り方等を考察し、流通販売チャネルを学ぶ。

ビジネスモデルイノベーション

選択

2

ビジネスモデルのイノベーションの最新の潮流について理解し、革新的ビジネスモデルを策定する能力を身に付ける。

企業合併と買収マネジメント

選択

2

企業買収や合併で予測される問題点を議論し、戦略としてのＭ＆Ａを理解し自身の経営戦略に反映できる能力を学ぶ。

アドバンスド戦略マネジメント

選択

2

長期的な視点の経営戦略を、長い期間成功させている企業に着目し、
その戦略と企業運営について考察する。

コーポレートファイナンスと資本市場

選択

2

資本市場や投資に焦点を当て、現代の金融経済学と財務管理のコア理論を議論・理解することで経営能力の向上を目指す。

ベンチャーファイナンス

選択

1

ベンチャー企業の在り方をファイナンスの観点から理解することで、ベンチャー経営者としてのマネジメント能力を学ぶ。

アドバンスド経済分析

選択

2

経済概念とツール(手段)を様々な経済・産業分野に応用・適用するため、製品やサービス等の経済的分析とその評価を学ぶ。

経営戦略

デジタルマーケティングとソーシャルメディア

選択

1

デジタル時代のルールと技術（サーチマーケティング、
ソーシャルネットワークマーケティング、CRMなど）
を学ぶ。

マーケティング

アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

選択

1

経営組織

最新のマーケティング手法、
ブランドマネージメント、CLV、価格分析、デジタルマーケティング・ソーシャルメディア等を学ぶ。

国際企業法務と戦略

選択

2

日本、米国、欧州諸国、アジアの独占禁止法と会社法の特徴を基礎知識として学び、実際の運用や実情を理解する。

MTI寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、競争戦略、技術戦略、研究開発など具体的知見を学び、競争戦略の策定と実行能力を養成する。

MBA寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、経営戦略、経営財務、組織運営など実務体験を学び、業界の知識と情報の整理を行う。

実践リーダーシップセミナー 1-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 1-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 3-1

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

技術倫理・哲学
技術・産業特論Ａ
技術・産業特論Ｂ
バイオ医療のビジネス開発

General
Management

リーダーシップ
財務会計
管理会計
コーポレートファイナンス
技術系経営者論
ビジネスエコノミクス
マネジメント古典リーディング
マーケティング発想力
マネジメント特論Ａ
マネジメント特論Ｂ
世界の中の日本とアジア

実践リーダーシップセミナー 3-2

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

プロジェクト 1

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

プロジェクト 2

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

オペレーションズマネジメント

プロジェクト 3

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

中小企業論

プロジェクト 4

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

意思決定の経済分析

イノベーション・起業領域

戦略と組織領域

運営とシステム領域

担当授業科目
・世界の中の日本とアジア
・アドバンスド経済分析

教授

Teachers Prof iles

・意思決定の経済分析
・プロジェクト 1〜4

昭和60年長岡技術科学大学大学院工学研究科修士課程電子機器工学専攻修了、日本ア
イ・ビー・エム入社。知的財産評価、大型計算機開発、新規技術コンサルティング、新規事業開
発担当などを経て、平成13年に技術理事に就任。平成12年米国IBM、技術ストラテジー部門
勤務。平成22年セールスフォース・ドットコム、常務執行役員、先進技術ソリューション本部長な
どを務める。この間、電気通信大学、長岡技術科学大学の非常勤講師、産業技術総合研究
所幹事のグリッド協議会副会長、
ものこと双発学会理事など就任。平成29年より現職。著書
に「REXX自由自在」
（サイエンス社）や、ブログで「SE関のノーツ／ドミノ徒然草」
（ IBM
developerWorks）、
「クラウド的な世界へ」
（IT Media、オルタナティブブログ）
など多数。

関 孝則

選択

演習科目

榎本 のぞみ 講師

東京理科大学理工学研究科物理学専攻博士課程修了。博士
（理学）
。

1

必修

バイオ医療のビジネス開発

マネジメント基礎

石垣 綾

必修

デザイン思考

ライフサイクルマネジメント

ベンチャーファイナンス

技術者および技術に関連する企業人
が、広く経営に関する基本的な知識とも
のの見方・考え方を学ぶために必要な授
業科目を配置します。技術をベースにした
マネジメント全体を学び、
ＭＯＴを実践して
いくために必要な授業領域です。

内容

プロトタイピングの本質と手法を学び、ケーススタディを用いたグループワークを通して幅広い能力を身に付ける。

チャネルマネジメント

マネジメント
領域（18科目）

イノベーション志向型競争戦略

▼

社内に新規事業を立ち上げる際に必要となる知識・知見を実例を通して習得し、戦略的思考能力を身に付ける。

コンセプト創造の概念定義に関する講義とケーススタディによりコンセプト創造の本質と方法論を理解する。

ライフサイクルマネジメント

技術とは何か。普段問われることのない
この質問を自らに問うことによって、技術
やその基盤となる科学の深みや広がりを
認識するはずです。
また産業が異なれば
用いられる技術はもちろん、技術に対す
る考え方も違います。技術そのもの、
そし
て産業ごとの技術とその方向性への理
解を深めるための授業領域です。

1

2

企業合併と買収マネジメント

昭和61年東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻修了。
（ 株）野村総合

単位数

2

アドバンスド経済分析

技術・産業
領域（12科目）

必修

選択

先端技術の知財保護

島田 直樹

▼

イノベーションを生む企業文化

選択

国際企業法務と戦略

担当授業科目
・イノベーション志向型競争戦略
・グローバル戦略・組織論
・組織進化論
・プロジェクト 1〜4

科目名

プロトタイピングと製品・サービス開発

デザイン関連知財
平成5年一橋大学商学部商学科卒業。平成10年マサチューセッツ工科大
学スローン経営大学大学院修了。アップルコンピュータ
（株）
（
、株）
ボストンコ
ンサルティンググループなどを経て、平成13年
（株）
ピー・アンド・イー・ディレクシ
ョンズを起業・代表取締役。上場企業の社外取締役、顧問、事業支援を数多
く歴任。平成29年より現職。著書に
『イノベーション・ダイナミクス』
（共訳・有
斐閣）
、
「 医療サービスの多様化と実践〜患者は何を求めているのか」
（日本
医療企画出版）
がある。

▼

コンセプト創造と新規事業開発

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

担当授業科目
・ビジネスで成功するための戦略
・グローバルビジネス交渉力
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

〈略歴〉
1971-1976 Yale Universty New Haven,CT,USA / 1978-1984
Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA,USA / 1976-1977
Federal Reserve Bank / 1977-1978 Chase Manhattan Bank / 1981-1982
Bank of Japan / 1983-1989 international Monetary Fund / 1989-1997
Salomon Brothers Asia Securities / 1998- Morgan Stanley MUFG Securities
〈著書〉
『フェルドマン博士の日本経済最新講義』
（文芸春秋社）、
『フェルドマン式知
的生産術』
（プレジデント社）
、
『 一流アナリストの「7つ道具」（
』プレジデント社）

担当授業科目
・研究開発組織のマネジメント
・ITの戦略的利用
・ソフトウエアとインターネットビジネス開発 ・サービス戦略とイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院理学系研究科化学専門課
程修士課程修了後、昭和５７年に特許庁に入庁し、電気材料、電池、金属、
医薬、有機材料、無機材料などさまざまな分野の審査・審判に携わる。平成
11年に財団法人知的財産研究所研究部長、平成13年に一橋大学国際企
業戦略研究科助教授を経て、平成15年に特許庁に帰任し、特許審査第三
部の管理職を歴任。審査基準室長、医療上席審査長、特許審査第三部首
席審査長を経て、平成２３年１月より特許審査第三部長。平成２４年７月に特
許庁を辞職、同月弁理士登録。平成２５年４月より現職。海外を含めた特許制
度や特許政策、医療・バイオ関係の特許に関する論文多数。

淺見 節子

教授

担当授業科目
・先端技術の知財保護
・特許制度の基礎
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

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。

宮永 博史

教授

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。知的財産管理技能検定委員。著書に
『知的財産のデューデ
リジェンス』
（共著／秀和システム）
、
『知財戦略の基本と仕組み』
（編著／秀和
システム）
、
『 IT知財と法務』
（共著/日刊工業新聞）
、
『 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。

鈴木 公明

教授

担当授業科目
・デザイン思考
・デザイン戦略
・プロジェクト 1〜4

担当授業科目
・プロトタイピングと製品・サービス開発 ・コンセプト創造と新規事業開発
・ビジネスモデルイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。

岸本 太一

講師

・デザイン関連知財
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

担当授業科目
・中小企業論
・日本企業の海外展開
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

工学博士（課程）。東京理科大学大学院理学研究科物理学専攻修士課程修了。米国フランクリ
ン・ピアース・ロー・センター（現：Franklin Pierce IP Center at The University of New
Hampshire School of Law）知的財産修士（US MIP）課程修了。企業、特許事務所（米国法律
事務所で実務経験を重ねる）、及び東京理科大学知的財産本部知財マネージャーを経て現職。著
書に、
『 東京理科大学・坊ちゃん選書「もの」から「知財」の時代へ』、論文に、
『ソフトウエア特許によ
るイノベーションの促進および阻害についての一考察』
（知財管理誌）、
『 情報通信・エレクトロニク
ス産業の発展を阻害するパテントトロールへの対応策』
（日本経営工学会論文誌）などがある。

平塚 三好

田中 芳夫

嘱託教授

教授

担当授業科目
・ビジネスモデルのためのグローバルＩ
Ｐシステム
・国際企業法務と戦略
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。
担当授業科目 ・リーダーシップと倫理

徳重 桃子

非常勤講師

上智大学文学部哲学科卒業。
コンサルティング会社勤務を経て、平成8年SRI インターナショナル入社。平成14年より、
ストラテジック・ビジネス・インサイツ
（旧SRIコンサルティング・ビジネス・
インテリジェンス）
のディレクターとなる。平成16年助教授として就任し、平成18年より教授、平成30年4月より非常勤講師として着任予定。商品開発、
ブランド力診断、
アイディエーションワーク
ショップなど、
マーケティング戦略・事業開発のプロジェクトおよびJapan-VALSをリード・運営。食品、家電、通信機器、医薬品、車、住宅等の分野でのプロジェクト経験が豊富。
担当授業科目 ・イノベーション志向型マーケティング

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

教員紹介

昭和51年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。昭和58年早稲田大
学大学院工学研究科博士後期課程修了。昭和58年東京都立商科短期大
学講師・助教授を務める。昭和63年上智大学経済学部助教授・教授を務め
る。
この間ミュンヘン大学客員教授を務める。平成29年より現職。著書に
『日
本型SCMのベストプラクティス』
（編著・丸善プラネット）
『 需要予測』
（単著・
実教出版）
『サプライチェーンロジティクスの理論』
（編著・丸善プラネット）
『経
営科学』
（単著・実教出版）
。

※平成30年度新専攻就任予定の教員を掲載しています。

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務める。

昭和56年国家公務員上級甲種（薬学）合格、昭和57年東京理科大学薬学部卒業、経済産
業省特許庁入庁、審査官、審判官を経て、平成9年審判部書記課長補佐、平成15年特許審
査第二部上席総括審査官（室長）、同年10月政策研究大学院大学助教授、平成17年東京
理科大学大学院MIP 教授、現在に至る。公職歴は知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブランド
専門調査会委員、
ＩＴ戦略本部農業分科会構成員、農林水産省知的財産戦略検討会委員な
ど。著書に『社会と知的財産』
（共著/財団法人放送大学教育振興会）、
『デジタル時代の知的
資産マネジメント』
（共著／白桃書房）など多数。平成１８年度東京財団研究助成対象、平成２０
年（財）機械産業記念事業財団第1回知的財産学術奨励賞（日本知財学会特別賞）受賞。

生越 由美

教授

担当授業科目
・新製品開発に応用する伝統技術
・ダイナミック環境下の知財戦略
・プロジェクト 1〜4

・バイオ医療のビジネス開発
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

▼

科目区分

コンセプトイノベーション
領域（12科目）

▼

科目名

コンセプト創造論
開発・プロトタイプ論
技術・市場ダイナミクス
産業財イノベーション

新しい製品や事業のコンセプトを自ら創
造し、
プロトタイピングによって実現してい
くというコンセプト主導型のイノベーション
を学ぶために必要な授業科目を配置しま
す。
グローバル化時代におけるＭＯＴを実
践するリーダーにとって不可欠な授業領
域です。

サービスイノベーション
デザイン戦略
ナレッジマネジメント
ビジネスモデルイノベーション

▼

科目区分

コア科目

担当授業科目
・イノベーションの歴史
・起業家精神の原則
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

Robert Alan
Feldman 教授

Curriculum
︻ 新 カ リ キュラ ム ︼

教授

教授

より経 済・経 営 に 力 点 を 移し、 教 育・研 究 の 高 度 化 を 加 速
︻ 旧 カ リ キュラ ム ︼

橘川 武郎

荒木 勉

担当授業科目
・先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント
・オペレーションズマネジメント
・ライフサイクルマネジメント
・製造業のサービス化
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MTI寄附講座

MTI類

MBA類

コンセプトイノベーション特論A
コンセプトイノベーション特論B
コンセプトイノベーション特論C
先端的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

佐々木 圭吾

教授

担当授業科目
・組織原則とナレッジマネジメント
・アドバンスド戦略マネジメント
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

イノベーションフィールド
領域（28科目）

イノベーションプロセス論
新事業開発論
開発組織マネジメント
プロジェクトマネジメント

企業経営の現場で生じているイノベー
ションプロセスを多面的かつ立体的に分
析し、理解を深めるために必要な授業科
目を配置します。現実の事例に基づいて
イノベーションを起こすプロセスについて
学び、
背景にある論理を抽出していくため
の授業領域です。

グローバル技術経営論
起業家論

トラック科目

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』、
『みん
なの経営学』
など。

ベンチャーマネジメント
知的財産マネジメント

Management of
Technology &
Innovation
（MTI）Track
主に理工系出身の上級技術者や
技術担当役員志向のマネージャー
層を対象とし、新技術から製品化
までのステップにおけるイノベーショ
ンを担える人材の養成を行います。

イノベーションの歴史
イノベーションフィールド特論A
イノベーションフィールド特論B
イノベーションフィールド特論C
グローバルビジネス交渉力
ビジネスで成功するための戦略

早稲田大学政治経済学部政治学科及び東京都立大学法学部法律学科卒。
筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了
（企業法学専攻）
。Oxford大学
St.Peter s校にて同大知的財産研究所初代所長Peter Hayward氏に師事。
日立製作所、
国際事業本部及び知的財産権本部にて23年間半導体分野を
中心とする国際ライセンス交渉並びに国際特許侵害訴訟の遂行及び和解交
渉に従事。平成22年株式会社日立国際電気 知的財産権本部本部長。平成
24年4月より現職。平成24年2月日本ライセンス協会副会長に就任。

荻野 誠

教授

昭和56年早稲田大学法学部卒業。昭和56年日本債券信用銀行
（現 あお
ぞら銀行）
入社。平成7年シュローダー・インベストメント・ジャパン。平成13年プ
ルーデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン。平成15年(株)ファルコ
ン・コンサルティング。平成19年東京大学大学院法学政治学研究科修了。
平成24年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士課程後期終了。平
成29年より現職。著書に
『近未来の企業経営の諸相-2025年-』
（共著・中
央経済社）
、
『チャレンジする東大法科大学院生』
（共著・商事法務）
。

宮永 雅好

教授

担当授業科目
・経営管理会計1
・企業合併と買収マネジメント
・ベンチャーファイナンス
・プロジェクト 1〜4

教授

研究所主任研究員、
（株）
JPモルガン証券マネージングディレクター株式調査部長、
（株）
みずほ証券ヘッドオブリサーチ・チーフアナリスト、
平成17年 投資運用会社を共同設立し、
最高運用責任者、代表取締役を経て、平成26年（株）
サークルクロスコーポレーション

・経営管理会計2
・コーポレートファイナンスと資本市場
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

設立。平成29年より現職。
その間、
日経新聞等の人気アナリストランキングで電機部門
1位5回や、本学非常勤講師、一般社団法人半導体産業研究所諮問委員など。主な
著書に
『経営重心』
（幻冬舎）
、
『日本の電機産業はこうやって甦る』
（洋泉社）
、
『日本の
電機産業に未来はあるのか』
（洋泉社）
、
『ヘッジファンドの真実』
（洋泉社）
。

若林 秀樹

教授

担当授業科目
・イノベーションを生む企業文化
・ベンチャービジネス論
・業界分析 ・チャネルマネジメント ・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4
・MBA寄附講座

准教授

理工学部経営工学科

理学部第一部教養学科

大西 浩志

准教授

経営学部経営学科

担当授業科目

・データ分析による意思決定

ニューヨーク大学国際教育学修士課程修了。
担当授業科目

・グローバル化と知識交流

ミシガン大学ロス・スクール・オブ・ビジネス商学研究科マーケティング博士課程修了。博士
（マーケティング）
。
担当授業科目

・デジタルマーケティングとソーシャルメディア ・アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

技術系企業の競争戦略策定と実施のため、競争戦略フレームワークを理解し、産業分析能力を習得する。

1

デザインシンキングの概念と手法を習得し、組織として創造力を高めるための創造的能力を身に付ける。

イノベーション志向型マーケティング

必修

1

イノベーションを推進するためのマーケティング分野の最新概念をハイテク分野からの実例を通して学ぶ。

世界の中の日本とアジア

必修

1

世界経済の中の日本とアジアの位置づけを理解し、
マクロ経済学に基づき国際経済情勢を予測できる能力を習得する。

意思決定の経済分析

必修

1

最新の情報技術を活用した経営ツールと共にミクロ経済学を理解し、企業経営に必要な実践能力を身に付ける。

リーダーシップと倫理

必修

1

絶対的統率力を持つリーダーとして備えるべき資質や能力を身に付け、経営戦略や競争戦略の実行を目指す。

グローバル戦略・組織論

必修

1

企業戦略におけるグローバル化対応の観点を学び、戦略策定と組織的に実行する能力を身に付ける。

組織進化論

必修

1

強力なリーダシップモデル例の議論から実現の知見を得るとともに、組織戦略を効果的に実行する方法を学ぶ。

グローバル化と知識交流

必修

1

グローバルに対応するコミュニケーション能力を身に付け、海外顧客や同僚と交流できる能力を習得する。

経営管理会計1

必修

1

財務諸表の基本を理解し、経営観点から金融概念を判断できることを目的とする。経営管理会計1では基本的な金融概念を学ぶ。

経営管理会計2

必修

1

経営管理会計１で習得した知識をもとに、ベンチャー企業および大企業のバランスシート、収益に対する理解を深める。

ベンチャービジネス論

選択

1

創業から成長を経てIPOに至る起業家精神と理念、ベンチャー企業のメカニズムを学び、起業できる能力を身に付ける。

イノベーションの歴史

選択

2

イノベーションの歴史的事実をもとにイノベーションが起こる必要条件と十分条件について、論理的な考察を行う。

起業家精神の原則

選択

2

日米の偉大な起業家の業績を、技術と社会環境の両面で分析・理解することで、戦略的思考力を強化する。

新製品開発に応用する伝統技術

選択

2

日本の伝統技術について歴史や技術的な価値を理解し、
その技術の継承・発展を、現地調査も行いながら学ぶ。

先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント

選択

1

従来の「ものづくり」の在り方を考え直すとともに、サプライチェーンのダイナミズムを調べ、組織と社会での実践を議論する。

研究開発組織のマネジメント

選択

2

研究開発組織のマネジメントの在り方をケース討論中心に実施し、戦略的思考力を高めていく。

Ｉ
Ｔの戦略的利用

選択

2

イノベーションの基本であるITの利用と、ITそのもののイノベーションを考え理解し、戦略的IT活用を実行する能力を学ぶ。

ビジネスで成功するための戦略

選択

2

代表的日米企業のケーススタディを通じて、
ビジネスで成功するための知的財産戦略の構築力の涵養を図る。

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

選択

2

各地域・国の特許法等の比較を行い、特徴を理解し、
グローバルに対応した特許権の取得法及び活用法を学ぶ。

ソフトウエアとインターネットビジネス開発

選択

2

革新的将来に向けたソフトウエアとインターネットの原理や可能性を理解し、
その有効な利用法とイノベーションを学ぶ。

2

ライフサイクルの各段階での収益、費用、管理運用を各段階のプロセスの戦略をもとに実際に基づき議論し理解する。

選択

2

独特の仕組みや規制があるバイオ医療関連ビジネスの開発について、
その問題点や課題を理解し、改革の方策を探る。

特許制度の基礎

ダイナミック環境下の知財戦略

選択

2

イノベーションで重要な役割を占める知的財産の位置づけを確認し、変化する環境下での技術と知財の戦略を学ぶ。

ベンチャービジネス論

中小企業論

選択

2

業界分析

中小企業やベンチャー企業特有の経営の要諦を分析・考察し、中小企業のマネジメント能力や中小企業を見る眼を養う。

日本企業の海外展開

選択

2

日本企業の海外展開に関する事例や情勢を分析・考察することで、国際マネジメントを行うための素地を身に付ける。

デザイン関連知財

選択

2

意匠法に加え、不正競争防止法、商標法、著作権法等のデザイン保護に関連する知財法について具体的事例で学ぶ。

デザイン戦略

選択

2

経営戦略・マーケティング等におけるデザインの位置づけを理解し、具体例を通じてデザイン戦略の実践プロセスを学ぶ。

先端技術の知財保護

選択

2

ICTやライフサイエンスなどの先端技術に対する知的財産の保護について、事例を通して基礎的な知識を身に付ける。

特許制度の基礎

選択

2

我が国の特許制度を中心に、特許制度の理念、変遷、課題なども含め、特許制度の基本的な知識や考え方を学ぶ。

組織原則とナレッジマネジメント

選択

2

ナレッジマネジメントの内容、範囲、論点を理解し、組織運営にかかわる情報技術、組織能力、経営理念との関係について検討する。

実践リーダーシップセミナー1
実践リーダーシップセミナー2

Corporate
Entrepreneurship &
Strategy
（MBA）Track

技術戦略
科学と技術
ソフトウェア技術マネジメント
生産技術マネジメント

経営者教育に力点を置き、経営
戦略を策定・実行し、新規事業の
開発やベンチャー起業等によるイノ
ベーションを担える人材の養成を行
います。

エネルギー産業論
医薬産業論
ナノテク産業論
伝統技術考

データ分析による意思決定

選択

2

データ分析の本質と基本を知り、様々なモデリングや分析の手法を学び、科学的な経営判断を行う能力を身に付ける。

グローバルビジネス交渉力

選択

2

英語による海外企業との交渉力の養成を目的にWIN-WIN交渉の基本や異文化間交渉での留意点をロールプレイで学ぶ。

オペレーションズマネジメント

選択

1

世界のエクセレントカンパニーの事例を議論し、
どのようなオペレーションが競争優位の源泉をなしているかを理解する。

業界分析

選択

2

電機、情報、創薬といった業界とその内部にあるエコシステム、個々の企業の競争力をFive Forcesで分析し理解する。

サービス戦略とイノベーション

選択

2

サービスサイエンス、サービス工学を学び、真の顧客ニーズをつかみ統合的な製品とサービスを提供できる能力を身に付ける。

製造業のサービス化

選択

2

企業の成功例・失敗例などのケーススタディを通して、サービス化・エコシステム実現の本質を学び、知見と能力を習得する。

チャネルマネジメント

選択

1

顧客ニーズの聞き出しから流通販売戦略としての直販、代理店、VARとの協業の在り方等を考察し、流通販売チャネルを学ぶ。

ビジネスモデルイノベーション

選択

2

ビジネスモデルのイノベーションの最新の潮流について理解し、革新的ビジネスモデルを策定する能力を身に付ける。

企業合併と買収マネジメント

選択

2

企業買収や合併で予測される問題点を議論し、戦略としてのＭ＆Ａを理解し自身の経営戦略に反映できる能力を学ぶ。

アドバンスド戦略マネジメント

選択

2

長期的な視点の経営戦略を、長い期間成功させている企業に着目し、
その戦略と企業運営について考察する。

コーポレートファイナンスと資本市場

選択

2

資本市場や投資に焦点を当て、現代の金融経済学と財務管理のコア理論を議論・理解することで経営能力の向上を目指す。

ベンチャーファイナンス

選択

1

ベンチャー企業の在り方をファイナンスの観点から理解することで、ベンチャー経営者としてのマネジメント能力を学ぶ。

アドバンスド経済分析

選択

2

経済概念とツール(手段)を様々な経済・産業分野に応用・適用するため、製品やサービス等の経済的分析とその評価を学ぶ。

経営戦略

デジタルマーケティングとソーシャルメディア

選択

1

デジタル時代のルールと技術（サーチマーケティング、
ソーシャルネットワークマーケティング、CRMなど）
を学ぶ。

マーケティング

アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略

選択

1

経営組織

最新のマーケティング手法、
ブランドマネージメント、CLV、価格分析、デジタルマーケティング・ソーシャルメディア等を学ぶ。

国際企業法務と戦略

選択

2

日本、米国、欧州諸国、アジアの独占禁止法と会社法の特徴を基礎知識として学び、実際の運用や実情を理解する。

MTI寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、競争戦略、技術戦略、研究開発など具体的知見を学び、競争戦略の策定と実行能力を養成する。

MBA寄附講座

選択

2

企業実務者の講義を通して、経営戦略、経営財務、組織運営など実務体験を学び、業界の知識と情報の整理を行う。

実践リーダーシップセミナー 1-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 1-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-1

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 2-2

選択

1

新規事業の立ち上げ等を経験した経営者等を特別講師として招き、
その実践思考と行動について分析し知見を深める。

実践リーダーシップセミナー 3-1

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

技術倫理・哲学
技術・産業特論Ａ
技術・産業特論Ｂ
バイオ医療のビジネス開発

General
Management

リーダーシップ
財務会計
管理会計
コーポレートファイナンス
技術系経営者論
ビジネスエコノミクス
マネジメント古典リーディング
マーケティング発想力
マネジメント特論Ａ
マネジメント特論Ｂ
世界の中の日本とアジア

実践リーダーシップセミナー 3-2

選択

1

2年次の科目として様々な実務経験者の実践知の分析等を行い、経営的分析から判断に至る一連のプロセスの知見を深める。

プロジェクト 1

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

プロジェクト 2

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

オペレーションズマネジメント

プロジェクト 3

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

中小企業論

プロジェクト 4

必修

2

市場・技術トレンドを考察しイノベーションを起こす仕組み、環境、研究・開発、
ファイナンス等の研究・実践をゼミ形式で実施する。

意思決定の経済分析

イノベーション・起業領域

戦略と組織領域

運営とシステム領域

担当授業科目
・世界の中の日本とアジア
・アドバンスド経済分析

教授

Teachers Prof iles

・意思決定の経済分析
・プロジェクト 1〜4

昭和60年長岡技術科学大学大学院工学研究科修士課程電子機器工学専攻修了、日本ア
イ・ビー・エム入社。知的財産評価、大型計算機開発、新規技術コンサルティング、新規事業開
発担当などを経て、平成13年に技術理事に就任。平成12年米国IBM、技術ストラテジー部門
勤務。平成22年セールスフォース・ドットコム、常務執行役員、先進技術ソリューション本部長な
どを務める。この間、電気通信大学、長岡技術科学大学の非常勤講師、産業技術総合研究
所幹事のグリッド協議会副会長、
ものこと双発学会理事など就任。平成29年より現職。著書
に「REXX自由自在」
（サイエンス社）や、ブログで「SE関のノーツ／ドミノ徒然草」
（ IBM
developerWorks）、
「クラウド的な世界へ」
（IT Media、オルタナティブブログ）
など多数。

関 孝則

選択

演習科目

榎本 のぞみ 講師

東京理科大学理工学研究科物理学専攻博士課程修了。博士
（理学）
。

1

必修

バイオ医療のビジネス開発

マネジメント基礎

石垣 綾

必修

デザイン思考

ライフサイクルマネジメント

ベンチャーファイナンス

技術者および技術に関連する企業人
が、広く経営に関する基本的な知識とも
のの見方・考え方を学ぶために必要な授
業科目を配置します。技術をベースにした
マネジメント全体を学び、
ＭＯＴを実践して
いくために必要な授業領域です。

内容

プロトタイピングの本質と手法を学び、ケーススタディを用いたグループワークを通して幅広い能力を身に付ける。

チャネルマネジメント

マネジメント
領域（18科目）

イノベーション志向型競争戦略

▼

社内に新規事業を立ち上げる際に必要となる知識・知見を実例を通して習得し、戦略的思考能力を身に付ける。

コンセプト創造の概念定義に関する講義とケーススタディによりコンセプト創造の本質と方法論を理解する。

ライフサイクルマネジメント

技術とは何か。普段問われることのない
この質問を自らに問うことによって、技術
やその基盤となる科学の深みや広がりを
認識するはずです。
また産業が異なれば
用いられる技術はもちろん、技術に対す
る考え方も違います。技術そのもの、
そし
て産業ごとの技術とその方向性への理
解を深めるための授業領域です。

1

2

企業合併と買収マネジメント

昭和61年東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻修了。
（ 株）野村総合

単位数

2

アドバンスド経済分析

技術・産業
領域（12科目）

必修

選択

先端技術の知財保護

島田 直樹

▼

イノベーションを生む企業文化

選択

国際企業法務と戦略

担当授業科目
・イノベーション志向型競争戦略
・グローバル戦略・組織論
・組織進化論
・プロジェクト 1〜4

科目名

プロトタイピングと製品・サービス開発

デザイン関連知財
平成5年一橋大学商学部商学科卒業。平成10年マサチューセッツ工科大
学スローン経営大学大学院修了。アップルコンピュータ
（株）
（
、株）
ボストンコ
ンサルティンググループなどを経て、平成13年
（株）
ピー・アンド・イー・ディレクシ
ョンズを起業・代表取締役。上場企業の社外取締役、顧問、事業支援を数多
く歴任。平成29年より現職。著書に
『イノベーション・ダイナミクス』
（共訳・有
斐閣）
、
「 医療サービスの多様化と実践〜患者は何を求めているのか」
（日本
医療企画出版）
がある。

▼

コンセプト創造と新規事業開発

ビジネスモデルのためのグローバルＩＰシステム

担当授業科目
・ビジネスで成功するための戦略
・グローバルビジネス交渉力
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

〈略歴〉
1971-1976 Yale Universty New Haven,CT,USA / 1978-1984
Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA,USA / 1976-1977
Federal Reserve Bank / 1977-1978 Chase Manhattan Bank / 1981-1982
Bank of Japan / 1983-1989 international Monetary Fund / 1989-1997
Salomon Brothers Asia Securities / 1998- Morgan Stanley MUFG Securities
〈著書〉
『フェルドマン博士の日本経済最新講義』
（文芸春秋社）、
『フェルドマン式知
的生産術』
（プレジデント社）
、
『 一流アナリストの「7つ道具」（
』プレジデント社）

担当授業科目
・研究開発組織のマネジメント
・ITの戦略的利用
・ソフトウエアとインターネットビジネス開発 ・サービス戦略とイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院理学系研究科化学専門課
程修士課程修了後、昭和５７年に特許庁に入庁し、電気材料、電池、金属、
医薬、有機材料、無機材料などさまざまな分野の審査・審判に携わる。平成
11年に財団法人知的財産研究所研究部長、平成13年に一橋大学国際企
業戦略研究科助教授を経て、平成15年に特許庁に帰任し、特許審査第三
部の管理職を歴任。審査基準室長、医療上席審査長、特許審査第三部首
席審査長を経て、平成２３年１月より特許審査第三部長。平成２４年７月に特
許庁を辞職、同月弁理士登録。平成２５年４月より現職。海外を含めた特許制
度や特許政策、医療・バイオ関係の特許に関する論文多数。

淺見 節子

教授

担当授業科目
・先端技術の知財保護
・特許制度の基礎
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2 ・プロジェクト 1〜4

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。

宮永 博史

教授

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。知的財産管理技能検定委員。著書に
『知的財産のデューデ
リジェンス』
（共著／秀和システム）
、
『知財戦略の基本と仕組み』
（編著／秀和
システム）
、
『 IT知財と法務』
（共著/日刊工業新聞）
、
『 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。

鈴木 公明

教授

担当授業科目
・デザイン思考
・デザイン戦略
・プロジェクト 1〜4

担当授業科目
・プロトタイピングと製品・サービス開発 ・コンセプト創造と新規事業開発
・ビジネスモデルイノベーション
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。

岸本 太一

講師

・デザイン関連知財
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2

担当授業科目
・中小企業論
・日本企業の海外展開
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

工学博士（課程）。東京理科大学大学院理学研究科物理学専攻修士課程修了。米国フランクリ
ン・ピアース・ロー・センター（現：Franklin Pierce IP Center at The University of New
Hampshire School of Law）知的財産修士（US MIP）課程修了。企業、特許事務所（米国法律
事務所で実務経験を重ねる）、及び東京理科大学知的財産本部知財マネージャーを経て現職。著
書に、
『 東京理科大学・坊ちゃん選書「もの」から「知財」の時代へ』、論文に、
『ソフトウエア特許によ
るイノベーションの促進および阻害についての一考察』
（知財管理誌）、
『 情報通信・エレクトロニク
ス産業の発展を阻害するパテントトロールへの対応策』
（日本経営工学会論文誌）などがある。

平塚 三好

田中 芳夫

嘱託教授

教授

担当授業科目
・ビジネスモデルのためのグローバルＩ
Ｐシステム
・国際企業法務と戦略
・実践リーダーシップセミナー 1-1〜3-2
・プロジェクト 1〜4

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。
担当授業科目 ・リーダーシップと倫理

徳重 桃子

非常勤講師

上智大学文学部哲学科卒業。
コンサルティング会社勤務を経て、平成8年SRI インターナショナル入社。平成14年より、
ストラテジック・ビジネス・インサイツ
（旧SRIコンサルティング・ビジネス・
インテリジェンス）
のディレクターとなる。平成16年助教授として就任し、平成18年より教授、平成30年4月より非常勤講師として着任予定。商品開発、
ブランド力診断、
アイディエーションワーク
ショップなど、
マーケティング戦略・事業開発のプロジェクトおよびJapan-VALSをリード・運営。食品、家電、通信機器、医薬品、車、住宅等の分野でのプロジェクト経験が豊富。
担当授業科目 ・イノベーション志向型マーケティング

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

基準の『ビジネススクール』に

します

Feature

経営学研究科

技術経営専攻（MOT）

〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
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
E-mail mot@admin.tus.ac.jp

世界水準のマネジメントを学ぶ実践の場

http://most.tus.ac.jp/mot/

平成30年度初年度納付金（年額）
入学金

授業料

施設設備費

合計

200,000円

1,170,000円

300,000円

1,670,000円

●
●
●
●

授業料、
施設設備費は2回に分納できます。
2年次以降の授業料、
施設設備費は1年次と同額となります。
上記の他、
その他の納付金として学生傷害共済補償費を徴収します。
学校法人東京理科大学の設置する大学・大学院を卒業・修了し、
技術経営専攻に進学する者は、
入学金を半額とします。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』の実現のため、
新たな専門職学位課程「経営学研究科技術経営専攻」を

科学技術と経営を融合させた実践教育を達成するために、
イノベーション研究科技術経営専攻のAcademic系、
Business系、Consulting系のABCの視点からの専任教員の構成を継承しながら、新たな視点として、
ジョブ・

平成30年4月1日に設置します

ターゲット実現のためのMBAトラックおよびMTIトラックを具体化するため、教育研究領域を6領域に配し、
教育の質保証と学生の質向上を図る教員組織としています。

料
（教科書）
を素材と学生の実践知が相い交わるスタイルで、討論、演習、
グループワーク、
ケーススタディ等

P51教室

で行います。更に、授業内容に厚みを持たせるために、企業等で実際に経営にかかわる経営者や製品開発
等にかかわる技術責任者等を特別講師としてお招きします。

18：40〜20：10

7時限

20：20〜21：50

● 授業の実施形態は
90分または180分となります。

土曜日昼間開講
1時限

8：50〜10：20

4時限

14：30〜16：00

2時限

10：30〜12：00

5時限

16：10〜17：40

3時限

12：50〜14：20

6時限

PORTA神楽坂外観
（隣接マップ3号館側から）

PORTA神楽坂外観
（神楽坂から）

学生ホール

し、修得する。
○ 各トラックより2科目以上を履修し、修得する。
○ 2年次の演習科目
「プロジェクト4」
で、
グラデュエーション
ペーパーを提出する。

17：50〜19：20

【履修方法等】
通学しやすい立地

● 分析力

駅となり、
駅から徒歩5分以内の場所に学び舎があります。

定める指定科目の修得を履修条件とする場合があります。
○ 1年生から2年生に進級する条件は、
コア科目12単位中、

授業科目の履修申告、講義資料配付、大学からのお知らせ、各授業のレポート提出等は、
学内イントラネットにより行われ、社会人学生にとって無駄がありません。

● マーケティング力
（デジタルマーケティングと
ソーシャルメディア）

● 課題設定力

Access

1

神楽坂校舎

9

● 近隣マップ

6

4

MOT
10

神楽坂校舎
①1号館 ②2号館 ③3号館 ④6号館 ⑤7号館
⑥8号館 ⑦9号館 ⑧双葉ビル
（1階入試センター）
⑨近代科学資料館
（二村記念館） ⑩森戸記念館

5

3

2

to be...

to be...

Senior
Technology Executive

Senior
Management Executive

技術責任者、
上級役員
（技術）
11

● ファイナンス力
（経営管理会計）

● 戦略マネージメント力
（組織進化論）

● リーダーシップ
（リーダーシップと倫理）
PORTA神楽坂

● グローバル戦略力
（グローバル化と知識交流）

8

⑪技術経営専攻
（MOT）
〈PORTA神楽坂4・5階〉

Since November 2013, I have been advising Tokyo University of Science on how to design a new Management of Technology (MOT)
Program and business school.
The original MOT program, established in 2003, targeted experienced managers who wanted to take elective classes . The new program
is still flexible. However, we now introduce an “MBA “type of core curriculum with two specialization tracks: (1) Management of
Technology and Innovation, and (2) Corporate Entrepreneurship and Strategy.
During 2015-2017, Tokyo University of Science participated in the Massachusetts Institute of Technology’s Regional Entrepreneurship
Acceleration Program (MIT REAP) and created the Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center at TUS. The Center will provide MOT
students will opportunities to study corporate entrepreneurship and participate in new venture promotion activities.
Japanese firms are already world-class at operations and production management. However, Japanese companies need to master
“creating things” and learn how to link hardware, software, and services with new skills in design thinking, digital marketing, product
management, strategic planning, financial engineering, international economics, intellectual property management, and new business
development. Accordingly, we welcome applicants with technical as well as non-technical backgrounds. If you want to become part of
Japan’s next generation of industry leaders, then please consider the new MOT program at Tokyo University of Science.

経営責任者、
上級役員
（経営）

● 構想力
（デザイン思考とイノベーションマネジメント）

7

● 戦略立案力
（グローバル戦略・組織論）

10単位以上を履修し、修得する必要があります。

講義資料等は学内イントラネットで配信

（アドバンスド経済分析）

● 知財力
（知財マネジメント）

○ 2年次に履修可能な授業科目の履修は、授業科目毎に

授業を実施する神楽坂キャンパスの最寄りの駅は、都心であり、鉄道5路線が交差する飯田橋

起業家精神と
戦略

● イノベーション力
（イノベーションの歴史）

○ 必修科目を全て履修し、修得する。
○ 2年次に配属されたトラックの選択科目6科目以上を履修

MBA

（組織運営とナレッジマネジメント）

○ 修業年限は2年で、40単位以上を修得する。
● 平日は18：40から2時限、
土曜日は8:50から6時限あります。

Core

（研究開発組織のマネジメント）

【修了要件等】

平日夜間開講

MTI

● 技術力

授業は、
平日夜間と土曜日に行い、実施期間は、四半期を軸に行います。
平成30年度授業開講時間帯について（予定）

MOT

技術経営専攻
（MOT）
の概要図

技術経営と
イノベーション

技術経営修士（専門職）の
授与プロセス
（修了要件等）

通学しやすい開講学期・講義時間帯

新MOTプログラム−ようこそ未来のＭＯＴへ

• Vice-President and Dean (2016-2017), Tokyo University of Science
• Special Advisor and Founding Dean, New MOT Program at the Tokyo University of Science School of Business
• Founding Director, Tokyo Entrepreneurship and Innovation Center
• SMR Distinguished Professor of Management, Massachusetts Institute of Technology See our video and web site at
https://www.youtube.com/watch?v=v8Kkp40HNzk and http://www.tus.ac.jp/teic/

験10年程度のマネージャー層を学生構成の中心として想定しているため、
講義は、
担当教員が作成した講義資

多忙な社会人が学びやすい環境

The New MOT Program
– Welcoming Message
マイケル・A・クスマノ 特任副学長 ※2017.5.30まで

各授業科目は、
コア科目、MBAトラック、MTIトラックおよび演習科目に配置されています。学生は、概ね社会経

講義は、討議、演習、
グループワーク等
多様な手法で進行

を継承し、
グローバル

Message

カリキュラムの特徴

専任教員の構成は、ABC視点と
教育研究領域からなる組織

新たなMOTは、

平成30年開設（文部科学省設置届出中）

Information

ジョブ・ターゲット実現のためのカリキュラムと多彩な教員で、
リーダーの資質を磨きます

6時限

M a n a g e m en t of T e c h n olo g y

2013年の11月より東京理科大学の専門職大学院イノベーション研究科のMOTの刷新をどうするかの助言を行ってきました。
現在のMOTは2003年に創設され、会社での経験を積んだ管理職を対象に専門性の高い授業を提供してきました。
新MOTも今まで同様に柔軟性を持ったプログラムですが、新しくMBA型のコア科目の新設と2つのトラック、
「（1）技術経営とイノベーション」、
「（2）起業家精神と戦略」
を設けることになりました。
2015年から2年間にわたって東京理科大学はマサチューセッツ工科大学のRegional Entrepreneurship Acceleration Program（REAP）
に参加し
Tokyo Entrepreneurship & Innovation Center
（TEIC）
を理科大に創立しました。新MOTの学生は新規事業企画、ベンチャー企業推進などのTEICの活動に参加することができます。
日本の企業はすでに世界で冠たる運営と生産管理を行っています。
しかしながら求められていることは創造であり、
モノとコト
（サービス、
ソフトウエア）、
デザインシンキング、

○ 2年次のトラックの配属は、学生の希望をもとに配属する

デジタルマーケティング、製品計画、戦略・企画、金融工学、国際経済学、知的財産管理、新規事業開発などが必要です。新ＭＯＴはこのようなことの実践のため、

予定ですが、詳細は、入学後に説明いたします。

技術系はもとより、技術系以外の学生も歓迎します。日本の次世代の業界リーダーになりたいと考えている人材にとって、東京理科大学の新しいMOTプログラムは大きな力になります。

東京理科大学は、
『グローバル基準の卓越した School of Business の構築』
の実現のため、
イノベーション研究科、
経営学研究科の2つの経営系大学院のリソースを最大限に活用し、
平成30年4月1日から専門職学位課程を有する
イノベーション研究科を経営学研究科に統合します。
そして、
イノベーション研究科に平成16年4月以降に設置された

JR飯田橋駅

経済学と財務・会計領域

マーケティングと販売領域

知財領域

グローバルな経済情勢の理解とその将来を見通す
洞察力、並びに企業経営の基本となる財務・会計
知識は、
イノベーションを志向する企業経営に不可
欠である。
それらを身に付けるためには、
その基本と
なる経済学の理解が必要である。
イノベーションに
結びつく技術を自ら保有する技術者においても、従
来ややもすると等閑視された財務・会計領域の知
識は強化して行くことが起業や新規事業開発のス
テップにおいて重要となるため、経済学の専門知
識を持ちグローバルに活躍するアナリストや、
自らフ
ァンドマネージャーの実務経験を有する実務家教
員を配し、当該分野の理論と実践の架橋を図る教
育を一層強化する領域。

マーケティングは研究開発と並びイノベーションを
起こすに欠かせない活動である。情報通信技術に
よりマーケティングと販売のコンセプト転換、並びに
それを支える技術変革が進行している。マーケティ
ングのコンサルタントの実務経験を有する実務家
教員と研究者教員を配しマーケティングと販売の
最先端の理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

イノベーションを起こし、
その正当な経済的利益を
確保し保護することはイノベーションを完結させる
重要なステップである。
また知的財産は、
その高度
な戦略的運用がそれ自体イノベーションの源泉に
なりうる資産である。様々な分野の知的財産戦略
を先導した実務経験を有する実務家教員を配し、
知的財産分野の理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

2つの専門職学位課程は終演を迎え、新たな専門職学位課程である
「経営学研究科技術経営専攻」の幕を開き、
理科大から世界の理科大へのひとつの役どころを担います。

● 交通案内

JR総武線、地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線
東京駅から［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え
上野駅から［JR山手線］秋葉原駅乗り換え
新宿駅から［JR中央線］四ツ谷駅乗り換え
目黒駅から［地下鉄南北線］飯田橋駅まで
横浜駅から［JR東海道線］東京駅乗り換え
大宮駅から［JR埼京線］池袋駅乗り換え
川越駅から［東武東上線］ 池袋駅経由
千葉駅から［JR総武線快速］錦糸町駅乗り換え
※乗り換え時間は含みません

飯田橋駅 徒歩1〜3分

̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約10分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約12分
… 約19分
̶［JR中央線］御茶ノ水駅乗り換え［JR総武線］飯田橋駅まで … 約36分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約35分
̶［地下鉄有楽町線］飯田橋駅まで … 約40分
̶［JR総武線］飯田橋駅まで … 約45分

経営学研究科技術経営専攻は、
「科学技術」
と
「経営」の実践的融合を図った教育で身に付けた先端的な技術経営
分野における学識と卓越した能力、
グローバルな思考と高い職業倫理を持って、
多様化する社会ニーズを分析予測し、
イノベーション戦略を策定することにより、
研究開発から市場化へのプロセスにおける一連のイノベーションを実現する
人材を養成します。
その教育プログラムの構築は、
マサチューセッツ工科大学スローンスクールのクスマノ教授を平成
28年3月に本学特任副学長としてお迎えし、同特任副学長の長年にわたる経験と手腕により、
イノベーション研究
科技術経営専攻の科学技術に力点が置かれていたカリキュラムから、起業・イノベーション実現といった時代の流れ
に沿うよう、
より経済・経営に力点を移す形で、
ジョブ・ターゲットをより明確にした教育プログラムが編成され、社会
の要請・期待に応えます。

技術経営専攻（MOT）の教育領域
イノベーション・起業領域
新事業はイノベーションの中核であり、
その実現に
新規起業は必須であることは諸外国の例を待つま
でもなく明らかである。新事業によるイノベーション
と起業を自ら実践ないし指導してきた実務家教員を
配し、新技術をもとに起業しイノベーションを起こす
ステップにおける理論と実践の架橋を図る教育を
行う領域。

戦略と組織領域
イノベーションを起こすためには、
その実現に向けた
戦略と、
それを企画し実行する組織を作ることが必
要である。経営者等の実務経験を有する実務家
教員と戦略論、組織論等の理論を専門とする研究
系教員を配し、
イノベーションを起こすための戦略と
それを創発し実行する組織を創るステップにおける
理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

運営とシステム領域
近年イノベーションを起こし推進している欧米企業
においては、
ICTと称される情報通信技術をその核と
して、企業運営のあらゆる部門でシステム化が進展
している。企業運営のシステム化を先導する先端
企業における実務経験とシステム技術を有する実
務家教員を配し、企業運営とそのシステム化を推
進する理論と実践の架橋を図る教育を行う領域。

