「

神楽坂 」

イノベ ーション の 場

ぐ

ら

か

「か」 科学技術 × 経営
「ぐ」 グローバル時代に
「ら」 ライバルとともに学ぶ
「ざ」 “財”を産み出す場
「か」 神楽坂

ざ

か

東京理科大学ビジネススクールで
グローバル時代に
日本企業の経営に必要な能力を

建学の理念の延長線上で、
進化し続ける
東京理科大学ビジネススクール

学校法人東京理科大学 理事長

東京理科大学 学長

本山 和夫

松本 洋一郎

1972年東京理科大学理工学部経営工学科卒業、
アサヒビール株式会社入社。物流システム本部長、
統合品質本部長、IT戦略・環境社会貢献担当、戦略
企画本部長などの要職を歴任し、2006年取締役、
2007年常務取締役、2009年専務取締役、2010年
代表取締役副社長。2011年にアサヒグループホー
ルディングス株式会社代表取締役副社長。2013年
アサヒ飲料株式会社代表取締役社長に就任。2015
年3月アサヒ飲料株式会社代表取締役社長を退任
し、同年9月に学校法人東京理科大学理事長に就
任、現在に至る。
2015年から一般社団法人アドバンスト・ビジネス
創造協会会長、2017年から公益財団法人私立大学
退職金財団理事、2019年から日本私立大学協会常
務理事なども務める。

1972年、東京大学工学部機械工学科卒業。1977年、
東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学
博士。1977年、東京大学工学部講師。助教授、教授を
経て、2009年、東京大学 理事・副学長。2015年、理化
学研究所理事を経て2018年、東京理科大学第10代
学長に就任。現在、国立がん研究センター理事、経済
産業省国立研究開発法人審議会会長、外務省外務
大臣科学技術顧問等を兼務。
その他、日本機械学会会長（第88期）、日本学術会議
会員・第三部機械工学委員会委員長（第23期）、米国
機械学会フェロー（終身会員）
を務める。
主な受賞歴は、APACM Award for Computational
Mechanics（2010年）
、ASME Ted Belytschko Applied
Mechanics Award（2010年）、東京都功労者表彰（技
術振興功労）
（2015年）など。

世界経済が不透明な時代に入るなかで、かつて世界の産業をリードしていた

東京理科大学は、1881年「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」
との建学

日本の企業経営が色あせつつあるように思えます。
そんな状況の中で、連続的な

の精神のもと、東京大学を卒業したばかりの青年理学士ら21人によって東京

イノベーションと、
そこから新しいビジネスや産業を生み出すことは、
日本企業に

物理学講習所として創立され、東京物理学校を経て、理工系総合大学「東京理科

とっても、
日増しにその重要性が強調されています。
そのためには、企業をリード

大学」に発展しました。東京理科大学初代学長本多光太郎は「学問のあるところ

する経営者にとって、新しい技術を活用し、金融や財務を駆使し、マーケティング

に技術は育つ、技術のあるところに産業は発展する、産業は学問の道場である」

でリードする、
そんな経営の能力が問われています。

と喝破し、社会に役立つ研究大学となりました。

東京理科大学の社会人大学院は、2004年から技術と経営の橋渡しができる

創立者たちが掲げた建学の精神は今も脈々と受け継がれています。社会の

リーダーシップ人材を技術経営
（MOT - Management of Technology）
の旗のもと

諸問題を視野に、
科学・技術を基にして社会の諸問題を解決していくことが、
建学

に育成してきました。修了生には、技術を活用できる経営者・リーダーとして活躍

の精神の今日的意義であると解釈しています。
さらに、
多種多様な教育・研究分野

している方も多くいらっしゃいます。

の編成、留学生や社会人の受入れ、産業界との連携など、国際性、多様性の重視

こういった背景の下で本学の社会人大学院を
「東京理科大学ビジネススクール」

が、
大学としての喫緊の課題となっています。
これを実現していくためには、
科学・

として進化させ、2018年度から新たにスタートしました。本学の経営学研究科の

技術の知識を習得するだけでなく、経営の観点に立って課題解決を提供できる

下に、
技術経営専攻
（新MOT）
として位置づけ、
最新の経営と市場の知識と知恵を

人材を育成することが必須であり、理論と実践を融合させた教育が不可欠です。

持つ実務家を教授陣に迎えています。

この認識に基づき、本学は「技術経営」
を担う専門職大学院を2004年度に開設

新MOTでは、
グローバルに活躍し、
イノベーションの創出を経験し、
起業や新規

しました。専門職大学院は理工系大学である東京理科大学の新しい試みとして、

事業のノウハウを持った人材を教授陣に加えることで、既存の経営学の専門家、

他の研究科に類を見ないユニークな教育を実施することで多数の人材を世に

さらには理学、工学の研究者とのシナジーで、
日本企業に求められている、
これ

輩出してきました。開設から十数年の経験を踏まえ、
その特長を活かしながらも

からの企業経営者を育成していきます。理系でも文系でもない、
しかし技術や、

より強く学融合を実践していく段階に来ているとの判断に至りました。

金融、財務、そしてマーケティングまで経営者として理解する、
これからの日本
企業に必要な人材だと考えます。
そのためにMITスローンから、日本の産業への理解も深く、ビジネス戦略や

そこで、2018年から、今までの専門職大学院をより発展させる形で経営学
研究科に組み入れ、
「経営学研究科

技術経営専攻」
として新たなスタートを

切ることにしました。新しく生まれ変わった専門職大学院・技術経営専攻は、

情報産業の研究などでも著名なクスマノ教授を、特任副学長としてお招きして、

MITスローンのマイケル・クスマノ教授にカリキュラムを監修いただき、最新の

カリキュラムのデザインを監修いただきました。最新のビジネスを知る実務家

メソッドを導入しました。教育課程にはMBAなどの考え方を取り入れ、国内外

を教授陣として招くだけでなく、授業の中で、新しいビジネスや起業を成し遂げ

で活躍する実務家を教授陣として多数迎える等、
これまで蓄積してきた経験を

ている経営者を頻繁にお招きして、議論を通して学ぶプログラムも組み込んで

更に発展させています。

います。多様な産業のリーダーが学ぶ神楽坂の「場」を活用して、次世代の日本
の経営者の育成に励んでいきたいと思います。

進化した専門職大学院、
東京理科大学ビジネススクールは、
東京の中心に位置
する神楽坂で、今まで以上に社会でリーダーとして活躍する社会人が集い、切磋
琢磨し、
イノベーションを産業界に起こす人材を育てていけると考えています。
本学の今後の展開にご期待ください。
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Messege
チャレンジなくしては時代を創出できない
2020年は、コロナ禍により全世界が未曾有の危機的事態に陥り、更に、
米中の緊張関係も相俟って、世界は大きく変わろうとしております。
これを好機
とし、危機的な状況の中でも果敢に挑戦することで、社会では新しいビジネス
が萌芽しています。
本専攻でもこの時代を更なる飛躍の時と捉え、絶え間なく社会（産業界）の
急速な変化に敏速かつ革新的に対応し、社会を牽引できる人材を養成し輩出
していきます。
我々も、
このコロナ禍では、
自らも敏速かつ革新的に対応、授業方法に挑戦
しました。すなわち、他に先駆けて、対面・遠隔併用のハイブリッド型授業を
開発し、旧来型の授業を進化させました。
私、専攻主任（専攻長）
をはじめ教員一同、如何なる困難もチャンスと捉えて
経営学研究科技術経営専攻
専攻主任（専攻長）

若林 秀樹

立ち向かうマインドが溢れ、
『“財”を創出する場』
である東京理科大学MOTで
ご入学をお待ちしております。

時代の趨勢を先取りし、社会ニーズを捉えた教育体系
学修を進めるにあたって不足している知識を補完する科目区分です。
「コア科目」で修得可能な知識・知見の理解度を十分なものにするために、まずは十分に地盤を固めます。

学生が有する知識・知見のベースを均等化する科目区分です。
理系学生には文系の素養を、また文系学生には理系の素養を培うなど、CXO・起業家を目指すための足腰を鍛えます。

2020 年度から「MBA トラック」の進化形である「EMOT( エグゼクティブ MOT)」
、
「MTI トラック」を細分化し、
起業を目指す「アントレプレナー」
、CTO 等を目指す「イノベータートラック」から成る科目区分です。
さらに、「社会連携科目」で時代の趨勢を見通す目を養い、流動的な社会動向に対応します。

学生のさらなる思考力や妄想力等の総合的な能力を涵養する科目区分です。
経営者や新規事業の立ち上げ責任者等をゲストに招き、双方向の議論やグループ討論を行う「実践 CXO・起業家ケース
スタディ」、グラデュエーション・ペーパーの作成に取り組む「プロジェクト」等から構成されています。
※感染症対策のため実施方法が変更になる可能性があります。

社会知を結集し、示代（ジダイ）のニーズに応えていく
現場を知る経験豊富なメンバーの知を結集した発展・進化型の教育課程連携協議会を立ち上げ
社会のニーズに合わせたプログラムを発信していきます
教育課程連携協議会メンバー （2020年4月）
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木村 眞琴 氏

肥塚 浩 氏

藤末 健三 氏

元株式会社ニコン代表取締役会長

立命館大学大学院経営管理研究科教授・同研究科研究科長、
同大医療介護経営研究センター長

参議院議員

茂浦口 明雄 氏

坂本 正典

新日本無線株式会社 電子デバイス生産本部
カスタムビジネス開発部 部長

東京理科大学 経営学部経営学科 教授
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CXO・起業家に必要な知識・知見を養う教育プログラム
本専攻は、理学と工学が一体となった「科学技術」
と
「経営」の実践的融合を図った教育で身につ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、
グローバルな視点と高い
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。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、経済・経営に力点を置く形で、
ジョブターゲットを明確にした教育プログラムを編成し、社会の急速な変化に敏速
かつ革新的に対応し、牽引することができるCXO・起業家を育成します。

時 代 の 変 化 に 対 応できるC X O

演習科目

プロジェクトエクササイズ
プロジェクト

必修

5

科目

選択必修

2
2

科目

選択

演習科目

科目

実践CXO・起業家ケーススタディ
実践ケーススタディ

働き方
改革

選択

選択

VUCA

22

科目

100年
時代

選択

18

科目

選択

21

科目

選択

15

科目

トラック科目

シンギュ
ラリティ
時代

EM

5

OT
イ

科目

ノベ

ー

タ

ー

アン

基礎科目

必修

トレ

プ

レ

ナ

連
社会

ー

携

科

目

8

科目
コア科目
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カリキュラム

PRACTICE
演習科目

※下表は2020年度の授業科目を記載していますので、2021年度新入生の授業科目は変更となる可能性があります。

実践CXO・起業家ケーススタディ１〜3

プロジェクトエクササイズ

実践ケーススタディ

プロジェクト1〜4

グラデュエーション・ペーパーとは?
学生が個別に課題を設定し、調査研究、
フィールドワーク、

サイズ」から、2年次の「プロジェクト1～4」からなり、
「プロ

授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
との整合性を図ること

ディスカッションなどの手法や学生個々が持つ実践知

ジェクトエクササイズ」で作成テーマ、概要、計画を明確に

で、技術経営修士（専門職）
としての質を高めています。

を踏まえ、各履修教員のもとで、学生個々の入学目的に

し、
「プロジェクト1」から作成の着手に入り、
「プロジェクト

また、最終発表会において発表する条件として、
『技術経営

合わせて作成することで、本学での学修成果により、社会

2」の終了時に進捗（中間）発表会を開催、学外の有識者・

論文』は、公開を前提とし、学会等で発表することとし、
『ビ

要請等に応えることを到達目標とする成果物です。

学識者で構成される助言委員会よりに助言を受けブラッ

ジネス企画提案』は、
「起業案(計画)」
、
「新規事業提案」
、
「プ

ペーパー作成の区分は、学生個々の作成目的により
「技術

シュアップを図り、
「プロジェクト4」の終了時には、最終発表

ロトタイプ」に細分化し、一部を非公開とするが、履修教員

経営論文」
「ビジネス企画提案」
の2つに大別されます。

会を開催、主査（履修教員）、副査（本専攻教員）、学外副査

（主査）
と当該学生の所属企業や、実務経験者等が十分に

ペーパー作成のプロセスは、1年次の「プロジェクトエクサ

の3名で構成する審査委員会により成果物を審査し、学位

TRACK
トラック科目

TRACK
トラック科目

意見交換を行い、企画提案が実現できることとしています。

TRACK
トラック科目

EMOT

イノベーター

アントレプレナー

社会連携科目

企業産業分析予測

企業産業分析予測

企業産業分析予測

アドバンスドリーダーシップ

ユーザーイノベーション

ユーザーイノベーション

起業家精神の原則

価値創造

先進ビジネスモデル

実践組織戦略

ベンチャービジネス

生命関連産業特別講義

実践組織戦略

アドバンスド戦略
マネジメント

フィンテック戦略

生活関連産業特別講義

技術・ものことづくり

サービス関連産業
特別講義

アドバンスド戦略
マネジメント

科学技術・産業政策

サブスクリプション

フィンテック戦略

科学技術・産業政策

研究開発マネジメント

フィンテック戦略

技術・ものことづくり

グローバル・チャイナ産業
イノベーション

デジタルトランス
フォーメーション

ＩＣＴビジネス展開

グローバル・チャイナ産業
イノベーション

企業合併と買収
グローバル経済
実践コーポレート
ファイナンス
行動経済学
チャネルマネジメント
アドバンスド
マーケティング戦略
ブランド戦略
21世紀に求められる倫理
グローバルビジネス交渉力

ＩＣＴビジネス展開
デザイン思考

ＩＣＴビジネス展開

イノベーション・
起業特別講義

デザインコンセプト創造
デジタルマーケティングと
ソーシャルメディア

経営戦略・
組織行動特別講義

先端科学技術の知財保護

先端科学技術特別講義

特許制度の基礎

経済・財務・会計特別講義

国際企業法務と戦略

デザインコンセプト創造

地域知財戦略
ダイナミック環境下の
知財戦略

21世紀に求められる倫理

金融産業特別講義

デザイン思考

ブランド戦略
デジタルマーケティングと
ソーシャルメディア

製造産業特別講義

スタートアップサイエンス

マーケティング特別講義
リーガル戦略特別講義
リーダーシップ特別講義
ビジョナリー・シンキング
特別講義

21世紀に求められる倫理
ビジョナリー・妄想力

ビジョナリー・妄想力

マネジメント総論

標準化戦略

日本企業の海外展開
コーポレート・コミュニケーション

ビジョナリー・妄想力

標準化戦略

コーポレート・コミュニケーション
標準化戦略

CORE
コア科目

イノベーションを生む企業文化

科学技術論

イノベーション志向型マーケティング

組織進化論

経営管理会計

コンプライアンス・リスク管理論

イノベーション志向型経営戦略論

マクロ・ミクロエコノミクス

FUNDAMENTAL
基礎科目

科学技術基礎

経営基礎

財務・会計基礎

経済学基礎

マーケティング基礎

技術経営修士（専門職）の授与プロセス
（修了要件等）
［2021年度入学生］
【修了要件等】
修業年限は2年で、40単位以上を修得する。ただし、基礎科目に配置する授業科目は、
修了要件に含めない。
1）必修科目を全て履修し、修得する。
2）実践CXO・起業家ケーススタディ１・2のどちらか一方を履修し、修得する。
3）2年次に配属されたトラックの選択科目6科目以上を履修し、修得する。
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【履修の各種条件等】
1）教員から基礎科目の履修を指導された学生は、指定された授業科目を履修し、修得すること。
2）2年次に配置科目の履修は、授業科目毎に定める指定科目の修得を履修条件とする。
3）2年次に進級する条件は、全てのコア科目を履修し、修得する。
4）基礎科目は修了要件に含めない。

教育研究領域

各授業科目は8つの教育研究領域に分類され、各領域を学び深めることによって、
CXOへの道が繋がっていきます。

目指すCXOと役員の構成要素

目標CXO

ビジョナリー・シンキング

社外役員・監査役

CEO/COO

起業家
リーダーシップとリスク

コンプライアンス

経営戦略と組織行動

CFO

CMO

CTO

経済学と
財務・会計

マーケティング

先端科学技術と産業

イノベーション・
起業

ビジョナリー・シンキング

リーダーシップとリスク

これからの経営者やリーダーは、ヒトモノカネのリソースバランスだけ

デジタル、VUCA の新しい時代に、新しい形のリーダーシップ、フォロ

でなく、社会や環境との調和の中で、新しい価値感や生き方、ビジョン

ワーシップを身につけ、そのリスクの取り方を考慮し、EXIT も意識す

を提示することが必要となります。また、AI・ロボット化が進む中では、

ることが、CXO や起業家を目指す上で重要です。理論だけでなく、多

ビジョナリー・アートシンキング力が必要になるでしょう。海外 MBA

くのリーダーの話を聞き、感じ、議論します。

大学でも、デザインシンキングはもう古く、アート的な発想が重要だと
認識されつつあります。会社のあり方だけでなく、業界、エコシステム、

▶ CEO、COO、起業家だけでなく、 よき部下においても、必須

社会も設計創造します。
▶ CEO 、起業家（ NPO 法人）も含め必須

経済学と財務・会計
マクロの経済学、ミクロの会計財務、M&A や CVC などを学びます。

コンプライアンス

▶ CFO やベンチャーキャピタリストに必須

イノベーションを起し、起業する中で、コンプライアンスの観点から知
見を得ることが重要です。

マーケティング

▶ CXO に加え、社外取締役や監査役も必須

デジタルマーケティングやブランディングを学びます。
▶ CMO に必須

経営戦略と組織行動
基本的な経営戦略だけでなく、政策を含めて学びます。また組織につい
ても、スタティックなだけでなく、ダイナミックに変わるところを学び
ます。オープン・クローズ戦略や、無形固定資産活用も、知識的な内容
でなく、その戦略的な活用を考えます。
▶ CXO に必須

先端科学技術と産業
IoT 時代に、業界を超えて再編が起こる中で、他業界の動向や最先
端の科学技術、IT について認識し、活用することは重要と考えます。
▶ CTO に必須

イノベーション・起業
イノベーションや起業は EMOT に重要です。
▶起業家や、新規事業担当者、CTO にも必須

MOT GuideBook
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教員一覧

Academic系、Business系、Consulting系のABCの視点からの専任教員の構成し、教育の質保証と学生の質向上を図ります。
※以下の教員は2021年度に在籍予定の2020年10月1日時点の情報です。

専任教員

青木 英彦 教授

淺見 節子 教授

1989年神戸大学経営学部を卒業し、野村総合研究所に勤務。野

東京大学理学部卒業、同大学大学院理学系研究科修了。特許庁

村證券インターナショナル（米国ニューヨーク市）、ゴールドマ
ン・サックス証券、
メリルリンチ日本証券、野村證券にて小売・EC

に入庁し、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、審査第三部長を経て、2013年本学イノベーション研

担当証券アナリスト業務に従事。2020年9月より現職。1994年米

究科教授に就任し、2018年4月より現職。産業構造審議会・知的

（2022年3月31日まで）

国Duke大学Fuqua School of BusinessにてMBA取得。2018年神

財産分科会・特許制度小委員会委員、審査基準専門ワーキング

戸大学大学院経営学研究科後期課程修了、博士（経営学）
。産業
構造審議会流通部会、製・配・販連携協議会、などの委員を歴任。

グループ委員、
日本知財学会理事などを歴任。

日本証券アナリスト協会検定会員、CFA協会認定証券アナリスト。

生越 由美 教授

加藤 晃 教授

東京理科大学薬学部卒業。特許庁に入庁、政策研究大学院大

防衛大学校卒業、青山学院大学大学院博士後期課程修了(博士

学助教授を経て、2005年本学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科教授に就任し、
2018年4月より現職。知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブラン

(経営管理))。貿易商社、AIU保険会社、AIGインシュアランスサー
ビス(株)代表取締役社長、愛知産業大学教授を経て、2020年4

ド専門調査会委員などを歴任。
（財）機械産業記念事業財団第1

月より現職。経済産業省ISO/TC322（サステナブルファイナンス）

回知的財産学術奨励賞（日本知財学会特別賞）受賞。

国内委員・日本代表エキスパート、金融SDGs研究会理事などを
歴任。

日戸 浩之 教授

宮永 雅好 教授

東京大学文学部卒業、東京大学大学院経済学研究科修士課程
修了。野村総合研究所入社、
コーポレートイノベーションコンサ

早稲田大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修
士課程修了、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期

ルティング部グループマネージャー、上席コンサルタントの他
に北陸先端科学技術大学院大学客員教授を兼務。2019年4月

課程修了(博士(学術))。
日本債券信用銀行（現 あおぞら銀行）入
社、シュローダー・インベストメント・ジャパン、
プルーデンシャ

に本学教授（みなし専任）に就任し、2020年4月より現職。

ル・インベストメント・ジャパンCIO、(株)ファルコン・コンサル
ティング代表取締役を経て、2017年イノベーション研究科教授
に就任し、2018年4月より現職。

若林 秀樹 教授［専攻主任（専攻長）］

山崎 知巳 教授

1984年東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学系研究科修
士課程修了。
（株）野村総合研究所入社、欧州系証券会社シニア
アナリスト、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、
日本株投資運用会社のヘッジファンドを共同設立、最高運用責
任者、代表取締役、
（株）サークルクロスコーポレーション設立、
代表取締役を経て、2017年イノベーション研究科教授に就任
し、2018年4月より現職。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回など。

1990年、東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学系研究科
修了、米国コロンビア大学国際行政大学院修了。通商産業省

石橋 哲 教授（みなし専任）
東京大学法学部卒業。
日本長期信用銀行、Citibank N.A、産業再
生機構、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故
調）、政策研究大学院大学客員研究員等を経て、株式会社Blue
Planet-works 取締役。2019年4月より現職。

（2021年8月31日まで
（予定）
）

入省、機械情報産業局、貿易局、生活産業局、通商政策局経済
協力部、経済産業省産業技術環境局、中小企業庁、在アルゼン
チン日本国大使館勤務、経済産業省製造産業局化学課機能性
化学品室長、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発
機構（NEDO）バイオテクノロジー・医療技術部長、国際部長、電
子・材料・ナノテクノロジー部長、IoT推進部長、国立研究開発法
人産業技術総合研究所(産総研)人工知能研究センター副セン
ター長、企画本部副本部長、経済産業省産業技術環境局大学連
携推進室長兼内閣府参事官。2019年9月より現職。

Robert Alan
Feldman 教授（みなし専任）
マサチューセッツ工科大学大学院修了、博士号を取得（Ph.D）。
その後、国際通貨基金を経て、モルガン・スタンレーMUFG証券
シニアアドバイザー。2018年より現職。

岸本 太一 講師
一橋大学商学部卒業、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、一橋大学大学院商学研究科博士後期課
程修了(博士（商学）。一橋大学大学院商学研究科特任講師、東
京大学ものづくり経営研究センター特任助教、敬愛大学経済学
部准教授を経て、2014年イノベーション研究科講師に就任し、
2018年4月より現職。

教員プロフィールの詳細は、ホームページをご確認ください。
https://most.tus.ac.jp/teacher/
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第四次産業革命の
“ 次 ”を 読 み 解 く
研究・活動の
エッセンス

エネルギー・食料資源を輸入に依存する我が国においては外貨の稼ぎ手が不可欠であり、それはこれ
まで製造業であった。他方、製造業は各国において雇用と富を生み出し争奪戦の様相を呈している。
こ
の様な状況下で未来の製造業は今の延長線上には存在しえない。製造業にして製造業に非ず。デジタ
ルを駆使した変化に対応する力（Dynamic Capability）、
自らが有する技術や財務・人的資源からビジネ
ス構築するのではなく、足らざるものを如何に糾合するかという構想力が不可欠。如何にビジネスアプ
ローチを転換したか・転換していくのか・そのための布石について研究していく。

理科大MOTとの
化学反応

ある決まった環境下で問題を解いていくには役割分担の明確な組織・取り組み手法が効率的であり、そ
れが官僚制や詰め込み教育であったりした。
しかし、地球環境も社会環境もビジネス環境も劇的に変化

高田 修三 氏

を続け加速している現在では、異なる者（異業種、理系・文系、老若男女）
との遭遇とその相乗による従来

上席特任教授

に無い財や価値の創出（creation）が極めて重要になっている。
これは単に多様な者が集まれば良いと
いうものではない。単に学説を丁寧に解説すれば良いというものでもない。マラソンに例えれば切磋琢
磨しあう先頭集団グループと良き実践的コーチとスタッフが揃って到達する次元。理科大MOTの社会人
比率の高い多様な大学院生と実業との経験・関りの深い教授陣によるハイパーな化学反応が楽しみ。

ＭOＴ２
実 践 志 向 を 体 現 する 教
世 界を変 革 する
ゲ ー ム チ ェン ジ ン グ テ クノロ ジ ー
研究・活動の

世界市場の勢力図や人間社会の未来の姿までを一変させるような革新的な技術を、ゲームチェンジングテク

エッセンス

ノロジーという。斬新なアイデアが確実な技術に成熟するまでには、いくつかの大きな壁が立ちはだかり、
どの
ような研究から革新的な技術が生まれるのか予測することは極めて困難である。これまでの革新的な技術や
世界の研究を調査しながら、今後有望と思われる革新的な技術を探っている。イノベーション競争が世界的な
規模で繰り広げられる中、インパクトのあるイノベーションの創出は、そう簡単に目指せるものではない。イノ
ベーションには、コアとなる技術だけでなく、斬新なビジネスモデルや国際標準も含まれる。研究開発は、不確
実な未来への投資である。限られた資源（資金、人材、時間）を未来のために投資する上で、目先の利益やニー
ズを優先する勢力を説得できるシナリオが必要で、そのためのロードマップの描き方などを追求している。

理科大MOTとの

研究開発環境は劇的に変化しつつある。特に、今までは科学技術の面で存在感が薄かった新興国の台頭が著

化学反応

しい。世界の研究開発費の50%はアジアの国々が占めるなど、イノベーションは今までのように先進国から生
まれる、
という見方は誤りである。日本のシニアマネージメント層の多くは、学部時代の知識、その後の狭い業
界での経験や見識のまま、人生を終える。そのような中、人生半ばで“学び直し”の機会を得ることは、大変価値
がある。理科大MOTの一流の教員の指導の下、さまざまな分野・業種で数多くの経験を積んできた仲間と議論
を重ね、未来を先取りするイノベーションの創出などについて学び、また、企業、組織、日本の今後の立つべき
位置について考えを深めながら、自分に“相転移”を起こすことで、さらなる高みを目指してほしい。
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生天目 章 氏
上席特任教授

シ ン ギ ュ ラリティ時 代 、
き み たちはどう 生 きる か
研究・活動の

ムーアの法則に従って、我々は50年以上にわたり半導体を微細化し、集積度と性能を指数関数的に向上

エッセンス

してきた。
この猛烈ともいえる勢いは、それを実現できる技術や製造装置を同じペースで開発してきた
からであり、その過程で大きな技術革新を何度も体験した。半導体の開発は絶え間のない「常識の再構
築」であった。今後もこの半導体の進歩をベースとしてAI技術も指数関数的な進化を遂げ、2045年には
技術的シンギュラリティが到来するであろう。
このスイッチの入った進化を止めることはもはや難しい。
将来の人類と機械の関係はどうあるべきか。人類の能力を超えた機械に、
どうすれば人類と共存すると
いう選択をさせることができるのか。

小池 淳義 氏

理科大MOTとの

上席特任教授

化学反応

半導体技術の現状と今後についてだけではなく、直面しているコロナ禍とニューノーマルについても議
論したい。両者とも社会に大きな変化をもたらすという共通点があり、
シンギュラリティ対応への大きな
ヒントになると思われる。色々な分野で活躍している理科大MOTメンバーと議論を深めたい。
すべての人はいますぐ、前述の問いに対する答えを考え始めるべきである。
シンギュラリティが来るまで
の残された25年は、人類がそれを考えるための最後のチャンスといっても過言でない。

.０ 始動
授 たち の 社 会 連 携 活 動
ヘ ル ス テック は 、
我 々に 何 をもたら す か
研究・活動の

当社は、疾病の早期診断、早期治療のためCT、MRI、超音波診断装置、X線診断装置などの画像診断装置

エッセンス

や体外診断装置、AIアプリを搭載したヘルスケアITソリューションを開発、製造し、世界150以上の国や
地域に提供しています。当社の経営理念を象徴する
「Made for Life」の実現、すなわち
「進化し続ける医
療に貢献し、共に成長すること」を目指し、新しい技術や商品、
プロセスなどで様々なイノベーションを
次々と起こし続け、医療現場がかかえる様々な問題を解決すると同時に新たな価値の提供により医療効
率の大幅改善・医療の質の向上に貢献していきます。

瀧口 登志夫 氏
上席特任教授

理科大MOTとの
化学反応

メディカル領域で事業を展開し、成長し続けるためのドライバーとして、技術だけでなく様々なアクティ
ビティーとの関係が重要です。多種多様な人材が集まる理科大MOT受講者を通じた異業種とのコラボ
レーションが新たな可能性や型破りのイノベイティブな発見につながってくれることを期待しています。
今回の新型コロナに関連した突然の社会環境・状況の変化は、いろいろな形で医療現場にも課題を投
げかけ、変化を要求してきました。
これまで以上に医療現場と異業種とのコラボレーションは必要であ
り、そのことが生む圧倒的な進化も社会から期待されています。
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上席特任教授

小池 淳義 氏

小長 啓一 氏

ウエスタンデジタルジャパン プレジデント

島田法律事務所 弁護士、元通商産業省 事務次官

ウエスタンデジタルコーポレーション シニアバイスプレジデント
早稲田大学大学院理工学研究科修了。東北大学大学院にて工学研究科

岡山大学法文学部卒業。通商産業省（現：経済産業省）に入省。通産大臣
秘書官、総理大臣秘書官として田中角栄氏を支える。通商産業事務次官、

電子工学専攻・工学博士号取得。
日立製作所、
トレセンティテクノロジーズ

アラビア石油の取締役社長、AOCホールディングス取締役社長を経て、

を経て、サンディスクの代表取締役社長へ。2018年よりHGSTジャパン、お

2007年に弁護士登録し、
島田法律事務所に所属。

よびウエスタンデジタルジャパンの代表取締役社長を兼任。
著書
『人工知
能が人間を超える シンギュラリティの衝撃
（PHP研究所）
』
。

佐々木 繁 氏

高田 修三 氏

元 株式会社富士通研究所 代表取締役社長

前 経済産業省 製造産業局長

岩手大学大学院工学研究科修了。富士通に入社し、富士通研究所に配
属。数々の先進的な動画像処理システムの実用化研究開発に携わり、

東京大学経済学部卒業。通商産業省（現：経済産業省）に入省。大臣官
房審議官（製造産業局担当）にて航空宇宙産業、防衛装備品等を担当。

2004年には世界初非接触型手のひら静脈認証技術を発表。オーム技

貿易経済協力局貿易管理部長、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長等

術賞、情報処理学会業績賞、IAPR Fellowに選出。

を歴任した後、2020年7月まで製造産業局長を務める。

瀧口 登志夫 氏

寺澤 達也 氏

キヤノン株式会社 専務執行役員

経済産業省 顧問、前経済産業省 経済産業審議官

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 代表取締役社長
東京大学工学部卒業。東京芝浦電気に入社、医用機器事業部に配属。

東京大学法学部卒業／ハーバード大学ビジネススクールでMBAを取得。通商

その後、東芝アメリカメディカルシステムズ社オペレーションマネー

産業省（現：経済産業省）に入省後は機械情報産業局総務課、公正取引委員会事
務局経済部調整課、内閣総理大臣秘書官等を経て、商務情報政策局長に就任。

ジャへ。執行役常務を経て、2014年から現職。

2018年から2019年にかけて、経産省経済産業審議官を務める。

中島 茂 氏

生天目 章 氏

中島経営法律事務所 代表弁護士

防衛大学校 名誉教授
米空軍研究所科学技術局科学 顧問

東京大学法学部卒業。司法研修所を経て弁護士として活躍を始め、中島経営
法律事務所を設立。日本証券クリアリング機構の社外監査役や、
リクルートの
社外監査役を歴任。2006年から2011年の日経ビジネス弁護士ランキング（コ
ンプライアンス部門、危機対応部門）で、5年連続1位を記録する。

防衛大学校卒業／スタンフォード大学大学院修士課程及び博士課程Ph.D取
得。防衛大学校では、ニューラルネットワークやマルチエージェント、複雑ネッ
トワーク、ゲーム理論などの研究に取り組む。1996年には防衛大学校情報工
学科教授を務める。

新美 潤 氏

丹羽 宇一郎 氏

前外務省駐ポルトガル大使
東京大学法学部卒業。外務省に入省。在イラン日本国大使館一等書記官、大臣
官房海外広報課長、大臣官房領事移住部領事移住政策課長、同政策課長を歴

公益社団法人日本中国友好協会 会長
元 伊藤忠商事株式会社 会長
名古屋大学法学部卒業。伊藤忠商事入社、主に食料部門に携わる。2004年、同
社取締役会長に就任。その後、内閣府経済財政諮問会議民間議員や内閣府地方

任し、大臣官房在外公館課長へ。その後、衆議院事務局参事・国際部長。外務省
大臣官房付を経て、2017年から駐ポルトガル特命全権大使を務める。

分権改革推進委員会委員長を経て、中華人民共和国駐箚特命全権大使、日中友
好協会会長を歴任。

藤野 英人 氏

Michael A. Cusumano 氏

レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役社長兼CIO
早稲田大学法学部卒業。1990年から野村投資顧問、ジャーディンフレミング投
信・投資顧問、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て、レオス・
キャピタルワークスを創業。CIO（最高投資責任者）に就任する。2015年より、同
社代表取締役社長兼CIO。

MITスローン経営大学院 副学部長・教授
米プリンストン大学を卒業し、米ハーバード大学で博士号を取得（Ph.
D）。ビジネス戦略と情報技術の研究で著名。
アントレプレナーシップ・イ
ノベーション教育推進をミッションに掲げ、2016年から2017年まで東京
理科大学特任副学長を務めた。

非常勤教員

Christina L. Ahmadjian

講師

池田 史郎

講師

一橋大学大学院経営管理研究科 教授
ハーバード大学卒業／スタンフォード大学ビジネス・スクール経営学修士課程修了。
カリフォルニア
大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジネスでPh.D取得。
コロンビア大学ビジネス・スクール
助教授を経て、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。
日本取引所グループ、住友電気工業、
アサ
ヒグループホールディングスの社外取締役も務める。

株式会社中央アド新社 取締役会長
北海道大学農学部卒業。アサヒビール入社。中央研究所で商品開発に従事。アサヒビール取締役
マーケティング本部長、
アサヒグループホールディングス常務取締役海外担当役員、専務執行役員イ
ンドネシア代表(在ジャカルタ)を経て、現在（株）中央アド新社会長。

佐藤 明 講師

田村 修

株式会社バリュークリエイト 代表取締役（パートナー）
野村證券グループ入社。証券アナリストとして、
日経金融新聞（現日経ヴェリタス）
アナリストランキング
企業総合部門で1位（1995年）、1994～2000年造船・プラント部門7年連続第1位。2001年日米公認会
計士の三冨正博と株式会社バリュークリエイト設立。
また、株式会社ソケッツの社外取締役を務める。
デジタルハリウッド大学ではコーポレート・コミュニケーション論を担当。

株式会社アイレップ
獨協大学卒業。本学経営学研究科MOT修了。第一広告社（現：I&S BBDO）に入社。デジタルアドバタ
イジングコンソーシアム設立時のスタートアップメンバーとして出向。I&S BBDOに帰任後はネットメ
ディアと制作の2部門を統合したインタラクティブ部を統括。2007年、
レリバンシープラス代表取締
役副社長に就任。

中原 隆志（戴志堅）講師

中山 裕香子

キャセイ・トライテック株式会社 代表取締役、ザインエレクトロニクス株式会社 取締役
中国科学技術大学から東京大学大学院博士課程修了。同大学院で工学博士の学位を取得。松下電
送システムに入社。FAX通信ソフトウェア及びデジタル通信の開発に従事した後、中国市場開拓の
マーケティング業務を経て、キャセイ・トライテックを創業。

株式会社野村総合研究所 上級コンサルタント
慶 應 義 塾 大 学 理 工 学 部 卒 業 ／ 同 大 学 院 理 工 学 研 究 科 修 了 、コ ロン ビア 大 学 E x e c u t i v e
Development Program修了。野村総合研究所にて、放送・通信産業や電機産業における事業戦略立
案、新規事業立ち上げ支援などに従事。2004年から2008年まで野村総合研究所アメリカに勤務。

講師

講師

MOT GuideBook
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履 修モデル
修了生

2年生

実践と理論が相交わる講義に、
課題解決の突破口を見る
■ 平井 大之 さん
2018年4月入学
株式会社バイオス勤務／代表取締役社長

入学 前
理科大MOTを選んだきっかけ／挑む課題
株式会社バッファローでマーケティングを担当した当時、パソ
コン市場がピークアウトし、シーズ指向の開発は受け入れられ
ないことを痛感しました。ユーザーの声に耳を澄まし、ニーズ指
向で付加価値を高めることが急務だったのです。飛躍を遂げる
ためには、マーケティングの知見を整理し、アカデミックに体系
づけることが必要と考え、理科大MOTの敷居をまたぎました。

1年 次

『ベンチャービジネス論』では、少ない講義回数の中で2回
ゲストスピーカーの講演があり、理科大MOTの卒業後の実
践において自身の価値を冷静に分析することの大切さと出
会いやチャンスをつかむ「運」の必要性を感じました。講演
では農業をIT化することでハード売りからサービス売りへ
のビジネスモデルの転換を進める事例が、自社のサービス
売りの展開へのヒントになると感じました。最終の起業プラ
ン発表では、自らビジネスのネタを探し、事業計画書を作
成・発表し、議論を実施します。最終のEXITまで想定した新
規ビジネス立ち上げを疑似体験することで、投資家はどの
ような視点で見ているのかについて気づきを得ました。

2年 次

◆ 1年次の履修科目
コア科目 MTI類 ｜ 必修
イノベーションを生む企業文化
イノベーション志向型競争戦略
トラック科目 MTI類 ｜ 選択
ベンチャービジネス論
イノベーションの歴史
起業家精神の原則
新製品開発に応用する伝統技術
コア科目 MBA類 ｜ 必修
世界の中の日本とアジア
意思決定の経済分析
リーダーシップと倫理
グローバル戦略・組織論

デザイン思考
イノベーション志向型マーケティング
研究開発組織のマネジメント
ITの戦略的利用
日本企業の海外展開

組織進化論
グローバル化と知識交流
経営管理会計1
経営管理会計2

おき、
『業界分析』の科目に注力しました。分析結果は、自身のビッ
グクエスチョンへの回答の一つとなり、ペーパーに組み込むこと
ができました。このことからも、理科大MOTの科目は、自身の事業
課題に当てはめることでより実践性が増すことを示唆しており、常
に自分のテーマやビッグクエスチョンを意識することが重要にな
ると感じました。2年次はプロジェクトが始まり、ゼミ内で各自の研
究テーマを発表し質疑応答と議論を重ねることで、違う見方、切り
口で自身のテーマを掘り下げることができました。そのことでペー
パーの内容がよりブラッシュアップされていくことになりました。
【 グラデュエーション・ペーパー 】
「放送業界のチャネル階層に見る売れないロジック、
買わないロジック
（B2Bマーケティングの転換実証）」
自身の事業課題と結びつけることで、学業で得たことを実業で実践することが
できると考え、このテーマを採択しました。結果的に成功モデルの横展開につ
いて、ターゲットの収益構造の違いにより同一商品であっても、意思決定の複
雑性に対して異なる戦略が必要であることが明らかになりました。NHKと民間
放送に分類される放送業界で、自身所属のバイオス社は前者に商品を継続導
入するも後者には未導入であり、導入のためにチャネル軸は代理店からWEB
など新チャネルへ、プロダクト軸では高価少量から安価中量へのポートフォリ
オ転換が必要となり実事業にて実証しました。ペーパー完成のゴールに向かっ
て、悩んだことはその後の実業での実践にも役立つと実感しました。それは研
究の過程で先生や仲間と繰り広げた議論の中で異なる視点が交雑することで
見つかる切り口や考え方の変化が、事業課題に向き合う時の切り口を見つける
きっかけになるためです。ペーパー作成の過程も含め全てがその後のビジネ
スに役立ちますので先生方、仲間、自分を信じ信念を持って執筆してください。

MOT GuideBook

起業家・CXOの素養を磨く

戦略を立案するうえで、損益計算書（PL）の作成は欠か
せません。
そのため、起業家やCXOを志す学生にとって
『経営管理会計』の知識習得は重要と感じました。入
学時からトラックはMBAと決めていましたが、網羅的
に科目履修しつつ、
自身の知識が欠けていた部分を基
礎から学べたことは、今後の飛躍に繋がるものと考え
ます。

トラック科目 MBA類 ｜ 選択
データ分析による意思決定 グローバルビジネス交渉力 チャネルマネジメント
演習科目｜ 選択
寄附講座｜ 選択
実践リーダーシップセミナー
MTI寄附講座 MBA寄附講座

2年次

講義での取り組みが、実務の解に

自身の希望とするMBAトラックの科目から主に選定しつつも、実
業にも当てはめできそうな科目をシラバスや担当教員への確認を
行い選定しました。グラデュエーション・ペーパーの作成を視野に
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1年次

起業体験から稀有な気づきを得る

◆ 2年次の履修科目
トラック科目 MBA類 ｜ 選択
業界分析
企業合併と買収マネジメント
コーポレートファイナンスと資本市場
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
フィンテック戦略
演習科目｜ 選択
プロジェクト
寄附講座｜ 選択
アドバンスドリーダ−シップ

著名なゲスト講師に学び、
自身を俯瞰

2年次は専門性のマーケティングを軸に実務に貢献で
きそうな科目を履修しました。
『企業産業分析』は、講
義内容を自身に当てはめ、
レポートを共有するため、
理解したつもりでも自身で分析をやり遂げる難しさを
痛感し、示唆性や独自性といった考える力も養うこと
ができました。
また、著名なゲストのリーダーシップや
マネジメントはさまざまであり、自身が実務と学生を
両立しているからこそ、自らを俯瞰することができまし
た。また、外部のセミナーでは聞けない、理科大MOT
ならではの講義や質疑があり、本音を聞き出す質問力
も身についたと感じます。

現在
理科大MOTで得たもの／変わったこと
コロナ禍で自社でもリモートワークが定着し、オンライ
ンツールを使って議論する機会が以前より多くなり、理
科大MOTで実践した短時間で議論を深め結論を導くア
ウトプット力が非常に役立っていると感じます。コロナ
禍により外部環境は大きく変化し、
これまでの延長線上
にある取り組みでは、自然淘汰されてしまうビジネス環
境になりました。学業理論だけでは通用しない現場で、
課題の発見と解決の実践を持って自社への還元とし、
後進の育成も実施していきます。

【 グラデュエーション・ペーパー 】
「オンラインから世界観の発信」
コロナ禍の影響から自社のビジネスモデルの転換が必要と
感じたため、本テーマを採択しました。EC市場が拡大する中
で小売の市場はますます拡大が見込まれます。一方で、
リア
ル店舗は衰退するほかないのでしょうか。SNS世代にとって
モノの価値は価格から共感へ変化します。自社はコロナ禍の
ために売上が減少した神奈川県の中小企業と共創し、オンラ
インとリアル店舗を融合させることで、SNS世代の顧客を巻
き込みたいと考えています。ペーパーは学業と両立させ、試
行錯誤しながら日々進めていくビジネス企画書です。共創す
る会社を見つけ交渉し、自社のプラットフォームに参入させ
るのがポイントとなります。自身の問いに対し、1年間にわた
りひとつのテーマに取り組む経験は、人生において滅多にな
い機会と感じます。1年間という時間がより深いペーパーに繋
がり、卒業後の実務に貢献できると感じています。

入 学 生（ 1 年 生 ）

新時代の共創ビジネスを

アフターコロナを見通す

模索する濃密な体験

慧眼と強靭な課題解決力を養う

■ 阿部 光弘 さん

■ 小林 雄 さん

2019年4月入学
株式会社PXストア勤務／取締役
(出向元：株式会社バッファロー)

2020年9月入学
株式会社バイオス勤務／営業部次長

入 学前

入学前

理科大MOTを選んだきっかけ／挑む課題

理科大MOTを選んだきっかけ／挑む課題

市場の変化が激しさを増す中、経営層は厳しく自問自答をしな
がら、多様な戦略を検討し行動することが求められます。そのよ
うな中、当社の課題に対する経営戦略を実行するために、マー
ケティングの手法を理解し、習得したいと考えました。また自
身の経歴上、営業職が中心だったことから、理系の開発者と触
れ合うことは、自社の製品開発に大きく資すると期待しました。

ビジネス環境が大きく変わることが予想されるアフ
ターコロナ時代、変化するリードユーザーのニーズを
つかむために、マーケティング力を習得したいと考え
ました。また自社の課題や業界の問題点に対し、仮説
を立て解決するための力を身につけたいと考えてい
ます。

1 年次
◆ 1年次の履修科目
コア科目 MTI類 ｜ 必修
イノベーションを生む企業文化
イノベーション志向型競争戦略

デザイン思考
イノベーション志向型マーケティング

トラック科目 MTI類 ｜ 選択
ベンチャービジネス論
起業家精神の原則

研究開発組織のマネジメント
組織原則とナレッジマネジメント

コア科目 MBA類 ｜ 必修
世界の中の日本とアジア グローバル戦略・組織論
意思決定の経済分析
組織進化論
グローバル化と知識交流
リーダーシップと倫理
トラック科目 MBA類 ｜ 選択
サービス戦略とイノベーション
製造業のサービス化
演習科目｜ 選択
実践リーダーシップセミナー

経営管理会計1
経営管理会計2

チャネルマネジメント
フィンテック戦略

CXOの知見と課題解決力を、我が物に

『アドバンスドリーダーシップ』では、各方面で活躍さ
れているリーダーが、課題に対してどのような策を講
じ、またどのように部下を動かして解決されたかを学
びたいと考えています。理科大MOTで学んだ技術経
営の高い専門知識を活用して、
自社の営業戦略を立案
し、先頭に立って実行していきたいと考えています。
ま
た、学びの心を持ち続け、好奇心、探求心を大事にさ
らに成長し続けたいと考えています。

寄附講座 ｜ 選択
MBA寄附講座
アドバンスドリーダ−シップ

◆ 1年次の履修科目
コア科目 ｜ 必修
イノベーションを生む企業文化
組織進化論

イノベーション志向型経営戦略論
イノベーション志向型マーケティング

トラック科目 ｜ 選択
ユーザーイノベーション
実践組織戦略
フィンテック戦略

デジタルトランスフォーメーション
ICTビジネス展開
チャネルマネジメント

社会連携科目 ｜ 選択
アドバンスドリーダーシップ
価値創造

生活関連産業特別講義

演習科目｜ 選択
実践CXO・起業家ケーススタディ２
プロジェクトエクササイズ

◆ 2年次の履修科目
トラック科目 ｜ 選択
企業産業分析予測
イノベーションの歴史
アドバンスド戦略マネジメント
企業合併と買収
アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略
ブランド戦略
ビジネスモデルイノベーション
デジタルマーケティングとソーシャルメディア
社会連携科目 ｜ 選択
価値創造
演習科目｜ 選択
プロジェクト1
プロジェクト2
プロジェクト3
プロジェクト4

現在
理科大MOTで得たもの／変わったこと
実際に経営に携われば、マーケティング、会計、組織、
リーダーシップなど、幅広い素養と視点が求められま
す。そうした点から、
まさに「学びこそが実践の礎」だと
実感しています。大切なことは「世のため、人のため」
にビジネスを展開していくことが必要です。単純なこと
かもしれないですが、実行できている人は少なく、そ
れが実践できるようになってはじめて、自社に理科大
MOTの学びを還元できると感じます。

派遣元企業

株式会社
メルコホールディングス
IT関連、食品、金融の3事業を展開する純粋持株会社。主要
子会社・株式会社バッファロー（BUFFALO）はパソコン周
辺機器メーカーとして有名。牧寛之代表取締役社長のも
と、市場縮小を克服する強靱な経営体制の構築を目指す。
その一環として、論理的思考に基づく分析力、課題解決力
を備えた人材を育成するため、理科大MOTに幹部社員を
派遣。
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Learning Style for Business Persons
社 会 人 が 通 学しや す い 環 境
通学しやすい授業開講期間・時間帯
授業は、四半期を軸に、平日夜間、土曜日に開講します。
2021年度授業開講期間・時間帯について（予定）
四半期開講期間

平日夜間開講

9月 6日
（月）～ 11月11日
（木）

2B期

11月 9日
（火）～ 1月27日
（木）

21：50

● 授業の実施時間は90分または180分となります。

土曜日昼間開講

8：50

10：30

12：50

14：30

16：10

17：05

18：45

10：20

12：00

14：20

16：00

16：55

18：35

20：15

～

※変更になる場合があります。

～

2A期

20：10

● 平日は18：40から21：50まで、
土曜日は8：50から20：15までとなります。

～

6月14日
（月）～ 8月 7日
（土）

20：20

～

1B期

18：40

～

4月 5日
（月）～ 6月12日
（土）

～

1A期

～

間

～

期

～

学期

通学しやすい立地
授業を実施する神楽坂キャンパスの最寄りの駅は、鉄道5路線が交差する飯田橋駅となり、駅から徒歩5分以内の場所に学び舎があります。
講義資料等は学内イントラネットで配信
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。

2020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学部を卒業し、
技術経営専攻に進学する者は、入学金を半額とします。

修了生へのアフターフォローの活動
本専攻では修了した学生への能力の向上を目的に「知の定期健康診断」を実施し、修了後のサポート体制を構築しています。

14

MOT GuideBook

PORTA神楽坂
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
東京理科大学
教務部経営学事務課 専門職大学院室
E-mail mot-tus@rs.tus.ac.jp

1

神楽坂校舎

9

MOT

6

4

5

10

3

2

11

7

8

地下鉄
B3出口

富士見校舎
地下鉄
B2a出口

Access

JR飯田橋駅

● 近隣マップ

九段中等学校前

神楽坂校舎
① 1号館 ② 2号館 ③ 3号館 ④ 6号館 ⑤ 7号館
⑥ 8号館 ⑦ 9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

技術経営専攻
（MOT）
⑪ PORTA神楽坂〈4・5階〉

● 交通案内

JR中央・総武線、地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線 飯田橋駅 B2a・B3出口より 徒歩1～3分
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

̶［JR中央・総武線］飯田橋駅まで … 約10分
̶［JR中央・総武線］飯田橋駅まで … 約12分
̶［JR中央・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中央・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中央・総武線］飯田橋駅まで … 約45分
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東京理科大学 Since 1881
東京理科大学専門職大学院 Since 2004
東京理科大学大学院経営学研究科MOT Since 2018

https://most.tus.ac.jp/

