
授業評価アンケートに対する対応 

平成 19 年 10 月 
技術経営専攻 

 
平成１9 年度前学期末に授業内容の向上を図るため、受講生を対象に授業評価アンケー

トを実施しました。今後とも受講生の意見・要望を踏まえて、より実りある授業にするよ

う努力してまいります。 
特に担当教員からコメントのあった科目について、以下に掲載いたします。  

 
科目名：技術経営戦略第一  担当教員：森 欣司  

学生Ａ： 受講学生に技術経営専攻の学生が少なく、ディスカッションのレベルが低くな

っていたように思う。 
森： 発表、演習レポート、議論からもそうは思わない。異なった専攻の学生がいること

が、むしろ議論を活発にさせる。 
学生Ｂ： （興味本位の学生が多い） 
森： 興味本位では、授業についてゆけないであろう。本講義では演習にチームで取り込

み相当の時間を学生はかけている。万が一、興味本位の学生がいたとしても、チームリー

ダとしてのミッションが与えられたときには、興味本位ではだめだと気づく事が大切であ

る。 
学生Ｃ： 教材が少し分かりづらい。 
森： このような意見はいまだかつてないが、どの点か？ 教材は、答えが書いているわ

けでないし、わからなければ、質問するのがこの講義の趣旨。積極的態度で、講義に参加

すればするほど有意義なものとなる。 
学生Ｄ： 演習課題を考える時間を２週間欲しかった。事前にわかっていれば、リサーチ

してから質問出来るのにと思いました。 
森： 決められた時間で検討する訓練も必要。ただし、演習はチームで検討し、提案する

ことになっております。自チームで十分検討していると思いますので、要望の趣旨がはっ

きりしません。 
 
科目名：技術と産官学連携  担当教員：田辺 孝二 

 今年度は、イノベーションに関して企業が積極的に取り組むべき産官学連携には３タイ

プの連携があることに焦点をあて、産業、政府、大学のそれぞれの分野から専門家を招き

具体的な事例を紹介しながら、授業を行いました。科目名の「技術と産官学連携」から「技

術」的な内容を期待された方もいましたが、今年度は「イノベーションと産官学連携」に

重点を置きました。グループワークの希望がありましたので、来年度は取り入れることを

考えます。 



 
科目名：経営者論セミナー  担当教員：田辺 孝二  

 今年度もイノベーションとリーダーシップに卓越した経営者をゲスト講師に招くことが

でき、受講生の期待に答えることができました。授業内でグループ討議を行っていますの

で、毎回２時間の授業を想定しています。２時間の授業に参加可能な方が受講してくださ

い。 
 
科目名：技術マーケティング  担当教員： 長田 洋 

（１）商品企画の手法に対する関心度が高かったため次回からケーススタディとは別に簡

単な手法の演習を取り入れます。 
（２）同じ講義室で３回の講義が連続すると入れ替えに時間がとられ、また連続して受講

していない学生は教室外で待つことになりますので教員間で７Ｆ～９Ｆの異なった講義室

を使用するよう配慮します。  
 
科目名：イノベーション論（大岡山）  担当教員：藤村 修三  

学生Ａ： 先生の行っている研究またはその成果に対して工学的価値、社会的意義の説明

を聞きたかった。 
藤村： 私の研究に関しては講義時間とは別に報告の機会を作ることを考えています。 
学生Ｂ： グループワークが充実しており、まさに MOT という授業で大変満足している。 
藤村： 満足していただけたと聞いて嬉しいです。 
学生Ｃ： 課題について、先生の HP などにも掲示していただけるとありがたいです。当

方社会人学生のため、やむなく出席できない回もあり、課題のとりちがえを生じました。

自己の反省も踏まえてのお願いです。 
藤村： レポート課題に関しては HP への掲載を今後考えます。このご依頼とは直接関係

はありませんが、以前にも講義資料等の HP 掲載を望む意見はありました。しかし、私は

欠席者は特殊な場合を除きそうした資料を受け取る資格は放棄したものと思っています。

社会人学生だから、と言うのは理由になりません。社会人学生であればなおのこと、自分

の状況を踏まえて履修されているはず。基本は講義出席者からコピーをさせてもらう等、

自分でその補填を考えてください。 
学生Ｄ： GW 終了後、先生としての考えを話して頂き、まとめとしてほしかった。 
藤村： GW の発表に対するコメントの中から汲み取ってください。 
学生Ｅ： 大変面白い講義でした。グループワークをする事で、より深く講義の内容を理

解出来たと思います。 
藤村： グループワークはまさに理解したと思っている内容をさらに深めるためにありま

す。その意図を感じていただけたのは大変嬉しいです。 
 



科目名：技術経営概論  担当教員:宮崎 久美子  

 I am glad to see the overall assessment of this course. I think lively, interesting 
discussion, and mutual learning took place in this class.  It was a good, stimulating 
experience for me too.  (there was a good balance of students from MOT,  outside 
MOT, Japanese, foreign, as well as career, full time students) 
I welcome comments, questions anytime in the class. 
 
（以下は、個別のコメントに対する答えです。） 
学生Ａ： 授業中の先生の声が小さく聞き取りにくい 
宮崎： We may be able to use a microphone next time 
学生Ｆ： 字が読み取りづらい以外は、分かりやすかった。 
宮崎： I will use bigger font size 

 
科目名：ネット社会のビジネスモデル  担当教員：比嘉 邦彦  

学生 A： 発表内容を Movie でとって公開してほしい。 
比嘉： 予算が絡む問題ですが、実施に向けて検討してみます。 
学生 B： 講義には満足している。学生のプレゼン内容の向上が強く求められる。 
比嘉： 発表回数を 2 回から 1 回に減らすことによって、発表・質疑応答時間を増やし、

内容の充実を図りたいと思います。 
学生 C： It was very worthy to join this class. 
学生 D： Very good & excellent experience. 
比嘉： Thank you! （この講義は隔年で英語による講義を行っており、Ｈ19 年は英語に

よる講義でした。Ｈ２０年前期は日本語による講義です。） 
 
科目名：金融リスク・マネジメント  担当教員：二宮祥一、中川秀敏 

 受講生のコメントについては肯定的なものも否定的なものもあり、いずれも来年度の授

業に反映させていきたいと思います。 
前半の「市場リスク」の部分が難しかったというコメントがありましたが、前半の内容

は金融市場の知識がある程度無いと、何を目的としているのか分かりにくいところがあっ

たかもしれません。授業で取り上げる内容や順番を見直していきたいと思います。 
オペレーショナル・リスクに関してのコメントもありましたので、少し補足します。オ

ペリスクのようにとらえにくいものであっても、それを計量しようという精神は大切だと

思います。しかし、何らかの方法で得たリスクの数字の大小だけを見て一喜一憂しても意

味がないと考えます。そして、何より大事なのはマネジメントがその数字がどういう前提

で算出されたかを理解し、業務にどう反映させていくかを真剣に考えていくことだと考え

ています。当たり前のことであり、また大きな組織の中では難しいことだと思いますが。 



 
科目名：リサーチ・リテラシー演習  担当教員：二宮祥一、中川秀敏 

 率直なコメントを書いていただき感謝しています。 
このリサーチ・リテラシー演習という科目については、まだまだ検討すべき内容が多いこ

とを、教えてきた我々自身が常に自覚してきました。 
そもそも、専門職大学院でこのような科目を設定することが本当に必要であるのか、と

いうことも改めて議論していく必要があると思います。また、必要であるとして、誰が、

何を、どのように伝えるかということも考え直す必要があると思います。 
受講生のコメントについては肯定的なものも否定的なものも真摯に受け止めて、MOT と

して、この科目をどう位置づけるかということを再考したいと思います。 
 
科目名：セキュリティマネジメント  担当教員：尾形 わかは  

 講義全体に対するご意見に対して： 率直なご意見をありがとうございます．講義内容や

講義形態など，未だに試行錯誤状態で，受講生にはご迷惑をおかけしております．レベル

については，受講生の 低ラインに合わせている感がありますので，適切な参考書などを

紹介し，講義で扱う内容のレベルを挙げていくように努力いたします。 
 グループ単位の発表について： 初年度は個人で調査・発表していたものを，個人差によ

るばらつきや取り上げる事例のダブりを解消するために，小人数のグループでの調査・発

表に変更した経緯があります．したがって，グループでのチームワーク・リーダーシップ

を養うことを目的としているグループワークとは位置づけが多少違うことをご理解くださ

い．グループメンバーの個人的な問題などについては，私の指導不足もあり，今後気をつ

けていきたいと思います。 
 外部講師の内容について： 講義していただく内容について，事前打ち合わせをしっかり

するようにします。 
 講義資料について： 少なくとも，私の担当する部分については，極力ホームページに出

していきたいと思います． 
 その他のご意見： 来年度からは TA をつける予定です．それによって，講義の開始時間

や講義アンケート時の対応などを適正化できると思います． 
 
 
科目名：国際知的財産  担当教員：田中 義敏 

 学生Ａ： 完全に他専攻の門外漢であったが、非常に分かり易い授業だった。 
 田中： グローバル経済の進展、模倣品の氾濫などに対抗して、企業における国際知的財

産戦略の重要性が高まっています。世界を鳥瞰図的に捉え、バランスの取れた判断ができ

るように、わかりやすい授業を提供していきます。 
 学生Ｂ： もう少し内容を絞ってもよいかと思う。 



 田中： 知的財産の役割、国際条約の流れ、米国特許法、欧州特許法、中国知的財産権制

度など、国際知的財産の対象は実に幅広いものがあります。時代の要請にあわせ、重点事

項を絞り込んでいくことも検討してみます。 
 学生Ｃ： 知財に関するトピックス的な話を適当に織込んで話をしてくれるとよいかもし

れない。（ 近のニュース、という意味） 
 田中： 海外での 近の知財紛争など、ビビッドな情報も大切ですね。検討していきます。 
 学生Ｄ： 知財というと単なる法律の授業を思い浮かべがちだが、田中先生の授業は歴史

的・文化的背景を中心として説明いただき、各国の違いなどをポイントポイントで解説頂

いたため理解度が上がるとともに、興味関心も持ちました。 
 田中： 現行の制度には、過去の反省および将来への狙いがこめられており、制度運用の

インスティチューショナルな面を含めて体系的に理解することが必要です。是非、興味を

持って取り組んでいただきたいと思います。 
 学生Ｅ： 学習する態度・意識についても何回か授業の折にお話を頂き、他の講義につい

ても学ぶモチベーションが上がりました。 
 田中： 学習への取り組みの意識というか価値観が、各自の知識を豊かにしてくれると思

います。自己概念の明確化と確立は、非常に難しいところですが、大きな成果につながっ

ていくと思います。 
 
科目名：ＩＰマネジメント  担当教員：京本 直樹 

 この講義を受けてよかったとのコメントは励みになります。 
教材をより充実させて期待にこたえるようにしたいと思います。 
 
科目名：知的財産権法  担当教員：佐伯 とも子 

・レポートの採点結果について返却することを考えたいと思います。 
・声が聞き取りにくい場合には、マイクを使用したいと思います。 
・事例の紹介による説明が理解しやすいとのことですので、引き続き心がけたいと思いま

す。 
・PPT 資料は、重複部分、補足説明用イメージなど配布資料から省略しましたが、同じ内

容で配布するようにします。予習用資料として、1 部ですが、ＯＣＷを使用してください。

復習により、再説明、補足説明が必要なところがあれば、次の講義で解説するようにしま

す。 
・判決文を調べたいときは、判決番号などをお知らせしますので、問い合わせてください。 
 
科目名：知的財産権侵害実務  担当教員：水谷 直樹 

 本講義は、レポートの回数が多いなど負担は軽くありませんが、知財の専門家としての

実力は確実なものになると確信しております。 


