
経営学研究科 技術経営専攻（MOT）
GuideBook 2022

K
A
G
U
R
A
ZA
K
A

innovations

そ
の
先
へ

専門職大学院

1

7

4

9

10
11

JR飯田橋駅

神楽坂校舎

富士見校舎

2

8

3

6 MOT

地下鉄
B3出口

九段中等学校前

5

Since1881

［近隣マップ］
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
技術経営専攻（MOT） ⑪PORTA神楽坂（4・5階）

［交通案内］
JR中央・総武線飯田橋駅西口より徒歩5分、
地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線飯田橋駅 B3出口より 徒歩1分

東京理科大学教務部経営学事務課 専門職大学院室
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3　PORTA 神楽坂

E-mail mot-tus@rs.tus.ac.jp
https://most.tus.ac.jp/

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です。



若林　今回は理科大MOTの修了生である三上
奈央樹さんと井田琢也さんにお集まりいただきま
した。さっそくですが、理科大MOTに入学された
きっかけを聞かせてください。
三上　私が入学を検討したのは2017年10月のこ
とでした。この頃、私が勤めている会社は大きな
変化に直面していました。私は理科大MOTで学
ぶことで、新たな突破口が見いだせるのではない
かと思い入学を決意しました。
井田　私は半導体およびディスプレイ製造装置メ
ーカーで約25年間技術者として働いてきましたが、
海外の方 と々話す中、自分の視野の狭さを感じて
いました。海外では技術者が経営などさまざまな
視点と知識を持っていることを知り自分の今後の
キャリアについて考えるようになりました。そんな
中、理科大MOTの存在を知り入学を決めました。
若林　なぜ、理科大MOTを選ばれたのでしょう。
井田　まず、技術者として経営を学ぶのであれば
MBAよりもMOTだと思いました。なかでも理科
大MOTを選んだ理由は休職せずに働きながら通
えることが大きかったですね。
三上　私は学生が皆、社会人であるという点にひ
かれました。教授陣も、さまざまなバックボーンを
お持ちです。そういった方 と々議論することで大
きな気付きが得られるのではないかと思いました。

若林　理科大MOTの特徴の1つはまさに全員が
社会人であることです。技術者が6～7割、業種
は製造業が約5割を占めますが、金融から医薬、
サービス業までさまざまな業種の方がいます。年
齢層は40代が半数を占めますが20代～50代ま
で幅があり、全員が年齢やキャリアに関係なくフ
ラットな関係で議論し合えることが魅力です。
三上　実際に入学してみて、社会人学生同士の
活発な議論は理科大MOTの最大の魅力だと実
感しました。入学したばかりの頃は考え方が凝り
固まっていましたが、いろいろな方 と々の議論はま
さに私の視野を広げてくれました。
井田　理科大MOTの学生は皆、専門分野と強い
問題意識を持っているので、深みのある議論がで
きたことは私の大きな財産となっています。
若林　座学の講義だけでなく、ゲストスピーカー
を呼んで、直接意見交換ができる授業が多いの
も理科大MOTの魅力ですよね。
井田　最初に座学で基礎を学び、下地ができた
段階で、意見交換や議論をする授業を受講する
という構成になっているのは、よく考えられたカリ
キュラムだなと思いました。
三上　ゼミ単位で行う夏合宿や冬合宿も印象に
残っています。夏合宿ではOBも参加し、グラデュ
エーションペーパーについて議論をしますが、朝
から晩まで思う存分議論をしました。参加された
OBの方々の含蓄ある言葉にも勇気づけられまし
た。冬合宿では単位互換協定を結んでいる立命
館大学ビジネススクールの方 と々の交流も非常に
有意義な時間でした。
若林　また日本のビジネススクールの多くが修士
論文などを課していない中、MOTでは、グラデュ
エーションペーパーと呼んでいますが、それを課し
ている点も理科大MOTの重要な特徴の1つです。

幅広い業種、年齢、
キャリアを持つ学生同士が
フラットな関係で
議論できる環境が魅力

芝浦メカトロニクス株式会社
1939年に東京芝浦電気株式会社（現・株式会社
東芝）の事業の一部を継承し株式会社芝浦京町
製作所として創業。同年商号を株式会社芝浦製作
所に変更。その後、株式会社徳田製作所、東芝メ
カトロニクス株式会社と合併し1998年に商号を芝
浦メカトロニクス株式会社に変更。精密メカトロニ
クス、洗浄、ボンディング、エッチング、真空、成膜など
をコア技術に、半導体、フラットパネルディスプレイ、
電子部品などの用途向けに製造装置の開発から
サービスまでトータルソリューションを提供している。

株式会社日立国際電気
2000年に国際電気株式会社・日立電子株式会
社・八木アンテナ株式会社が合併し、株式会社
日立国際電気へ。映像・通信分野において、優
れた技術や製品、ソリューションを通じて、安全
で豊かな社会基盤づくりを支えている。また、5G
を始めとした無線通信技術や、映像監視・画像
処理技術・AIを活用したビジネスに注力しており、
Society5.0や超スマート社会の実現に向けて大き
く貢献している。
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イノベーションを生み出す理科大MOTの魅力
時代がダイナミックに変化し続ける中、「技術でイノベーションを起こし社会を良くしたい」という信念の下、
技術のわかる経営者や起業家の育成を進めている理科大MOT。
若林秀樹専攻長と、2020年3月修了の三上奈央樹さん、
2021年3月修了の井田琢也さんの3人が理科大MOTの魅力について語り合った。

Profile

三上奈央樹  さん

2020年3月修了
株式会社日立国際電気　モノづくり統括
本部　鉄道ソリューション推進センタ　プ
ロジェクトマネージャ。2002年に株式会
社日立国際電気入社。現在、鉄道事業
者向けに監視カメラ等の製品・システム
を提供するプロジェクトを纏めている。ま
た、2020年「第3回ベーシック・レポート・
アワード」にてアカデミック賞を受賞。東京
理科大学 研究推進機構 総合研究院 技
術経営戦略・金融工学社会実装研究部
門（FESI）にて客員研究員としても活躍中。

Profile

井田琢也  さん

2021年3月修了
芝浦メカトロニクス株式会社　メカトロ
ニクスシステム事業部メカトロニクスシス
テム装置統括部　統括副部長。1995
年に芝浦メカトロニクス株 式 会 社の前
身の東芝精機株式会社に入社。現職は
チップボンダーと呼ばれる半導体製造装
置（後工程）のビジネスユニット責任者。

Profile

若林秀樹  教授

東京理科大学大学院経営学研究科技
術経営専攻　専攻主任（専攻長）。株式
会社野村総合研究所、みずほ証券株式
会社で電機や半導体でアナリストランキ
ング1位5回、その後、ヘッジファンドを起
業、CEO、ファンドマネージャーなどを経
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。
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理科大MOTのグラデュエーションペーパーには技
術経営論文とビジネス企画提案の2種類がありま
すが、今回お二人は共に技術経営論文でその年
の優秀者に選ばれ、共に他の成績も優秀で、最優
秀学生として、総代にも選ばれていますよね。
三上　グラデュエーションペーパーに取り組む期
間は、自分自身の経験や知識を再構築するため
の時間でもあり、非常に貴重な経験となりました。
在学時は全社企画部門におりましたが、現在の
職場や仕事でも、その経験は生かされています。
井田　私の場合、グラデュエーションペーパーに
向けた研究の進め方が定まらず2年次の6月中旬
頃まで悩みました。当時三上さんがOBとしてゼ
ミに参加してくださった際に「最終的には時間が
解決してくれるよ」とおっしゃってくださったことが
大きな励みになりました。

んだ」という成功体験が自信につながり、日本全体
が活力を取り戻す大きな原動力になると思います。
井田　私の場合、今までは作り手の立場で製品
を見ていましたが、現在は使う側の立場からも製
品を見られるようになりました。結果、どのような
付加価値をつければ競争力が上がるのかといっ
た発想が浮かぶようになりました。今後はそれを
形にしていきたいですね。最終目標はものづくり
で世の中を豊かにしていくことです。
三上　当社の企業理念は「優れた技術・製品・
ソリューションの開発を通じて、幸福で安心・安
全な社会の実現に貢献する」です。私も理科大
MOTでの学びを基に、使命を推進すべく、いろい
ろなことに挑戦していきたいですね。
若林　最後に理科大MOTへの入学を検討されて
いる方へのメッセージをお願いします。

若林　お二人は入学前と修了後で最も大きな変
化は何だと思われますか。
三上　考え方や視野は広がりましたが、特に経
営者層の言葉を深掘りして考えられるようになり
ました。
井田　私の場合、入学前は「この会社の構成員
の一人」といった感覚でしたが、今は業界全体に

三上　理科大MOTにはさまざまな業種の学生
がいます。教授陣の質の高い授業やゲストスピー
カーによる講義はもとより、そういった学生との
出会いだけでも非常に価値があると思っています。
ぜひ入学して理科大MOTのダイナミズムを味わっ
ていただき、自分自身をアップデートしていただき
たいです。
井田　周囲からは「働きながらよく2年間も通っ
たね」と言ってもらえるのですが、私自身はあまり
大変だったと思ったことはなく、むしろ楽しみなが
ら学べたというのが実感です。確かにレポートに
追われて大変な時期もありましたが、それは仕事
も同じです。逆に良い気分転換になり、仕事に対
する意欲が向上しました。多くの方に同じような
経験を味わってほしいですね。
若林　私が最後に強調しておきたいことは、理

おける自社の役割、自分の役割といった具合に自
分を俯瞰できるようになりました。私の入学動機
は「視野を広げたい」ということでしたが、実際に
修了して「このように広がるのか」と実感していま
す。興味の幅も広がり、今後も学びを続けていき
たいと思うようになりました。
若林　理科大MOTでの学びは実際仕事にどの
ように生かされていますか。
三上　理科大MOTでの学び・考え方、それを
踏まえた進め方をメンバーにわかりやすく伝え、
日々の業務へ実装することに努めました。結果と
して、業績を改善することができました。メンバ
ーもこの結果を共有し、次のステップに進める原
動力になっています。こういった活動を会社全体
に広めていきたいと考えているところです。
若林　それは素晴らしいですね。「やればできる

科大MOTにおける教授と学生との関係です。映
画にたとえると教授は俳優、学生は観客と思われ
がちですが、私は違うと思っています。学生一人
ひとりが俳優であり、教授は演出家、そして学生
の皆さんの活躍を楽しみにしている会社や社会
が観客です。学生の皆さんはそれぞれが輝ける
スキルを持っていますので、教授陣は今後も皆さ
んがスキルを磨くための支援をしていきたいと願
っています。
経済学者のヨーゼフ・アロイス・シュンペーター
は異質のもの同士が結び付き、新たなものが生ま
れるという意味で、イノベーションを「新結合」と
訳しましたが、業種も年齢も異なる人同士が理科
大MOTに集い新結合することがイノベーションを
起こす発火点になると信じています。今日はどう
もありがとうございました。

さまざまな人が集い
再結合することが
イノベーションを起こす
発火点に

理科大MOTの強みは、一に神楽坂とい
う立地、二に優秀な学生、三、四なくて
五に教授陣だと思っています。

教室での講義だけでなく、企業の工場
見学などの課外授業も大変貴重な経
験となりました。

2020年はコロナ禍で、理科大MOTで
長年受け継がれてきた講義後の神楽
坂での集まりに参加できず残念でした。
今後はOBとして参加したいですね。

2年間の集大成としてグラデュエーション
ペーパーを課している点も理科大MOTの
特徴。技術系論文とビジネス企画提案
の2種類がある。写真は三上さんと井田
さんのグラデュエーションペーパー。お二
人はともに技術系論文でその年高く評価
された。

MOTの魅力について語り合う
3人の様子は動画でも配信中
https://most.tus.ac.jp/mot/talks/
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時代の趨勢を先取りし、社会ニーズを捉えた 教育体系 （2021年度教育課程）

CXO・起業家に必要な知識・知見を養う教育課程

チャレンジなくしては時代を
創出できない

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。

2021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、絶え間なく社会の
急速な変化に敏速かつ革新的に対応し、イノベーションを牽引でき
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。

教員、事務一同、如何なる困難もチャンスと捉えて立ち向かうマイ
ンドが溢れ、『“財”を創出する場』である理科大MOTでご入学をお待
ちしております。

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。

Message

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。

茂浦口 明雄 氏

新日本無線株式会社
電子デバイス事業部 開発本部
プロセス技術部 部長

▶ 本学位課程を修了した者

2号委員

諏訪園 貞明 氏

公正取引委員会事務総局審査局
犯則審査部長

▶ 国又は地方公共団体の職員、地域の
事業者による団体の関係者その他の地
域の関係者である者

4号委員

肥塚 浩  氏
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

▶ 専門職大学院の必要性を理解する
学外の学識経験者又は有識者である者

5号委員

坂本 正典
東京理科大学　
経営学部経営学科 教授

▶ 専門職学位課程の認証評価機関の
委員等の経験を有する本学教員である者

1号委員

佐久間 嘉一郎 氏

株式会社日立国際電気
代表取締役社長執行役員

竹田 浩三 氏
九州旅客鉄道株式会社
執行役員東京支社長

教育課程
連携協議会委員 

（2021年4月）

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。

PRACTICE　演習科目

CEO、COO等を目指す「E-MOT」、CTO等を目指す「イノベータートラック」、起業を目指す「ア
ントレプレナー」からなる科目区分です。

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。

TRACK　トラック科目

社会連携科目

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。

CORE　コア科目 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。

FUNDAMENTAL　基礎科目

経営学研究科技術経営専攻
専攻主任（専攻長）

若林 秀樹

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

リーダーシップとリスク

経営戦略と組織行動
コンプライアンス

社外役員・監査役

CFO CMO CTO

CEO／COO 起業家

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
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ビジョナリー・シンキング
▶ CEO 、起業家（ NPO 法人）も含め必須 

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で
なく、社会や環境との調和の中で、新しい価値観や生き方、ビジョンを提示
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、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、社会も設計・創造します。

リーダーシップとリスク
▶ CEO、COO、起業家に必須

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、多くのリーダーの
話を聞き、感じ、議論します。

経済学と財務・会計
▶ CFO やベンチャーキャピタリストに必須

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。

マーケティング
▶ CMO に必須

デジタルマーケティングやブランディングを学びます。

先端科学技術と産業
▶ CTO に必須

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。

経営戦略と組織行動
▶ CXO に必須

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。

イノベーション・起業
▶CTO、起業家や、新規事業担当者にも必須

起業や新規事業創造に必要となる知識や方法論を学びます。

コンプライアンス
▶ CXOに加え、社外取締役や監査役も必須 

イノベーションを起こし、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。

▶ 当該専門職学位課程に係る職業に就いている者又は当該職業に
関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するも
のの関係者であって、当該職務の実務に関し豊富な経験を有する者

3号委員
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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。

PRACTICE　演習科目

CEO、COO等を目指す「E-MOT」、CTO等を目指す「イノベータートラック」、起業を目指す「ア
ントレプレナー」からなる科目区分です。

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。

TRACK　トラック科目

社会連携科目

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。

CORE　コア科目 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。

FUNDAMENTAL　基礎科目

経営学研究科技術経営専攻
専攻主任（専攻長）

若林 秀樹

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

リーダーシップとリスク

経営戦略と組織行動
コンプライアンス

社外役員・監査役

CFO CMO CTO

CEO／COO 起業家

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
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ビジョナリー・シンキング
▶ CEO 、起業家（ NPO 法人）も含め必須 

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で
なく、社会や環境との調和の中で、新しい価値観や生き方、ビジョンを提示
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、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、社会も設計・創造します。

リーダーシップとリスク
▶ CEO、COO、起業家に必須

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、多くのリーダーの
話を聞き、感じ、議論します。

経済学と財務・会計
▶ CFO やベンチャーキャピタリストに必須

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。

マーケティング
▶ CMO に必須

デジタルマーケティングやブランディングを学びます。

先端科学技術と産業
▶ CTO に必須

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。

経営戦略と組織行動
▶ CXO に必須

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。

イノベーション・起業
▶CTO、起業家や、新規事業担当者にも必須

起業や新規事業創造に必要となる知識や方法論を学びます。

コンプライアンス
▶ CXOに加え、社外取締役や監査役も必須 

イノベーションを起こし、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。

▶ 当該専門職学位課程に係る職業に就いている者又は当該職業に
関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するも
のの関係者であって、当該職務の実務に関し豊富な経験を有する者

3号委員



※2021年度の授業科目を記載しています。
※2022年度新入生の授業科目は変更、削除、または追加、非公開となる可能性があります。
※（ ）は単位数

※最低限の修了単位は、平日一日と土曜での
取得は可能。但し、実践CXO・起業家ケースス
タディ1・2は選択必修、平日開講となっています。
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カリキュラム

PRACTICE
演習科目

TRACK
トラック科目

E-MOT

イノベーター

アントレプレナー

社会連携科目

CORE
コア科目

FUNDAMENTAL
基礎科目

選択22科目

選択17科目

選択19科目

選択15科目

必修8科目

選択5科目

実践CXO・起業家ケーススタディ1 （選択必修 2）
実践CXO・起業家ケーススタディ2 （選択必修 2）
実践CXO・起業家ケーススタディ3 （選択 2）
実践ケーススタディ （選択 2）

プロジェクトエクササイズ （必修 1）
プロジェクト1 （必修 2）
プロジェクト2 （必修 2）
プロジェクト3 （必修 2）
プロジェクト4 （必修 2）

■ 学生が個別に課題を設定し、調査研究、フィールドワーク、ディスカッ
ションなどの手法や学生個々が持つ実践知を踏まえ、各履修教員の
もとで、学生個々の入学目的に合わせて作成することで、本学での学
習成果により、社会要請等に応えることを到達目標とする成果物です。

 ペーパー作成の区分は、学生個々の作成目的により「技術経営論文」
「ビジネス企画提案」の2つに大別されます。

■ 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サイズ」から、

  2年次の「プロジェクト1～4」からなります。「プロジェクトエクササイ
ズ」で作成テーマ、概要、計画を明確にし、「プロジェクト1」から作成の
着手に入り、「プロジェクト2」の終了時に進捗（中間）発表会を開催、
学外の有識者・学識者で構成される助言委員会により助言を受けブ
ラッシュアップを図ります。「プロジェクト4」の終了時には、最終発表
会を開催、主査（履修教員）、副査（本専攻教員）、学外副査の3名で
構成する審査委員会により成果物を審査し、学位授与の方針（ディ

プロマ・ポリシー）との整合性を図ることで、技術経営修士（専門職）
としての質を高めています。

■ 最終発表会において発表する条件として、『技術経営論文』は、公開を
前提とし、学会等で発表することとし、『ビジネス企画提案』は、「起業
案（計画）」、「新規事業提案」、「プロトタイプ」に細分化し、一部を非公
開とするが、履修教員（主査）と当該学生の所属企業や、実務経験者
等が十分に意見交換を行い、企画提案が実現できることとしています。

グラデュエーションペーパーとは？

技術経営修士（専門職）の授与プロセス（修了要件等）［2022年度入学生］

目指すCXO

ビジョナリー・妄想力⑴

デザインコンセプト創造 ⑵
ビジョナリー・妄想力 ⑴

デザインコンセプト創造 ⑵
ビジョナリー・妄想力 ⑴

ビジョナリー・シンキング
　　　　　　　　　特別講義 ⑵

CEO、起業家（NPO法人含む）

21世紀に求められる倫理 ⑴

21世紀に求められる倫理 ⑴

21世紀に求められる倫理 ⑴

リーガル戦略特別講義 ⑵

コンプライアンス・リスク管理論 ⑴

CXO、社外取締役・監査役

【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。
5）1年間に履修登録できる単位数の上限は38単位。

【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。

必修5科目
選択必修2科目
選択2科目

企業産業分析予測 ⑵
フィンテック戦略 ⑵
標準化戦略 ⑵

企業産業分析予測 ⑵
フィンテック戦略 ⑵
標準化戦略 ⑵

企業産業分析予測 ⑵
フィンテック戦略 ⑵
マネジメント総論 ⑵
標準化戦略 ⑵
国際企業法務と戦略 ⑵
スタートアップサイエンス ⑵

経営戦略・組織行動特別講義 ⑵

組織進化論 ⑴
イノベーション志向型
　　　　　　　　経営戦略論 ⑴

経営基礎 ⑴

CXO・起業家共通

科学技術・産業政策 ⑵

研究開発マネジメント ⑵
科学技術・産業政策 ⑵
技術・ものことづくり ⑴

日本企業の海外展開 ⑵
先端科学技術の知財保護 ⑵
特許制度の基礎 ⑵
地域知財戦略 ⑵
ダイナミック環境下の知財戦略 ⑵
技術・ものことづくり ⑴

科学技術論 ⑴

科学技術基礎 ⑴

生命関連産業特別講義 ⑵
生活関連産業特別講義 ⑵
サービス関連産業特別講義 ⑵
製造産業特別講義 ⑵
金融産業特別講義 ⑵
先端科学技術特別講義 ⑵

CTO

チャネルマネジメント ⑴
アドバンスドマーケティング戦略 ⑴
ブランド戦略 ⑴
ICTビジネス展開 ⑵

ブランド戦略 ⑴
デジタルマーケティングと
　　　　　ソーシャルメディア ⑴
デジタルトランスフォーメーション ⑵
ICTビジネス展開 ⑵

デジタルマーケティングと
　　　　　ソーシャルメディア ⑴
ICTビジネス展開 ⑵

イノベーション志向型
　　　　　　マーケティング ⑴

マーケティング基礎 ⑴

マーケティング特別講義 ⑵

CMO

サブスクリプション ⑵
企業合併と買収 ⑵
実践コーポレートファイナンス ⑵
行動経済学 ⑴
グローバル経済 ⑵

経営管理会計 ⑴
マクロ・ミクロエコノミクス ⑴

財務・会計基礎 ⑴
経済学基礎 ⑴

経済・財務・会計特別講義 ⑵

CFO、ベンチャーキャピタリスト

実践組織戦略 ⑵
アドバンスド戦略マネジメント ⑵
グローバルビジネス交渉力 ⑵
コーポレートコミュニケーション ⑵

コーポレートコミュニケーション ⑵

実践組織戦略 ⑵
アドバンスド戦略マネジメント ⑵

アドバンスドリーダーシップ ⑵
リーダーシップ特別講義 ⑵

CEO、COO、起業家

ユーザーイノベーション ⑵
先進ビジネスモデル ⑵
グローバル・チャイナ産業
　　　　　　　イノベーション ⑵

ユーザーイノベーション ⑵
グローバル・チャイナ産業
　　　　　　　イノベーション ⑵

ユーザーイノベーション ⑵

イノベーションを生む企業文化 ⑴

価値創造 ⑵
イノベーション・起業特別講義 ⑵

CTO、起業家、新規事業担当者



※2021年度の授業科目を記載しています。
※2022年度新入生の授業科目は変更、削除、または追加、非公開となる可能性があります。
※（ ）は単位数

※最低限の修了単位は、平日一日と土曜での
取得は可能。但し、実践CXO・起業家ケースス
タディ1・2は選択必修、平日開講となっています。
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カリキュラム

PRACTICE
演習科目

TRACK
トラック科目

E-MOT

イノベーター

アントレプレナー

社会連携科目

CORE
コア科目

FUNDAMENTAL
基礎科目

選択22科目

選択17科目

選択19科目

選択15科目

必修8科目

選択5科目

実践CXO・起業家ケーススタディ1 （選択必修 2）
実践CXO・起業家ケーススタディ2 （選択必修 2）
実践CXO・起業家ケーススタディ3 （選択 2）
実践ケーススタディ （選択 2）

プロジェクトエクササイズ （必修 1）
プロジェクト1 （必修 2）
プロジェクト2 （必修 2）
プロジェクト3 （必修 2）
プロジェクト4 （必修 2）

■ 学生が個別に課題を設定し、調査研究、フィールドワーク、ディスカッ
ションなどの手法や学生個々が持つ実践知を踏まえ、各履修教員の
もとで、学生個々の入学目的に合わせて作成することで、本学での学
習成果により、社会要請等に応えることを到達目標とする成果物です。

 ペーパー作成の区分は、学生個々の作成目的により「技術経営論文」
「ビジネス企画提案」の2つに大別されます。

■ 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サイズ」から、

  2年次の「プロジェクト1～4」からなります。「プロジェクトエクササイ
ズ」で作成テーマ、概要、計画を明確にし、「プロジェクト1」から作成の
着手に入り、「プロジェクト2」の終了時に進捗（中間）発表会を開催、
学外の有識者・学識者で構成される助言委員会により助言を受けブ
ラッシュアップを図ります。「プロジェクト4」の終了時には、最終発表
会を開催、主査（履修教員）、副査（本専攻教員）、学外副査の3名で
構成する審査委員会により成果物を審査し、学位授与の方針（ディ

プロマ・ポリシー）との整合性を図ることで、技術経営修士（専門職）
としての質を高めています。

■ 最終発表会において発表する条件として、『技術経営論文』は、公開を
前提とし、学会等で発表することとし、『ビジネス企画提案』は、「起業
案（計画）」、「新規事業提案」、「プロトタイプ」に細分化し、一部を非公
開とするが、履修教員（主査）と当該学生の所属企業や、実務経験者
等が十分に意見交換を行い、企画提案が実現できることとしています。

グラデュエーションペーパーとは？

技術経営修士（専門職）の授与プロセス（修了要件等）［2022年度入学生］

目指すCXO

ビジョナリー・妄想力⑴

デザインコンセプト創造 ⑵
ビジョナリー・妄想力 ⑴

デザインコンセプト創造 ⑵
ビジョナリー・妄想力 ⑴

ビジョナリー・シンキング
　　　　　　　　　特別講義 ⑵

CEO、起業家（NPO法人含む）

21世紀に求められる倫理 ⑴

21世紀に求められる倫理 ⑴

21世紀に求められる倫理 ⑴

リーガル戦略特別講義 ⑵

コンプライアンス・リスク管理論 ⑴

CXO、社外取締役・監査役

【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。
5）1年間に履修登録できる単位数の上限は38単位。

【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。

必修5科目
選択必修2科目
選択2科目

企業産業分析予測 ⑵
フィンテック戦略 ⑵
標準化戦略 ⑵

企業産業分析予測 ⑵
フィンテック戦略 ⑵
標準化戦略 ⑵

企業産業分析予測 ⑵
フィンテック戦略 ⑵
マネジメント総論 ⑵
標準化戦略 ⑵
国際企業法務と戦略 ⑵
スタートアップサイエンス ⑵

経営戦略・組織行動特別講義 ⑵

組織進化論 ⑴
イノベーション志向型
　　　　　　　　経営戦略論 ⑴

経営基礎 ⑴

CXO・起業家共通

科学技術・産業政策 ⑵

研究開発マネジメント ⑵
科学技術・産業政策 ⑵
技術・ものことづくり ⑴

日本企業の海外展開 ⑵
先端科学技術の知財保護 ⑵
特許制度の基礎 ⑵
地域知財戦略 ⑵
ダイナミック環境下の知財戦略 ⑵
技術・ものことづくり ⑴

科学技術論 ⑴

科学技術基礎 ⑴

生命関連産業特別講義 ⑵
生活関連産業特別講義 ⑵
サービス関連産業特別講義 ⑵
製造産業特別講義 ⑵
金融産業特別講義 ⑵
先端科学技術特別講義 ⑵

CTO

チャネルマネジメント ⑴
アドバンスドマーケティング戦略 ⑴
ブランド戦略 ⑴
ICTビジネス展開 ⑵

ブランド戦略 ⑴
デジタルマーケティングと
　　　　　ソーシャルメディア ⑴
デジタルトランスフォーメーション ⑵
ICTビジネス展開 ⑵

デジタルマーケティングと
　　　　　ソーシャルメディア ⑴
ICTビジネス展開 ⑵

イノベーション志向型
　　　　　　マーケティング ⑴

マーケティング基礎 ⑴

マーケティング特別講義 ⑵

CMO

サブスクリプション ⑵
企業合併と買収 ⑵
実践コーポレートファイナンス ⑵
行動経済学 ⑴
グローバル経済 ⑵

経営管理会計 ⑴
マクロ・ミクロエコノミクス ⑴

財務・会計基礎 ⑴
経済学基礎 ⑴

経済・財務・会計特別講義 ⑵

CFO、ベンチャーキャピタリスト

実践組織戦略 ⑵
アドバンスド戦略マネジメント ⑵
グローバルビジネス交渉力 ⑵
コーポレートコミュニケーション ⑵

コーポレートコミュニケーション ⑵

実践組織戦略 ⑵
アドバンスド戦略マネジメント ⑵

アドバンスドリーダーシップ ⑵
リーダーシップ特別講義 ⑵

CEO、COO、起業家

ユーザーイノベーション ⑵
先進ビジネスモデル ⑵
グローバル・チャイナ産業
　　　　　　　イノベーション ⑵

ユーザーイノベーション ⑵
グローバル・チャイナ産業
　　　　　　　イノベーション ⑵

ユーザーイノベーション ⑵

イノベーションを生む企業文化 ⑴

価値創造 ⑵
イノベーション・起業特別講義 ⑵

CTO、起業家、新規事業担当者



井上 悟志　嘱託教授

東京大学工学部航空学科卒業、同大学院工学
系研究科修士課程修了（博士［工学］）。通商産業
省（現 :経済産業省）入省。資源エネルギー庁省エ
ネルギー対策課課長補佐、日本貿易振興機構ニ
ューヨークセンター産業調査部ダイレクター、製造
産業局自動車課電池・次世代技術・ITS推進室
長、資源エネルギー庁電力基盤整備課電力需給・
流通政策室長、製造産業局素材産業課革新素
材室長、国立研究開発法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構総務部長を経て、2021年より
現職。

岸本 太一　講師

一橋大学商学部卒業、同大学院商学研究科修
士課程研究者養成コース修了、同大学院商学研
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年本学イノベーション研究
科講師に就任し、2018年4月より現職。

宮永 雅好　教授

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課程修了（博士

［学術］）。（株）日本債券信用銀行（現：（株）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（株）取締役運用部長、プルデンシャル・
インベストメント・ジャパン（株）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
本学イノベーション研究科教授に就任、2018年4
月より現職。

青木 英彦　教授

神戸大学経営学部卒業。米国Duke大学Fuqua 
School of BusinessにてMBA取得。神戸大学
大学院経営学研究科経営学専攻博士課程 修
了（博士［経営学］）、（株）野村総合研究所に勤務、
野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（株）、メリルリンチ
日本証券（株）、野村證券（株）にて小売・EC担当
証券アナリスト業務に従事。2020年9月より現職。
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。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。

石橋　哲　教授

東京大学法学部卒業。（株）日本長期信用銀行、
Citibank N.A、（株）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、サイバーセキュリ
ティベンチャー経営等を経て、2019年4月より本学
嘱託教授（みなし専任）に就任し、2021年9月に専
任教授に就任予定。

生越 由美　教授

東京理科大学薬学部卒業。特許庁に入庁、政策
研究大学院大学助教授を経て、2005年本学イノ
ベーション研究科教授に就任、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回知的財産学術奨励賞（日本知財
学会特別賞）受賞。

加藤　晃　教授

防衛大学校卒業（国際関係論専攻）、青山学院
大学大学院博士後期課程 修了（博士［経営管
理］）。貿易商社、AIU保険会社（株）、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月より現職。経済産業
省 ISO/TC322（サステナブルファイナンス）国内委
員・日本代表エキスパート、公益社団法人日本ア
ナリスト協会サステナビリティ報告研究会委員。

中山 裕香子　教授

慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。同大
学院 理工学 研究科電気工学専攻修士課程修
了。米コロンビア大学Executive Development 
Program修了。（株）野村総合研究所において、
放 送・通信産業や電機産業における事業戦略
立案、マーケティング戦略立案、新規事業立ち上
げ支援などのプロジェクトに従事。2004年から
2008年までNRI-Americaに勤務し、米国の通
信・メディア産業に関する調査研究を実施。日本
に帰任後は、デジタル化で大きな変革期を迎えた
メディア産業や小売・流通産業へのコンサルティン
グプロジェクトを担当。2019年4月より本専攻非
常勤講師、2021年4月より現職。

日戸 浩之　教授

東京大学文学部社会学科卒業、同大学院経済
学研究科修士課程修了。（株）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ルティング
部グループマネージャー、未来創発センター上席
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月に本学教
授（みなし専任）に就任し、2020年4月より現職。
『デジタル資本主義（共著、東洋経済新報社）』に
より第28回大川出版賞受賞。

若林 秀樹　教授［専攻主任（専攻長）］

東京大学工学部卒業、同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、主任研究
員、などを経て、欧州系証券会社ディレクターシニア
アナリスト、JPモルガン証券（株）マネージングディレ
クター株式調査部長、みずほ証券（株）ヘッドオブリ
サーチ・チーフアナリスト、その後、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、2017年、本学イノベーション研究科教授に就任、
2018年4月より現職。この間、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、日本株ヘッジ
ファンドのロングショート部門で受賞。半導体産業研
究所諮問委員など歴任。現在、半導体デジタル産業
戦略会議メンバー、JEITA半導体部会政策提言TF
座長など。

教員一覧
2022年度専任教員〈予定〉 （2021/8/1時点）

2021年度上席特任教授 （2021/8/1時点）

木村 眞琴　氏

株式会社ニコン相談役、
元株式会社ニコン代表取締役会長
早稲田大学大学院理工学研究科修了。日本光
学工業（株）（現：（株）ニコン）入社後、2010年、取
締役社長兼社長執行役員に就任。2014年、取締
役会長を務める。2017年以降は同社の相談役と
なる。

久夛良木 健　氏

サイバーアイ・エンタテイメント株式会社代表取締
役社長CEO、
立命館大学映像学部客員教授他、
元株式会社SCE代表取締役会長兼CEO、
元ソニー取締役副社長
電気通信大学電気通信学部卒業。ソニー（株）入
社後、（株）ソニー・コンピュータエンタテインメント

（SCE）の代表取締役社長を経て、ソニー（株）取締
役に就任し、その後、同社取締役副社長兼COO、
SCE代表取締役会長兼グループCEOに就任。
現在は、サイバーアイ・エンタテイメント（株）代表
取締役社長CEOの他に、立命館大学映像学部
客員教授、電気通信大学特別客員教授、（株）角
川グループホールディングスや、（株）角川メディアマ
ネジメント、楽天グループ（株）の社外取締役など
も務める。

小池 淳義　氏

ウエスタンデジタルジャパン 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電子工学専攻・工学博
士号取得。（株）日立製作所、トレセンティテクノ
ロジーズ（株）を経て、サンディスク（株）の代表取締
役社長を務める。2018年より（株）HGSTジャパン、
お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）』。

小長 啓一　氏

島田法律事務所 弁護士、
元通商産業省 事務次官
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、
アラビア石油（株）の取締役社長、AOCホールディ
ングス（株）取締役社長を経て、2007年に弁護士
登録し、島田法律事務所に所属。
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井上 悟志　嘱託教授

東京大学工学部航空学科卒業、同大学院工学
系研究科修士課程修了（修士［工学］）。通商産業
省（現 :経済産業省）入省。資源エネルギー庁省エ
ネルギー対策課課長補佐、日本貿易振興機構ニ
ューヨークセンター産業調査部ダイレクター、製造
産業局自動車課電池・次世代技術・ITS推進室
長、資源エネルギー庁電力基盤整備課電力需給・
流通政策室長、製造産業局素材産業課革新素
材室長、国立研究開発法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構総務部長を経て、2021年より
現職。

岸本 太一　講師

一橋大学商学部卒業、同大学院商学研究科修
士課程研究者養成コース修了、同大学院商学研
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年本学イノベーション研究
科講師に就任し、2018年4月より現職。

宮永 雅好　教授

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課程修了（博士
［学術］）。（株）日本債券信用銀行（現：（株）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（株）取締役運用部長、プルデンシャル・
インベストメント・ジャパン（株）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
本学イノベーション研究科教授に就任、2018年4
月より現職。

青木 英彦　教授

神戸大学経営学部卒業。米国Duke大学Fuqua 
School of BusinessにてMBA取得。神戸大学
大学院経営学研究科経営学専攻博士課程修
了（博士［経営学］）、（株）野村総合研究所に勤務、
野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（株）、メリルリンチ
日本証券（株）、野村證券（株）にて小売・EC担当
証券アナリスト業務に従事。2020年9月より現職。
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。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。

石橋　哲　教授

東京大学法学部卒業。（株）日本長期信用銀行、
Citibank N.A、（株）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、サイバーセキュリ
ティベンチャー経営等を経て、2019年4月より本学
嘱託教授（みなし専任）に就任し、2021年9月に専
任教授に就任予定。

生越 由美　教授

東京理科大学薬学部卒業。特許庁に入庁、政策
研究大学院大学助教授を経て、2005年本学イノ
ベーション研究科教授に就任、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回知的財産学術奨励賞（日本知財
学会特別賞）受賞。

加藤　晃　教授

防衛大学校卒業（国際関係論専攻）、青山学院
大学大学院博士後期課程修了（博士［経営管
理］）。貿易商社、AIU保険会社（株）、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月より現職。経済産業
省 ISO/TC322（サステナブルファイナンス）国内委
員・日本代表エキスパート、公益社団法人日本ア
ナリスト協会サステナビリティ報告研究会委員。

中山 裕香子　教授

慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。同大
学院理工学研究科電気工学専攻修士課程修
了。米コロンビア大学Executive Development 
Program修了。（株）野村総合研究所において、
放送・通信産業や電機産業における事業戦略
立案、マーケティング戦略立案、新規事業立ち上
げ支援などのプロジェクトに従事。2004年から
2008年までNRI-Americaに勤務し、米国の通
信・メディア産業に関する調査研究を実施。日本
に帰任後は、デジタル化で大きな変革期を迎えた
メディア産業や小売・流通産業へのコンサルティン
グプロジェクトを担当。2019年4月より本専攻非
常勤講師、2021年4月より現職。

日戸 浩之　教授

東京大学文学部社会学科卒業、同大学院経済
学研究科修士課程修了。（株）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ルティング
部グループマネージャー、未来創発センター上席
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月に本学教
授（みなし専任）に就任し、2020年4月より現職。
『デジタル資本主義（共著、東洋経済新報社）』に
より第28回大川出版賞受賞。

若林 秀樹　教授［専攻主任（専攻長）］

東京大学工学部卒業、同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、主任研究
員、などを経て、欧州系証券会社ディレクターシニア
アナリスト、JPモルガン証券（株）マネージングディレ
クター株式調査部長、みずほ証券（株）ヘッドオブリ
サーチ・チーフアナリスト、その後、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、2017年、本学イノベーション研究科教授に就任、
2018年4月より現職。この間、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、日本株ヘッジ
ファンドのロングショート部門で受賞。半導体産業研
究所諮問委員など歴任。現在、半導体デジタル産業
戦略会議メンバー、JEITA半導体部会政策提言TF
座長など。

教員一覧
2022年度専任教員〈予定〉 （2021/8/1時点）

2021年度上席特任教授 （2021/8/1時点）

木村 眞琴　氏

株式会社ニコン相談役、
元株式会社ニコン代表取締役会長
早稲田大学大学院理工学研究科修了。日本光
学工業（株）（現：（株）ニコン）入社後、2010年、取
締役社長兼社長執行役員に就任。2014年、取締
役会長を務める。2017年以降は同社の相談役と
なる。

久夛良木 健　氏

サイバーアイ・エンタテイメント株式会社代表取締
役社長CEO、
立命館大学映像学部客員教授他、
元株式会社SCE代表取締役会長兼CEO、
元ソニー取締役副社長
電気通信大学電気通信学部卒業。ソニー（株）入
社後、（株）ソニー・コンピュータエンタテインメント
（SCE）の代表取締役社長を経て、ソニー（株）取締
役に就任し、その後、同社取締役副社長兼COO、
SCE代表取締役会長兼グループCEOに就任。
現在は、サイバーアイ・エンタテイメント（株）代表
取締役社長CEOの他に、立命館大学映像学部
客員教授、電気通信大学特別客員教授、（株）角
川グループホールディングスや、（株）角川メディアマ
ネジメント、楽天グループ（株）の社外取締役など
も務める。

小池 淳義　氏

ウエスタンデジタルジャパン 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電子工学専攻・工学博
士号取得。（株）日立製作所、トレセンティテクノ
ロジーズ（株）を経て、サンディスク（株）の代表取締
役社長を務める。2018年より（株）HGSTジャパン、
お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）』。

小長 啓一　氏

島田法律事務所 弁護士、
元通商産業省 事務次官
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、
アラビア石油（株）の取締役社長、AOCホールディ
ングス（株）取締役社長を経て、2007年に弁護士
登録し、島田法律事務所に所属。
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Christina L. Ahmadjian　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
研究科教授に就任。（株）日本取引所グループ、住
友電気工業（株）、アサヒグループホールディングス

（株）の社外取締役も務める。

池田 史郎　講師

オリオンビール株式会社取締役
北海道大学農学部卒業。アサヒビール（株）入社。
中央研究所で商品開発に従事。アサヒビール（株）
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（株）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）、（株）
中央アド新社会長を経て現職。野村キャピタル・
パートナーズ（株） シニア・アドバイザーも務める。

岩澤 誠一郎　講師

名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。MBA

（ボストン大学）、Ph.D. （経済学、ハーバード大学）。
（株）野村総合研究所入社後、同研究所や野村證
券（株）で証券アナリスト、数量分析アナリスト、日
本株ストラテジスト業務に従事。2012年から現
職。専門は行動経済学、行動ファイナンス。

小林 憲司　講師

公認会計士、
ビバルコ・ジャパン株式会社代表取締役
日米で監査、税務業務を経験後、Ｍ＆Ａ等の取引
支援業務に従事し、新日本アーンストアンドヤング

（株）にてコーポレートファイナンス部担当取締役
パートナー、アーンストアンドヤング・トランザクショ
ン・アドバイザリー・サービス（株）にてリストラクチ
ャリング部門担当マネージング・ディレクターを歴
任。2007年より現職。日本公認会計士協会IVSC
対応専門委員会専門委員。

佐藤　明　講師

株式会社バリュークリエイト パートナー
野村證券グループ入社、以後、同社証券アナリスト。
日経金融新聞（現：日経ヴェリタス）アナリストラン
キングでは、29歳で企業総合部門1位（1995年）、
1994～2000年造船・プラント部門7年連続第1
位。IT業界に特化した投資調査会社で調査部長
を務めた後、（株）バリュークリエイトを設立。デジタ
ルハリウッド大学でコーポレート・コミュニケーショ
ン論准教授、海外資産運用会社、レオス・キャピ
タルワークス（株）、コモンズ投信（株）取締役など
の社外取締役を経験。（株）ソケッツの社外取締
役も務める。

田村　修　講師

株式会社5（ファイブ）専務執行役員
獨協大学経済学部卒業。本学大学院経営学研
究科MOT修了。（株）第一広告社（現：（株）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（株）設立時のスタートアップメンバーとし
て出向。（株）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。その後、（株）レリバンシープラス代表取
締役副社長に就任し、（株）アイレップを経て現職、
人事採用、PR、事業開発などを担当。

田村 浩道　講師

FTSE Russell, Head of Investment Research 
APAC

（株）野村総合研究所企業調査部（現：野村證券
金融経済研究所）に入社。その後、野村證券（株）
にてエクイティ・リサーチ部チーフ･ストラテジスト
を務めた後、現在はインデックスの構築と管理等
を行うFTSE Russellにてアジア・パシフィックイン
ベストメントリサーチ・ヘッドを務める。

中原 隆志（戴志堅）  講師

キャセイ・トライテック株式会社 代表取締役
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（株）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（株）を創業。その後NEC中国・移動
端末事業部総経理に就任し、現在は自社で IoT

（AIoT）デバイスとソリューションの事業に注力して
いる。

宮永 博史　嘱託教授

未来創造塾主宰
東京大学工学部／MIT大学院修了。NTT電気通信
研究所、AT&T・Bell研究所、Lucent Technologies
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を経て、デロイト・トーマ
ツ・コンサルティング（同）（現：アビームコンサルテ
ィング（株））統括パートナーに就任後、同社取締
役。2021年３月まで東京理科大学ＭＯＴ教授。
主な著書に『顧客創造実践講座』『成功者の絶対
法則 セレンディピティ』『世界一わかりやすいマーケ
ティングの教科書』『理系の企画力』など。

佐々木 繁　氏

元 株式会社富士通研究所 代表取締役社長
岩手大学大学院工学研究科修了。富士通（株）に
入社し、（株）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、2004年には世界初非接触型手のひら静脈認
証技術を発表。オーム技術賞、情報処理学会業
績賞、IAPR Fellowに選出。

瀧口 登志夫　氏

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（株）（現：

（株）東芝）に入社、医用機器事業部に配属。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
ョンマネージャへ。執行役常務を経て、2014年よ
り現職。

高田 修三　氏

元 経済産業省 製造産業局長
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。貿
易経済協力局貿易管理部長、内閣府宇宙開発戦
略推進事務局長等を歴任した後、2020年7月ま
で製造産業局長を務める。

寺澤 達也　氏

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長、
元経済産業省 経済産業審議官
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。
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

中島経営法律事務所 代表弁護士
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。

（株）日本証券クリアリング機構の社外監査役や、
（株）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。

生天目 章　氏

防衛大学校 名誉教授、
米空軍研究所科学技術局 科学顧問
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

元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。

藤末 健三　氏

参議院議員
東京工業大学工学部卒業。通商産業省（現：経
済産業省）入省。MITスローン経営大学院及びハ
ーバード大学大学院修了。東京大学准教授歴任。
現在、参議院議員（全国比例区）３期目。2011年
参議院総務委員長、2012年総務副大臣などを
歴任。

藤野 英人　氏

レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役
会長兼社長CIO（最高投資責任者）
早稲田大学法学部卒業。1990年から野村投資
顧問（株）（現：野村アセットマネジメント（株））、ジ
ャーディンフレミング投信・投資顧問（株）（現：JP
モルガン・アセット・マネジメント（株））、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（株）を創業。CIO（最高投
資責任者）に就任。2015年より現職。

Michael A. Cusumano　氏

MITスローン経営大学院 教授
米プリンストン大学を卒業／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。

2021年度非常勤教員 （2021/8/1時点）
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Christina L. Ahmadjian　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
研究科教授に就任。（株）日本取引所グループ、住
友電気工業（株）、アサヒグループホールディングス

（株）の社外取締役も務める。

池田 史郎　講師

オリオンビール株式会社取締役
北海道大学農学部卒業。アサヒビール（株）入社。
中央研究所で商品開発に従事。アサヒビール（株）
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（株）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）、（株）
中央アド新社会長を経て現職。野村キャピタル・
パートナーズ（株） シニア・アドバイザーも務める。

岩澤 誠一郎　講師

名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。MBA

（ボストン大学）、Ph.D. （経済学、ハーバード大学）。
（株）野村総合研究所入社後、同研究所や野村證
券（株）で証券アナリスト、数量分析アナリスト、日
本株ストラテジスト業務に従事。2012年から現
職。専門は行動経済学、行動ファイナンス。

小林 憲司　講師

公認会計士、
ビバルコ・ジャパン株式会社代表取締役
日米で監査、税務業務を経験後、Ｍ＆Ａ等の取引
支援業務に従事し、新日本アーンストアンドヤング

（株）にてコーポレートファイナンス部担当取締役
パートナー、アーンストアンドヤング・トランザクショ
ン・アドバイザリー・サービス（株）にてリストラクチ
ャリング部門担当マネージング・ディレクターを歴
任。2007年より現職。日本公認会計士協会IVSC
対応専門委員会専門委員。

佐藤　明　講師

株式会社バリュークリエイト パートナー
野村證券グループ入社、以後、同社証券アナリスト。
日経金融新聞（現：日経ヴェリタス）アナリストラン
キングでは、29歳で企業総合部門1位（1995年）、
1994～2000年造船・プラント部門7年連続第1
位。IT業界に特化した投資調査会社で調査部長
を務めた後、（株）バリュークリエイトを設立。デジタ
ルハリウッド大学でコーポレート・コミュニケーショ
ン論准教授、海外資産運用会社、レオス・キャピ
タルワークス（株）、コモンズ投信（株）取締役など
の社外取締役を経験。（株）ソケッツの社外取締
役も務める。

田村　修　講師

株式会社5（ファイブ）専務執行役員
獨協大学経済学部卒業。本学大学院経営学研
究科MOT修了。（株）第一広告社（現：（株）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（株）設立時のスタートアップメンバーとし
て出向。（株）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。その後、（株）レリバンシープラス代表取
締役副社長に就任し、（株）アイレップを経て現職、
人事採用、PR、事業開発などを担当。

田村 浩道　講師

FTSE Russell, Head of Investment Research 
APAC

（株）野村総合研究所企業調査部（現：野村證券
金融経済研究所）に入社。その後、野村證券（株）
にてエクイティ・リサーチ部チーフ･ストラテジスト
を務めた後、現在はインデックスの構築と管理等
を行うFTSE Russellにてアジア・パシフィックイン
ベストメントリサーチ・ヘッドを務める。

中原 隆志（戴志堅）  講師

キャセイ・トライテック株式会社 代表取締役
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（株）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（株）を創業。その後NEC中国・移動
端末事業部総経理に就任し、現在は自社で IoT

（AIoT）デバイスとソリューションの事業に注力して
いる。

宮永 博史　嘱託教授

未来創造塾主宰
東京大学工学部／MIT大学院修了。NTT電気通信
研究所、AT&T・Bell研究所、Lucent Technologies
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を経て、デロイト・トーマ
ツ・コンサルティング（同）（現：アビームコンサルテ
ィング（株））統括パートナーに就任後、同社取締
役。2021年３月まで東京理科大学ＭＯＴ教授。
主な著書に『顧客創造実践講座』『成功者の絶対
法則 セレンディピティ』『世界一わかりやすいマーケ
ティングの教科書』『理系の企画力』など。

佐々木 繁　氏

元 株式会社富士通研究所 代表取締役社長
岩手大学大学院工学研究科修了。富士通（株）に
入社し、（株）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、2004年には世界初非接触型手のひら静脈認
証技術を発表。オーム技術賞、情報処理学会業
績賞、IAPR Fellowに選出。

瀧口 登志夫　氏

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（株）（現：

（株）東芝）に入社、医用機器事業部に配属。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
ョンマネージャへ。執行役常務を経て、2014年よ
り現職。

高田 修三　氏

元 経済産業省 製造産業局長
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。貿
易経済協力局貿易管理部長、内閣府宇宙開発戦
略推進事務局長等を歴任した後、2020年7月ま
で製造産業局長を務める。

寺澤 達也　氏

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長、
元経済産業省 経済産業審議官
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。
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

中島経営法律事務所 代表弁護士
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。

（株）日本証券クリアリング機構の社外監査役や、
（株）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。

生天目 章　氏

防衛大学校 名誉教授、
米空軍研究所科学技術局 科学顧問
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

元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。

藤末 健三　氏

参議院議員
東京工業大学工学部卒業。通商産業省（現：経
済産業省）入省。MITスローン経営大学院及びハ
ーバード大学大学院修了。東京大学准教授歴任。
現在、参議院議員（全国比例区）３期目。2011年
参議院総務委員長、2012年総務副大臣などを
歴任。

藤野 英人　氏

レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役
会長兼社長CIO（最高投資責任者）
早稲田大学法学部卒業。1990年から野村投資
顧問（株）（現：野村アセットマネジメント（株））、ジ
ャーディンフレミング投信・投資顧問（株）（現：JP
モルガン・アセット・マネジメント（株））、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（株）を創業。CIO（最高投
資責任者）に就任。2015年より現職。

Michael A. Cusumano　氏

MITスローン経営大学院 教授
米プリンストン大学を卒業／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。

2021年度非常勤教員 （2021/8/1時点）
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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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履修モデル

理科大MOTで修得した分析手法を使い、
R&D部門における組織体制の在り方を考察

入学前

現在、弊社の事業はスマートフォンなどに搭載する電子部品の製造
が中心ですが、過去にはカセットテープなどの記録メディアを手掛け
ていたことから、材料開発を強みとしています。私も入社以来、材料
開発に携わってきました。理科大MOTに入学しようと思った直接の
理由は会社の上司から声を掛けてもらったことですが、技術職は営
業職などに比べ外部との接触が少なく狭い世界で仕事をしているた
め、視野を広げたいと思い入学を決意しました。

1年次

ゼミで8単位取得できるので、2年次はゼミとグラデュエーションペ
ーパーに集中したいと思い、40単位中32単位を1年次に取得しま
した。1年次は基礎科目やコア科目のほか、指導教官である若林先
生の授業を多く履修しました。また、会社での業務内容の中心が
R&Dですので、『イノベーションを生む企業文化』『イノベーション志
向型経営戦略論』などイノベーションやR＆Dをキーワードに、科目
を選びました。また、産業界などで高いリーダーシップを発揮し活躍
されてきたゲスト講師による講演を聞いて議論をする『実践リーダー
シップセミナー』は非常に人気で、私も受講しましたが大きな感銘を
受けました。

2年次

2年次にしか取ることができない科目のほか、業務に深く関係して
いる『特許制度の基礎』や『地域知財戦略』を履修しました。また、
M&Aや財務に関する知識を身につけたいと思い、『企業合併と買
収マネジメント』や『コーポレートファイナンスと資本市場』も履修し
ました。この2科目は特に好きな科目でした。自分は数字で表される
と妙に納得する性格ですので、財務的な視点で会社を客観視する
ことに面白さを感じました。加えて、授業の中で、企業買収をテーマ
としたある小説が題材として紹介されたのですが、堅苦しい教科書
だけでなくエンターテイメント性の高い小説を通して財務諸表の読
み方などを学ぶというのは非常に面白く非常に印象に残りました。

現在

入学前、私は技術だけを追求していれば良いと思っていたのですが、そ
うではないことに気付きました。中でも『実践リーダーシップセミナー』
で学んだ「部下を成長させることが会社の成長につながる」というこ
とを実践するため、現在は部下の教育にも注力しています。ちなみに
私は50歳で理科大MOTに入学しましたが、私よりも若い人たちがキ
ャリアップのために入学して一生懸命勉強されている姿を目の当たり
にし、もう少し早くに入学していれば良かったなと思いました。

入学前

以前は外資系金融機関にいましたが、2020年初めに転職を決意し、
５月より現在の会社のCOOに就任しました。元々大学院で学びたい
気持ちはずっと持っていたのですが、外資系金融機関で忙しく働きな
がら3人の子どもも育てていたため、大学院に行くチャンスを持てずに
いました。転職を機に理科大MOTに入学。イノベーションが加速す
る時代には、経営には科学技術との融合が重要であるとの認識はあ
ったものの、文系出身の私には一から勉強するのは難しいのではない
かと思っていました。でもMOTではビジネス界で活用するための科学
技術の知識とネットワークの構築ができると知りました。

1年次

転職と入学がほぼ同時期でしたので、負担軽減のため、1年次は40
単位中24単位と少なめに履修しました。まずは、基礎科目を中心に
基礎固めに専念しました。『科学技術基礎』や『科学技術論』は、科
学技術や自然科学を基礎から体系的に学べるという点で、非常に
面白く、大変役立ちました。1年次の後半は、COOになって初めて
マーケティングに取り組むことになったため、まずは『マーケティング
基礎』などマーケティング関連の科目を重点的に履修しました。また、
企業経営者として経営戦略を学びたかったため、『アドバンスドリーダ
ーシップ』などを履修しました。加えて、現在SDGsへの取り組みが重
要視される中、サステナブル経営に向けてはデジタル技術が鍵を握る
ことから、『デジタルトランスフォーメーション』や『フィンテック戦略』
を選択しました。2020年10月に菅義偉首相が、「2050年カーボンニ
ュートラルの実現」を宣言しましたが、理科大MOTで水素社会など
カーボンニュートラルに関連する科学技術を学んだことで、理解が深
まりました。

2年次

1年次に続き、マーケティングの知識を強化するため、『アドバンスド
マーケティング戦略』や『デジタルマーケティングとソーシャルメディ
ア』『ブランド戦略』を履修することにしました。また、私はこれまで金
融機関にいましたが、コーポレートファイナンスには携わってこなかっ
たため、『実践コーポレートファイナンス』なども履修しました。今後は、
『企業合併と買収』のほか、機関投資家として科学技術に対する目
利きを養うため、『先端科学技術特別講座』を履修予定です。

現在

現在は学びの時期ですが、SDGsの目指す世界で、経済発展と社会
の持続可能性の両立に向け、人類のウェルビーングの追求に貢献で
きる真のグローバルリーダーになりたいと思っています。

会社では長年にわたり、R&D関連の部署
で仕事をしてきましたが、組織運営に関し
て、「もっとこうした方が良いのではないか」
と思うことも少なくありませんでした。理科
大MOTの1年次の夏に若林先生に、グラ
デュエーションペーパーのテーマについて
聞かれた際、現在、部署に対して自分が抱
えている疑問点などを率直にお伝えしたと
ころ、「自分が本当に取り組みたいことをテ
ーマにした方が良い」とのアドバイスをいた
だいたので、R&Dにおける組織の運営論
をテーマにすることにしました。具体的に
は、授業で習った「ネットワーク分析」と呼
ばれる分析手法を使って組織構造や有力
な技術者のネットワークを可視化し、R＆
D体制の在り方を考察しました。今後チャ
ンスがあれば、社内で実践していきたいと
考えています。

環境、社会との調和と経済成長の両立は世
界共通の最重要課題です。中でも地球温暖
化防止などの社会課題を解決しながら、今
後、日本が持続可能な経済成長を遂げてい
くためにはどうすればよいかは、私にとって理
科大MOTで取り組みたい大きなテーマでし
た。そのため、グラデュエーションペーパーで
は、「社会課題解決と企業価値向上の両方
を求められる企業における経営改革」という
テーマを設定しました。特に理科大MOTの
学生は半数が製造業の方ですし、製造業は
日本の屋台骨ですので、自動車などの製造業
にフォーカスし製造業におけるデジタルトラン
スフォーメーションの実現方法などを探ってい
く計画です。それにより製造業を中心とする
日本企業が21世紀に対応したビジネスモデ
ルへの変革を遂げるための施策をまとめ上げ、
自分なりの考えを提言したいと考えています。

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

コア科目

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

世界の中の日本とアジア

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

経営管理会計1

イノベーション志向型マーケティング

リーダーシップと倫理

グローバル戦略・組織論

経営管理会計2

トラック科目

研究開発組織のマネジメント

ＩＴの戦略的利用

先端技術の知財保護

ベンチャービジネス論

データ分析による意思決定

チャネルマネジメント

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目

科学技術基礎

経営基礎

経済学基礎

コア科目

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

科学技術論

経営管理会計

マクロ・ミクロエコノミクス

コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント

デジタルトランスフォーメーション

フィンテック戦略

地域知財戦略

マネジメント総論

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

トラック科目 フィンテック戦略

演習科目（選択）
実践リーダーシップセミナー1-1

実践リーダーシップセミナー1-2

General Management

ＭＴＩ 寄附講座

ＭＢＡ 寄附講座

アドバンスドリーダーシップ

2年次

トラック科目

科学技術・産業政策

地域知財戦略

中小企業論

特許制度の基礎

業界分析

アドバンスド戦略マネジメント

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

演習科目（必修）

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

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

トラック科目 企業産業分析予測

社会連携科目 アドバンスドリーダーシップ

演習科目（必修）
プロジェクトエクササイズ

実践CXO・起業家ケーススタディ２

2年次

トラック科目

企業合併と買収

実践コーポレートファイナンス

アドバンスドマーケティング戦略

日本企業の海外展開

アドバンスド戦略マネジメント

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

演習科目（必修）

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

海老沢晃 さん

2019年4月入学
TDK株式会社勤務
技術・知財本部　材料開発センター
材料開発支援室　担当課長

修了生
2年生

小野塚惠美 さん

2020年4月入学
カタリスト投資顧問株式会社
取締役副社長COO（最高執行責任者）

SDGsの目指す社会の実現には、科学技術と経営の融合が必須。
理科大MOTでの学びを生かして世界のリーダーを目指す

私のグラデュエーションペーパー

修得した科目については、入学年次により
授業科目名称等が異なる場合があります。
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ーパーに集中したいと思い、40単位中32単位を1年次に取得しま
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向型経営戦略論』などイノベーションやR＆Dをキーワードに、科目
を選びました。また、産業界などで高いリーダーシップを発揮し活躍
されてきたゲスト講師による講演を聞いて議論をする『実践リーダー
シップセミナー』は非常に人気で、私も受講しましたが大きな感銘を
受けました。

2年次

2年次にしか取ることができない科目のほか、業務に深く関係して
いる『特許制度の基礎』や『地域知財戦略』を履修しました。また、
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ました。この2科目は特に好きな科目でした。自分は数字で表される
と妙に納得する性格ですので、財務的な視点で会社を客観視する
ことに面白さを感じました。加えて、授業の中で、企業買収をテーマ
としたある小説が題材として紹介されたのですが、堅苦しい教科書
だけでなくエンターテイメント性の高い小説を通して財務諸表の読
み方などを学ぶというのは非常に面白く非常に印象に残りました。

現在

入学前、私は技術だけを追求していれば良いと思っていたのですが、そ
うではないことに気付きました。中でも『実践リーダーシップセミナー』
で学んだ「部下を成長させることが会社の成長につながる」というこ
とを実践するため、現在は部下の教育にも注力しています。ちなみに
私は50歳で理科大MOTに入学しましたが、私よりも若い人たちがキ
ャリアップのために入学して一生懸命勉強されている姿を目の当たり
にし、もう少し早くに入学していれば良かったなと思いました。

入学前

以前は外資系金融機関にいましたが、2020年初めに転職を決意し、
５月より現在の会社のCOOに就任しました。元々大学院で学びたい
気持ちはずっと持っていたのですが、外資系金融機関で忙しく働きな
がら3人の子どもも育てていたため、大学院に行くチャンスを持てずに
いました。転職を機に理科大MOTに入学。イノベーションが加速す
る時代には、経営には科学技術との融合が重要であるとの認識はあ
ったものの、文系出身の私には一から勉強するのは難しいのではない
かと思っていました。でもMOTではビジネス界で活用するための科学
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基礎固めに専念しました。『科学技術基礎』や『科学技術論』は、科
学技術や自然科学を基礎から体系的に学べるという点で、非常に
面白く、大変役立ちました。1年次の後半は、COOになって初めて
マーケティングに取り組むことになったため、まずは『マーケティング
基礎』などマーケティング関連の科目を重点的に履修しました。また、
企業経営者として経営戦略を学びたかったため、『アドバンスドリーダ
ーシップ』などを履修しました。加えて、現在SDGsへの取り組みが重
要視される中、サステナブル経営に向けてはデジタル技術が鍵を握る
ことから、『デジタルトランスフォーメーション』や『フィンテック戦略』
を選択しました。2020年10月に菅義偉首相が、「2050年カーボンニ
ュートラルの実現」を宣言しましたが、理科大MOTで水素社会など
カーボンニュートラルに関連する科学技術を学んだことで、理解が深
まりました。

2年次

1年次に続き、マーケティングの知識を強化するため、『アドバンスド
マーケティング戦略』や『デジタルマーケティングとソーシャルメディ
ア』『ブランド戦略』を履修することにしました。また、私はこれまで金
融機関にいましたが、コーポレートファイナンスには携わってこなかっ
たため、『実践コーポレートファイナンス』なども履修しました。今後は、
『企業合併と買収』のほか、機関投資家として科学技術に対する目
利きを養うため、『先端科学技術特別講座』を履修予定です。

現在

現在は学びの時期ですが、SDGsの目指す世界で、経済発展と社会
の持続可能性の両立に向け、人類のウェルビーングの追求に貢献で
きる真のグローバルリーダーになりたいと思っています。

会社では長年にわたり、R&D関連の部署
で仕事をしてきましたが、組織運営に関し
て、「もっとこうした方が良いのではないか」
と思うことも少なくありませんでした。理科
大MOTの1年次の夏に若林先生に、グラ
デュエーションペーパーのテーマについて
聞かれた際、現在、部署に対して自分が抱
えている疑問点などを率直にお伝えしたと
ころ、「自分が本当に取り組みたいことをテ
ーマにした方が良い」とのアドバイスをいた
だいたので、R&Dにおける組織の運営論
をテーマにすることにしました。具体的に
は、授業で習った「ネットワーク分析」と呼
ばれる分析手法を使って組織構造や有力
な技術者のネットワークを可視化し、R＆
D体制の在り方を考察しました。今後チャ
ンスがあれば、社内で実践していきたいと
考えています。

環境、社会との調和と経済成長の両立は世
界共通の最重要課題です。中でも地球温暖
化防止などの社会課題を解決しながら、今
後、日本が持続可能な経済成長を遂げてい
くためにはどうすればよいかは、私にとって理
科大MOTで取り組みたい大きなテーマでし
た。そのため、グラデュエーションペーパーで
は、「社会課題解決と企業価値向上の両方
を求められる企業における経営改革」という
テーマを設定しました。特に理科大MOTの
学生は半数が製造業の方ですし、製造業は
日本の屋台骨ですので、自動車などの製造業
にフォーカスし製造業におけるデジタルトラン
スフォーメーションの実現方法などを探ってい
く計画です。それにより製造業を中心とする
日本企業が21世紀に対応したビジネスモデ
ルへの変革を遂げるための施策をまとめ上げ、
自分なりの考えを提言したいと考えています。

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

コア科目

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

世界の中の日本とアジア

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

経営管理会計1

イノベーション志向型マーケティング

リーダーシップと倫理

グローバル戦略・組織論

経営管理会計2

トラック科目

研究開発組織のマネジメント

ＩＴの戦略的利用

先端技術の知財保護

ベンチャービジネス論

データ分析による意思決定

チャネルマネジメント

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目

科学技術基礎

経営基礎

経済学基礎

コア科目

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

科学技術論

経営管理会計

マクロ・ミクロエコノミクス

コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント

デジタルトランスフォーメーション

フィンテック戦略

地域知財戦略

マネジメント総論

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

トラック科目 フィンテック戦略

演習科目（選択）
実践リーダーシップセミナー1-1

実践リーダーシップセミナー1-2

General Management

ＭＴＩ 寄附講座

ＭＢＡ 寄附講座

アドバンスドリーダーシップ

2年次

トラック科目

科学技術・産業政策

地域知財戦略

中小企業論

特許制度の基礎

業界分析

アドバンスド戦略マネジメント

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

演習科目（必修）

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

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

トラック科目 企業産業分析予測

社会連携科目 アドバンスドリーダーシップ

演習科目（必修）
プロジェクトエクササイズ

実践CXO・起業家ケーススタディ２

2年次

トラック科目

企業合併と買収

実践コーポレートファイナンス

アドバンスドマーケティング戦略

日本企業の海外展開

アドバンスド戦略マネジメント

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

演習科目（必修）

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

海老沢晃 さん

2019年4月入学
TDK株式会社勤務
技術・知財本部　材料開発センター
材料開発支援室　担当課長

修了生
2年生

小野塚惠美 さん

2020年4月入学
カタリスト投資顧問株式会社
取締役副社長COO（最高執行責任者）

SDGsの目指す社会の実現には、科学技術と経営の融合が必須。
理科大MOTでの学びを生かして世界のリーダーを目指す

私のグラデュエーションペーパー

修得した科目については、入学年次により
授業科目名称等が異なる場合があります。
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テーラーメイド医療の時代に向け
製薬会社が求められる真の価値を追求したい

授業を通して授業を通して業界の古い商習慣を根本から見直し
新規顧客を開新規顧客を開拓するための方策を得たい

入学前

私は製薬会社に入社以来、薬剤の開発に携わってきました。現在、
薬剤の開発スピードは速く約10年間で1つの薬剤の価値をいかに
最大化するかが課題となっています。とはいえ、薬剤だけで価値を最
大化するのはむずかしいことから、検査など多方面から患者さんに関
わることが求められています。そこで視野を広げ、新たなビジネスモデ
ルを開拓すべく理科大MOTへの入学を決意しました。特に理科大
MOTを選んだ理由は、2019年秋に開催された説明会です。そこで、
先生や学生の皆さんからお話を伺う中、皆、自分と同じような問題意
識をお持ちであることを知り、一緒に学ぶことで大きなヒントが得ら
れるだろうと確信したからです。

1年次

1年次に40単位中29単位を履修しました。起業したいというより
は、企業内で新しい事業を立ち上げたい、新たなことに挑戦していき
たいという思いから、イノベータートラックを中心に科目を選択しまし
た。特に製薬業界だけでなく広く社会を俯瞰し、現在のビジネス環
境の全体像がわかるような科目を履修したいと考え、『企業産業分
析予測』や『デジタルトランスフォーメーション』を選択しました。加え
て、『特許制度の基礎』など製薬業界を新たな視点で見られるような
科目を選びました。また、印象に残っている授業としては、コア科目の
『コンプライアンス・リスク管理論』が挙げられます。会社でもコンプラ
イアンスに関する講義はありますが、「ここまで根本的にコンプライア
ンスを考え直さなければいけないのか」というと強いひっ迫感と臨場
感を感じました。

2年次

2年次はゼミ以外に3単位を取れば修了可能という状況でしたので、
1年次には履修できなかった新しい科目の『行動経済学』や『ビジョ
ナリー・妄想力』を履修しました。加えて、『アドバンスド戦略マネジ
メント』や『研究開発マネジメント』などマネジメント系の科目を取り
ました。

現在

1年次、2年次を通して私が得た最も大きな知識は、理科大MOT
が重要視しているテーマでもある「価値創造」です。企業がつくる価
値とは何か。モノからコトへと価値が移行していく中、企業は価値を
どのように創造しそれをどう評価すべきかについて皆と議論すること
で、顧客である患者さんが求める価値を真に創造し提供できるよう
になりたいと強く思うようになりました。今後の業務に生かしていく
計画です。

入学前

メルコシンクレッツ株式会社というオーディオ機器の製造・販売を行
っている会社で取締役をしていました。オーディオはヘッドホンでは体
験できない高音質の音楽を楽しむ趣味の世界です。オーディオ機器
市場は年々縮小傾向にあり、新規顧客も開拓できないまま顧客の固
定化や高齢化が進んでいました。この市場を残すには技術経営を学
ぶ必要があると考え理科大MOTへの入学を決意しました。

1年次

2年次にグラデュエーションペーパーに集中するため、1年次に修
了最低単位である40単位中36単位を取得することにしました。
E-MOTとアントレプレナーのトラック科目を中心に取りました。『企
業産業分析予測』では、マーケティングの基本から経営論までを幅
広く学びました。この科目では、自分で探し出した競合会社同士を
比較・分析し、将来性を考えるという課題に取り組みました。経営分
析ツールなどを駆使し、自分なりに新たな価値を創造するというプロ
セスは非常に勉強になりました。また、『アドバンスドリーダーシップ』
は毎回ゲスト講師を招き1時間の受講後、ゲスト講師への質問を通
して理解を深めていくという授業でした。ここで私は自分に「最初に
質問をする人になること」を課しました。会社では、議論をして互いの
意見をすり合わせるといったことがあまりなかったため、非常に刺激
的な経験でした。加えて、文章力を身につけたいと思い、課題提出が
大変だと聞いていた『マネジメント総論』と『日本企業の海外展開』
をあえて取得しました。最終課題は、自分で中小企業を１社選んで、
海外での成功や失敗の理由を分析し、A4用紙3枚にまとめるという
ものでした。長文で論理的に展開していく必要があるという点で、文
章構成力を学ぶことができました。

2年次

取得したかった科目は1年次にほとんど履修しましたが、2年次には1
年次に取得できなかった指導教官の若林先生の『研究開発マネジメ
ント』、実務では学ぶことがないであろう『企業合併と買収』や『国際
企業法務と戦略』を履修しました。

現在

理科大MOTの入学前と入学後で自分自身が大きく変わった点は主
に2つあります。１つ目は視野が広がり、新聞やTVのニュースで、授
業で学んだことや同級生の会社関係の情報に接すると自然と目が
向き、自分なりの考えが持てるようになったこと。2つ目は今まで会社
では聞き手に回ることが多かったのですが、積極的に自分の意見を
伝えられるようになったことです。

グラデュエーションペーパーのテーマには
「製薬会社が患者市民参画を進める社会
的意義の検討」を設定しました。これまで
薬剤の開発には製薬業界と医療業界だ
けが携わってきました。しかし近年、テーラ
ーメイド医療（個別化医療）に関する技術
の進歩により、創薬プロセスにおいて患者
さんやそのご家族にも参画してもらい個人
のニーズに合致した薬剤を開発しようとい
う動きが高まっています。テーラーメイド医
療の実現に向けては患者市民参画が不可
欠です。そのため、現在、弊社を含め日本
の製薬業界は患者市民参画を推進してい
るところです。その中で私は特に製薬会社
が患者さんや社会に対して提供できる真
の価値とは何かを主眼においてグラデュエ
ーションペーパーをまとめていく計画です。

2021年5月にグループ会社への転籍が決ま
り現在はメルコインベストメンツ株式会社で
金融関連の仕事をしています。これは金融関
連の業務内容も修得してほしいという会社の
配慮です。理科大MOTへの入学の目的が、オ
ーディオ機器市場の立て直しでしたので、グ
ラデュエーションペーパーではこのテーマに取
り組んでいます。現在、オーディオ機器のほと
んどは専門店で扱われており新商品を年々高
齢化する固定顧客に買い替えてもらっている
という状況です。グラデュエーションペーパー
ではこの古い商習慣を根本から見直し、若い
顧客を取り込むための方策やアナログからデ
ジタルへの移行を加速するための方策、そし
て、新たな販路の開拓に向けた方策に取り組
む計画です。そして、ビジネス企画提案として
まとめ上げ、修了後は是非とも新たなオーデ
ィオ機器事業を立ち上げたいと考えています。

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目

科学技術基礎

財務・会計基礎

経営基礎

経済学基礎

コア科目

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

科学技術論

経営管理会計

マクロ・ミクロエコノミクス

コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント

デジタルトランスフォーメーション

先端科学技術の知財保護

実践組織戦略

特許制度の基礎

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

トラック科目

地域知財戦略

マネジメント総論

企業産業分析予測

技術・ものことづくり

社会連携科目 価値創造

演習科目（必修）
プロジェクトエクササイズ

実践CXO・起業家ケーススタディ２

2年次

トラック科目

先進ビジネスモデル

行動経済学

研究開発マネジメント

ビジョナリー・妄想力

社会連携科目 生命関連産業特別講義

演習科目（必修）

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

演習科目（選択） 実践CXO・起業家ケーススタディ３

白石裕美 さん

2020年4月入学
ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社勤務
メディカル部門

平野健太郎 さん

2020年4月入学
メルコインベストメンツ株式会社勤務
業務管理部長

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目
科学技術基礎
財務・会計基礎
経営基礎

コア科目

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
科学技術論
経営管理会計
マクロ・ミクロエコノミクス
イノベーション志向型マーケティング
コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント
先端科学技術の知財保護
地域知財戦略
マネジメント総論
日本企業の海外展開
企業産業分析予測
ICTビジネス展開
実践組織戦略
科学技術・産業政策

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

社会連携科目
アドバンスドリーダーシップ
価値創造
マーケティング特別講義

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

演習科目（選択） 実践ケーススタディ

2年次

トラック科目

先進ビジネスモデル
企業合併と買収
行動経済学
研究開発マネジメント
国際企業法務と戦略
ビジョナリー・妄想力

社会連携科目

生命関連産業特別講義
生活関連産業特別講義
先端科学技術特別講義
経済・財務・会計特別講義

演習科目（必修）

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

履修モデル

私のグラデュエーションペーパー私のグラデュエーションペーパー

2年生 2年生
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授業を通して授業を通して業界の古い商習慣を根本から見直し
新規顧客を開新規顧客を開拓するための方策を得たい

入学前

私は製薬会社に入社以来、薬剤の開発に携わってきました。現在、
薬剤の開発スピードは速く約10年間で1つの薬剤の価値をいかに
最大化するかが課題となっています。とはいえ、薬剤だけで価値を最
大化するのはむずかしいことから、検査など多方面から患者さんに関
わることが求められています。そこで視野を広げ、新たなビジネスモデ
ルを開拓すべく理科大MOTへの入学を決意しました。特に理科大
MOTを選んだ理由は、2019年秋に開催された説明会です。そこで、
先生や学生の皆さんからお話を伺う中、皆、自分と同じような問題意
識をお持ちであることを知り、一緒に学ぶことで大きなヒントが得ら
れるだろうと確信したからです。

1年次

1年次に40単位中29単位を履修しました。起業したいというより
は、企業内で新しい事業を立ち上げたい、新たなことに挑戦していき
たいという思いから、イノベータートラックを中心に科目を選択しまし
た。特に製薬業界だけでなく広く社会を俯瞰し、現在のビジネス環
境の全体像がわかるような科目を履修したいと考え、『企業産業分
析予測』や『デジタルトランスフォーメーション』を選択しました。加え
て、『特許制度の基礎』など製薬業界を新たな視点で見られるような
科目を選びました。また、印象に残っている授業としては、コア科目の
『コンプライアンス・リスク管理論』が挙げられます。会社でもコンプラ
イアンスに関する講義はありますが、「ここまで根本的にコンプライア
ンスを考え直さなければいけないのか」というと強いひっ迫感と臨場
感を感じました。

2年次

2年次はゼミ以外に3単位を取れば修了可能という状況でしたので、
1年次には履修できなかった新しい科目の『行動経済学』や『ビジョ
ナリー・妄想力』を履修しました。加えて、『アドバンスド戦略マネジ
メント』や『研究開発マネジメント』などマネジメント系の科目を取り
ました。

現在

1年次、2年次を通して私が得た最も大きな知識は、理科大MOT
が重要視しているテーマでもある「価値創造」です。企業がつくる価
値とは何か。モノからコトへと価値が移行していく中、企業は価値を
どのように創造しそれをどう評価すべきかについて皆と議論すること
で、顧客である患者さんが求める価値を真に創造し提供できるよう
になりたいと強く思うようになりました。今後の業務に生かしていく
計画です。

入学前

メルコシンクレッツ株式会社というオーディオ機器の製造・販売を行
っている会社で取締役をしていました。オーディオはヘッドホンでは体
験できない高音質の音楽を楽しむ趣味の世界です。オーディオ機器
市場は年々縮小傾向にあり、新規顧客も開拓できないまま顧客の固
定化や高齢化が進んでいました。この市場を残すには技術経営を学
ぶ必要があると考え理科大MOTへの入学を決意しました。

1年次

2年次にグラデュエーションペーパーに集中するため、1年次に修
了最低単位である40単位中36単位を取得することにしました。
E-MOTとアントレプレナーのトラック科目を中心に取りました。『企
業産業分析予測』では、マーケティングの基本から経営論までを幅
広く学びました。この科目では、自分で探し出した競合会社同士を
比較・分析し、将来性を考えるという課題に取り組みました。経営分
析ツールなどを駆使し、自分なりに新たな価値を創造するというプロ
セスは非常に勉強になりました。また、『アドバンスドリーダーシップ』
は毎回ゲスト講師を招き1時間の受講後、ゲスト講師への質問を通
して理解を深めていくという授業でした。ここで私は自分に「最初に
質問をする人になること」を課しました。会社では、議論をして互いの
意見をすり合わせるといったことがあまりなかったため、非常に刺激
的な経験でした。加えて、文章力を身につけたいと思い、課題提出が
大変だと聞いていた『マネジメント総論』と『日本企業の海外展開』
をあえて取得しました。最終課題は、自分で中小企業を１社選んで、
海外での成功や失敗の理由を分析し、A4用紙3枚にまとめるという
ものでした。長文で論理的に展開していく必要があるという点で、文
章構成力を学ぶことができました。

2年次

取得したかった科目は1年次にほとんど履修しましたが、2年次には1
年次に取得できなかった指導教官の若林先生の『研究開発マネジメ
ント』、実務では学ぶことがないであろう『企業合併と買収』や『国際
企業法務と戦略』を履修しました。

現在

理科大MOTの入学前と入学後で自分自身が大きく変わった点は主
に2つあります。１つ目は視野が広がり、新聞やTVのニュースで、授
業で学んだことや同級生の会社関係の情報に接すると自然と目が
向き、自分なりの考えが持てるようになったこと。2つ目は今まで会社
では聞き手に回ることが多かったのですが、積極的に自分の意見を
伝えられるようになったことです。

グラデュエーションペーパーのテーマには
「製薬会社が患者市民参画を進める社会
的意義の検討」を設定しました。これまで
薬剤の開発には製薬業界と医療業界だ
けが携わってきました。しかし近年、テーラ
ーメイド医療（個別化医療）に関する技術
の進歩により、創薬プロセスにおいて患者
さんやそのご家族にも参画してもらい個人
のニーズに合致した薬剤を開発しようとい
う動きが高まっています。テーラーメイド医
療の実現に向けては患者市民参画が不可
欠です。そのため、現在、弊社を含め日本
の製薬業界は患者市民参画を推進してい
るところです。その中で私は特に製薬会社
が患者さんや社会に対して提供できる真
の価値とは何かを主眼においてグラデュエ
ーションペーパーをまとめていく計画です。

2021年5月にグループ会社への転籍が決ま
り現在はメルコインベストメンツ株式会社で
金融関連の仕事をしています。これは金融関
連の業務内容も修得してほしいという会社の
配慮です。理科大MOTへの入学の目的が、オ
ーディオ機器市場の立て直しでしたので、グ
ラデュエーションペーパーではこのテーマに取
り組んでいます。現在、オーディオ機器のほと
んどは専門店で扱われており新商品を年々高
齢化する固定顧客に買い替えてもらっている
という状況です。グラデュエーションペーパー
ではこの古い商習慣を根本から見直し、若い
顧客を取り込むための方策やアナログからデ
ジタルへの移行を加速するための方策、そし
て、新たな販路の開拓に向けた方策に取り組
む計画です。そして、ビジネス企画提案として
まとめ上げ、修了後は是非とも新たなオーデ
ィオ機器事業を立ち上げたいと考えています。

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目

科学技術基礎

財務・会計基礎

経営基礎

経済学基礎

コア科目

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

科学技術論

経営管理会計

マクロ・ミクロエコノミクス

コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント

デジタルトランスフォーメーション

先端科学技術の知財保護

実践組織戦略

特許制度の基礎

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

トラック科目

地域知財戦略

マネジメント総論

企業産業分析予測

技術・ものことづくり

社会連携科目 価値創造

演習科目（必修）
プロジェクトエクササイズ

実践CXO・起業家ケーススタディ２

2年次

トラック科目

先進ビジネスモデル

行動経済学

研究開発マネジメント

ビジョナリー・妄想力

社会連携科目 生命関連産業特別講義

演習科目（必修）

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

演習科目（選択） 実践CXO・起業家ケーススタディ３

白石裕美 さん

2020年4月入学
ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社勤務
メディカル部門

平野健太郎 さん

2020年4月入学
メルコインベストメンツ株式会社勤務
業務管理部長

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目
科学技術基礎
財務・会計基礎
経営基礎

コア科目

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
科学技術論
経営管理会計
マクロ・ミクロエコノミクス
イノベーション志向型マーケティング
コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント
先端科学技術の知財保護
地域知財戦略
マネジメント総論
日本企業の海外展開
企業産業分析予測
ICTビジネス展開
実践組織戦略
科学技術・産業政策

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

社会連携科目
アドバンスドリーダーシップ
価値創造
マーケティング特別講義

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

演習科目（選択） 実践ケーススタディ

2年次

トラック科目

先進ビジネスモデル
企業合併と買収
行動経済学
研究開発マネジメント
国際企業法務と戦略
ビジョナリー・妄想力

社会連携科目

生命関連産業特別講義
生活関連産業特別講義
先端科学技術特別講義
経済・財務・会計特別講義

演習科目（必修）

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

履修モデル

私のグラデュエーションペーパー私のグラデュエーションペーパー

2年生 2年生
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教授と学学生と生とのの活発な議論に驚愕
理科大MMOTOTでで得た幅広い知識を半導体業界に生かす

入学前

弊社は半導体メーカーで、私は1997年の入社以来、品質保証業務を担
当してきました。現在は本部長として製品の品質管理を指導する立場に
あります。また、製品に不具合が発生した場合の顧客対応も行っていま
す。技術に加え、コミュニケーション能力など人文科学的な要素が求め
られる業務です。理科大MOTに入学した理由は、長年にわたり品質保
証を担当する中、新しい知識を得て視野を広げたり、アドレナリンが出る
ような新たなことに挑戦してみたいと思ったからです。また、理科大MOT
を選んだ理由は会社の先輩が通っていたことと、入学前に授業を見学
し、教授と学生が活発な議論を繰り広げている姿に驚愕したことです。
こういう場に自分も身を置くことで、多角的な視野で自分の業務を見直
すことができるのではないかと感じ「これは行くしかない」と思いました。

1年次

1年次に40単位中33単位を取得しました。特に2020年11月～
2021年2月までは週に5日間通いました。視野の拡大が最大の目的
であり、イノベーターやアントレプレナーを目指しているわけではない
ので、トラックとしてはE-MOTに該当する科目を中心に選択しました。
具体的には、『科学技術論』から『実践組織戦略』、『ユーザーイノベー
ション』、『アドバンスドマーケティング戦略』、『価値創造』、『アドバン
スド戦略マネジメント』、『フィンテック戦略』までまんべんなく履修し
ました。中でも印象に残っているのが、『実践ケーススタディ』と『実践
CXOケーススタディ』です。講師の話を聞き、自分なりの質問を考え、
議論の流れを読みながら質問し、議論をするという内容で、まさに理
科大MOTを凝縮したような科目でした。見学時に驚愕したあの活発
な議論の場に、まさに自分も身を投じていると実感しました。

2年次

1年次に履修しなかった『国際企業法務と戦略』や『実践コーポレ
ートファイナンス』、『研究開発マネジメント』、『企業合併と買収』を
履修しました。特に印象に残っているのは『実践コーポレートファイ
ナンス』です。会社では管理職に就いてはいるものの、企業の継続
的な成長に向けた財務の在り方などは、自分には関係ないものと思
っていました。しかし、授業を通し管理職としても財務に関する知識
を持っていることの重要性を知りました。

現在

理科大MOTに入学したおかげで、人の成長や組織のコミュニケーシ
ョンの重要性を改めて痛感しました。そのため、2021年度からは自
組織における教育プログラムの見直しを進めています。また、講義で
学んだ質問力を生かし、議論の活発化に注力する日々です。

理科大MOTの授業で、「顧客第一主義」「顧
客価値創造」について深く考える機会を与
えられました。また、『組織進化論』という科
目では、会社がどこに向かおうとしているの
か、企業価値をどう見ているのかをしっかりと
見極めた上で組織を作らないといけないこと
がわかりました。現在、私が身を置く半導体
業界はサプライチェーンが大きく変動してい
ます。従来の日本の半導体メーカーへの要
求は、品質やコストから、デリバリーへと優先
順位が大きく変化しています。そのため、グラ
デュエーションペーパーでは、顧客価値や企
業価値について考察しつつ、「サプライチェー
ン大変動の中、日の丸ニッチ半導体企業の
顧客価値は品質・コストからデリバリーへ～
本音と建前の二律背反に挑む～」というテ
ーマに取り組んでいます。それにより、日本
の半導体業界の成長への道筋を探ります。

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目

科学技術基礎
財務・会計基礎
経営基礎
経済学基礎

コア科目

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
科学技術論
経営管理会計
マクロ・ミクロエコノミクス
コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント
ユーザーイノベーション
フィンテック戦略
ICTビジネス展開
実践組織戦略
企業産業分析予測
技術・ものことづくり

社会連携科目
アドバンスドリーダーシップ
価値創造

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

社会連携科目
生活関連産業特別講義
マーケティング特別講義

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

演習科目（選択） 実践ケーススタディ

2年次

トラック科目

企業合併と買収
実践コーポレートファイナンス
行動経済学
研究開発マネジメント
国際企業法務と戦略
２１世紀に求められる倫理
ビジョナリー・妄想力
アドバンスド戦略マネジメント
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

社会連携科目 先端科学技術特別講義

演習科目（必修）

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

橋本武幸 さん

2020年4月入学
新日本無線株式会社勤務
品質保証本部　本部長

2年生

社会人が通いやすい環境

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。

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分程度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。

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。

最低限の修了単位は、平日一日と土曜での取得は可能。但し、実践CXO・
起業家ケーススタディ1・2は選択必修、平日開講となっています。

2022年度授業開講期間・時間帯について（予定）

学期 期間

1A期  4月 4日（月）～ 6月 4日（土）

1B期  6月 6日（月）～ 8月 6日（土）

2A期   9月14日（水）～11月14日（月）

2B期 11月16日（水）～ 1月30日（月）

8：50

～

10：20

10：30

～

12：00

12：50

～

14：20

14：30

～

16：00

16：10

～

16：55

17：05

～

18：35

18：45

～

20：15

18：40

～

20：10

20：20

～ 
21：50

四半期開講期間 平日夜間開講 土曜日昼間開講

※変更になる場合があります。

● 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。
● 授業の実施時間は90分または180分となります。

履修しやすいカリキュラム

2021年度初年度納付金（年額）

● 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。

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
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教授と学学生と生とのの活発な議論に驚愕
理科大MMOTOTでで得た幅広い知識を半導体業界に生かす

入学前

弊社は半導体メーカーで、私は1997年の入社以来、品質保証業務を担
当してきました。現在は本部長として製品の品質管理を指導する立場に
あります。また、製品に不具合が発生した場合の顧客対応も行っていま
す。技術に加え、コミュニケーション能力など人文科学的な要素が求め
られる業務です。理科大MOTに入学した理由は、長年にわたり品質保
証を担当する中、新しい知識を得て視野を広げたり、アドレナリンが出る
ような新たなことに挑戦してみたいと思ったからです。また、理科大MOT
を選んだ理由は会社の先輩が通っていたことと、入学前に授業を見学
し、教授と学生が活発な議論を繰り広げている姿に驚愕したことです。
こういう場に自分も身を置くことで、多角的な視野で自分の業務を見直
すことができるのではないかと感じ「これは行くしかない」と思いました。

1年次

1年次に40単位中33単位を取得しました。特に2020年11月～
2021年2月までは週に5日間通いました。視野の拡大が最大の目的
であり、イノベーターやアントレプレナーを目指しているわけではない
ので、トラックとしてはE-MOTに該当する科目を中心に選択しました。
具体的には、『科学技術論』から『実践組織戦略』、『ユーザーイノベー
ション』、『アドバンスドマーケティング戦略』、『価値創造』、『アドバン
スド戦略マネジメント』、『フィンテック戦略』までまんべんなく履修し
ました。中でも印象に残っているのが、『実践ケーススタディ』と『実践
CXOケーススタディ』です。講師の話を聞き、自分なりの質問を考え、
議論の流れを読みながら質問し、議論をするという内容で、まさに理
科大MOTを凝縮したような科目でした。見学時に驚愕したあの活発
な議論の場に、まさに自分も身を投じていると実感しました。

2年次

1年次に履修しなかった『国際企業法務と戦略』や『実践コーポレ
ートファイナンス』、『研究開発マネジメント』、『企業合併と買収』を
履修しました。特に印象に残っているのは『実践コーポレートファイ
ナンス』です。会社では管理職に就いてはいるものの、企業の継続
的な成長に向けた財務の在り方などは、自分には関係ないものと思
っていました。しかし、授業を通し管理職としても財務に関する知識
を持っていることの重要性を知りました。

現在

理科大MOTに入学したおかげで、人の成長や組織のコミュニケーシ
ョンの重要性を改めて痛感しました。そのため、2021年度からは自
組織における教育プログラムの見直しを進めています。また、講義で
学んだ質問力を生かし、議論の活発化に注力する日々です。

理科大MOTの授業で、「顧客第一主義」「顧
客価値創造」について深く考える機会を与
えられました。また、『組織進化論』という科
目では、会社がどこに向かおうとしているの
か、企業価値をどう見ているのかをしっかりと
見極めた上で組織を作らないといけないこと
がわかりました。現在、私が身を置く半導体
業界はサプライチェーンが大きく変動してい
ます。従来の日本の半導体メーカーへの要
求は、品質やコストから、デリバリーへと優先
順位が大きく変化しています。そのため、グラ
デュエーションペーパーでは、顧客価値や企
業価値について考察しつつ、「サプライチェー
ン大変動の中、日の丸ニッチ半導体企業の
顧客価値は品質・コストからデリバリーへ～
本音と建前の二律背反に挑む～」というテ
ーマに取り組んでいます。それにより、日本
の半導体業界の成長への道筋を探ります。

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

基礎科目

科学技術基礎
財務・会計基礎
経営基礎
経済学基礎

コア科目

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
科学技術論
経営管理会計
マクロ・ミクロエコノミクス
コンプライアンス・リスク管理論

トラック科目

チャネルマネジメント
ユーザーイノベーション
フィンテック戦略
ICTビジネス展開
実践組織戦略
企業産業分析予測
技術・ものことづくり

社会連携科目
アドバンスドリーダーシップ
価値創造

修得年次 区分 授業科目名称

1年次

社会連携科目
生活関連産業特別講義
マーケティング特別講義

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

演習科目（選択） 実践ケーススタディ

2年次

トラック科目

企業合併と買収
実践コーポレートファイナンス
行動経済学
研究開発マネジメント
国際企業法務と戦略
２１世紀に求められる倫理
ビジョナリー・妄想力
アドバンスド戦略マネジメント
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

社会連携科目 先端科学技術特別講義

演習科目（必修）

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

橋本武幸 さん

2020年4月入学
新日本無線株式会社勤務
品質保証本部　本部長

2年生

社会人が通いやすい環境

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。

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分程度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。

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。

最低限の修了単位は、平日一日と土曜での取得は可能。但し、実践CXO・
起業家ケーススタディ1・2は選択必修、平日開講となっています。

2022年度授業開講期間・時間帯について（予定）

学期 期間

1A期  4月 4日（月）～ 6月 4日（土）

1B期  6月 6日（月）～ 8月 6日（土）

2A期   9月14日（水）～11月14日（月）

2B期 11月16日（水）～ 1月30日（月）

8：50

～

10：20

10：30

～

12：00

12：50

～

14：20

14：30

～

16：00

16：10

～

16：55

17：05

～

18：35

18：45

～

20：15

18：40

～

20：10

20：20

～ 
21：50

四半期開講期間 平日夜間開講 土曜日昼間開講

※変更になる場合があります。

● 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。
● 授業の実施時間は90分または180分となります。

履修しやすいカリキュラム

2021年度初年度納付金（年額）

● 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。

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



経営学研究科 技術経営専攻（MOT）
GuideBook 2022

K
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ZA
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innovations

そ
の
先
へ

専門職大学院

1

7

4

9

10
11

JR飯田橋駅

神楽坂校舎

富士見校舎

2

8

3

6 MOT

地下鉄
B3出口

九段中等学校前

5

Since1881

［近隣マップ］
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
技術経営専攻（MOT） ⑪PORTA神楽坂（4・5階）

［交通案内］
JR中央・総武線飯田橋駅西口より徒歩5分、
地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線飯田橋駅 B3出口より 徒歩1分

東京理科大学教務部経営学事務課 専門職大学院室
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3　PORTA 神楽坂

E-mail mot-tus@rs.tus.ac.jp
https://most.tus.ac.jp/

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です。



「建学の精神」　理学の普及を以て国選発展の基礎とする

技術経営専攻(専門職学位課程)においては、理学と工学が一体となった
「科学技術」、「経営」の実践的融合、「グローバルな視点」及び「高い職業倫
理観」の育成を図った教育を通じて、高い実践的な専門性と倫理観、国際
的視野を持ち、社会（産業界等）の急速な変化に敏速かつ革新的に対応
し、社会を牽引することができる高度専門職業人である起業家・CXO※に
なる人材を育成することを目的として、本専攻に2年以上在学し、以下の知
識（知見）・能力を最終成果物（グラデュエーションペーパー）により測り、本
専攻の定める40単位を修得した学生に対して修了を認定し、技術経営修士
（専門職）の学位を授与する。

1.	技術経営及びその関連分野についての高度な実践的専門知識。
2.	技術経営及びその関連分野における高度な実務実践能力。
3.	「科学技術」と「経営」の実践的融合により、「理論」と「実践」の両面から
イノベーションに係る課題を把握・分析することができる能力。

4.	既存の科学技術研究の成果を基礎に、イノベーションに係る新たな仮説
を設定することができる能力。

5.	技術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担い、
課題解決することができる能力。

6.	イノベーションに係る課題の解決策を戦略的に提案・論証することができ
る能力。

7.	起業家・CXO※に必要な高い職業倫理観を持ちつつ、高度な実践知と
卓越した能力をもとに、グローバルな視点を持って適応し活躍できる能力。

※CXO：CEO、COO、CTO、CFO、CMOなどの企業活動における業務や機能の責任者の総称

ディプロマ・ポリシー ［修了認定・学位授与の方針］

技術経営専攻(専門職学位課程)においては、建学の精神と実力主義の伝
統に基づく、本学の教育研究理念のもと、
1.	学士課程、修士課程又は博士課程を卒業・修了後に一定の実務経験
（概ね10～15年の実務経験又はその年数と同等である優秀な業績）を有
し、専門分野で高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及
び卓越した能力を身につけようとする人、専門分野で自ら課題を発見し解
決する意欲のある人、高度専門職業人に必要な能力の修得を目指す人、
主体的に多様な人 と々協働して学修を行う意欲のある人。

2.	実践知や学識及び能力をもとに社会においてグローバルな視点を持って
活躍しようとする意欲のある人。

を多様な選抜方法により広く求める。

(一般入学試験)
多様性の確保に重点を置き、大学での専攻分野を問わず、本専攻の特性に
見合う実践知を含む専門能力、分析力、論理力、思考・発想力、マネジメント
力、及び表現力で優れた素質を持ち、本課程の人材育成に関する目的を理
解する人を、書類審査、面接等により選抜する。
（企業推薦型特別入学選考）
企業又は職能団体等が本課程の人材育成に関する目的及び各種方針に賛
同し、企業又は職能団体等が優秀と認める人材であり、高度な実践知を含
む専門能力、分析力、論理力、思考・発想力、マネジメント力、及び表現力で
優れた素質を持ち、本課程の人材育成に関する目的を理解する人を、書類
審査、面接等により選考する。

アドミッション・ポリシー ［入学者受入れの方針］

技術経営専攻(専門職学位課程)においては、多様なバックグラウンドを持
つ学生に対して、高い実践的な専門性と倫理観、国際的視野を持ち、社会
（産業界等）の急速な変化に敏速かつ革新的に対応し、社会を牽引すること
ができる高度専門職業人である起業家・CXO※になる人材を育成するとい
う目的を実現するため、「科学技術」及び「経営」の実践的融合を図り、『東京
理科大学専門職大学院教育課程連携協議会』と連携し、社会ニーズ・シー
ズに応えるとともに、「グローバルな視点」及び「高い職業倫理観」を育成す
る授業科目を開発し、教育課程を編成･実施する。

⑴	急速に変化する社会ニーズ・シーズに応え、課程の人材育成に関する目
的に基づき起業家・CXO※等の構成要素に則した教育研究領域8領
域（ビジョナリー・シンキング、イノベーション・起業、経営戦略と組織行
動、先端科学技術と産業、経済学と財務・会計、マーケティング、リーダー
シップとリスク、コンプライアンス）を設けて授業科目を開発する。「コア科
目」、「基礎科目」、ジョブ・ターゲットをより具体化した3つの「トラック科
目（E-MOT、イノベーター、アントレプレナー）」、「社会連携科目」及び学生
個別の到達目標を実現する「演習科目」に区分し、開発した授業科目を
重点的・効果的に配置し、教育課程を編成・実施する。

⑵	「コア科目」、「基礎科目」、「トラック科目」及び「社会連携科目」では、常
に社会状況を捉え、より高度で最新の実践的専門知識を段階的に身に
付けるため、教育研究領域に重点的・効果的な授業科目を配置する。

⑶	「演習科目」では、人材育成に関する目的を踏まえた学生個別の目的を
達するために、以下の授業科目を配置する。

	 ①	「プロジェクト」（「プロジェクトエクササイズ」、「プロジェクト1～4」）は、
演習指導教員の指導下で、実践の理論化、企業調査活動、経営者等の
各種インタビュー等により、学生個々の課題の明確化、仮説の設定、課題
解決案を構想し、それを推し進め、論証・実践能力を総合的に身に付ける。
その成果物として、学生個々の課題に応じた最終成果物（グラデュエーシ
ョンペーパー）を作成する。

	 ②	「ケーススタディ」（「実践CXO※・起業家ケーススタディ1～3」、及び「実
践ケーススタディ」）は、学生・教員が共に経営者、起業家、修了生の講演等
を聴講し、個々の思考力や妄想力で討論を行い、他者とのバックグラウンド
の差により思考力や妄想力等の能力・知見に差異があることを理解し、学
生個々の更なる思考力や妄想力等の総合的な能力・知見を涵養する。

⑷	演習指導の過程では、高度専門職業人として国内外でグローバルな視点
を持って活躍できる能力を育成する教育を行う。

※CXO：CEO、COO、CTO、CFO、CMOなどの企業活動における業務や機能の責任者の総称

カリキュラム・ポリシー ［教育課程編成・実施の方針］

大学院 経営学研究科 技術経営専攻（MOT）

【経営学研究科技術経営専攻3つのポリシー】



MOT DATA

データで見る東京理科大学MOT見聞
在学生テータ（2020年度・2021年度入学生）
87名（社会人比率100%） 

年 齢

勤 務 地

出身校比

男女比

業 種

授業料等（初年度納付金）企業宛請求

ニコン
綜合警備保障
セコム
レオス・キャピタルワークス
沖電気工業
バッファロー
太陽誘電
日立国際電気
CKD
新日本無線
IHI
キヤノン
パナソニック
日立製作所
ソニーグループ
TDK

本田技研工業
日清紡ブレーキ
日産自動車
セントラル硝子
住友大阪セメント
JSR
ダイセル
三井化学
富士フイルム
富士フイルムビジネスイノベーション
日本郵船
スリーエム ジャパン
日本マイクロソフト
日本電信電話
日本アイ・ビー・エム
エヌ・ティ・ティ・データ

日本電計
武田薬品工業
凸版印刷
大日本印刷
アステラス製薬
エーザイ
ファイザー
キリンホールディングス
日本銀行
日本たばこ産業
SMC
シスコシステムズ
住友ベークライト
日本無線

など

これまでの主な出身企業例（順不問）

25～29歳　9%

40～49歳　54%

関東   　20%

中部／東北　2%

その他　4%

30～34歳　13%

50歳以上　9%

その他　8%

女性　8%

あり　49%

卸売・小売業　10%

情輻通信業　7%

金融・保険業　9%

建設業　4%

電気・ガス・熱供給・水道業　2%

サービス業　4%

医療・福祉　1%

35～39歳　15%

東京　74%

男性　92%

なし　51%

製造業　56%

その他　7%

他大学 海外他大学を含む　

83%

本校　9%

博士 …… 2%
修士 … 23%

MOTの魅力の一つは、社会で重要な責務を果たしながら、学業を修了できるこ
とです。さまざまな年齢・業種の社会人がグローバル時代を生き抜くために必要
な力を培っています。

【製造業の内訳】

加工・組立
49%

その他
7%

（東京以外）

学位取得状況
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