
２０１０年前期授業アンケートに対する対応 

平成２３年７月 

技術経営専攻 

平成２２年度前期末に授業内容の向上をはかるため、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：イノベーションと産官学連携 担当教員：田辺 孝二 

 今回は、「社会的課題を解決するための産官学連携」を基本テーマとして、本授業で初め

てグループワークを試みました。  

アンケートでは、「豊富な事例と議論により、産官学連携を伴うイノベーションの要点を

つかむことができた」、「様々な分野の第一線で活躍されている人から、貴重な話を聞くこ

とができた」などのコメントがありました。他方、分野が網羅的で多い、理論との関係を

知りたい、グループで議論する時間がほしい等の意見があり、来年度は、事例と理論の関

係を明確にすること、議論の時間を長くとることにします。 

 

科目名：経営論者セミナー 担当教員：田辺 孝二 

 「いろいろな経営者の話を聞く貴重な機会」、「精神論、人生論など他の講義では学べな

いものを学ぶことができた」、「e-learningが使えてよかった」等のコメントがありました。

講師数をもう尐し増やしてほしいという要望がありましたが、予習・復習の時間をとるこ

とを考えると、講師数の増加は難しいと考えています。 

 

科目名：IPマネジメント 担当教員：田中 義敏 

企業活動において知的財産の重要性が増しています。受講生が将来一度は遭遇すると思

われる知的財産問題について、鳥瞰図的な理解をしておくことが重要と考え、企業ごとに

異なる知的財産戦略をバランス良く理解できるように努めてまいります。是非、知的財産

に興味を持って勉強に取り組んでください。 

 

科目名：コンピテンシー・ディベロップメント  担当教員：田中 義敏 

非常に多くのコメントをいただきました。今後の授業の進め方に反映していきます。 

できるだけ高次の欲求を高めていくこと、欲求を実現させるために必要なコンピテンシー

を磨くこと、皆さんの今後に役立ててください。 

 

科目名：セキュリティマネジメント 担当教員：尾形 わかは 

受講生からの意見１： 



グループワークは不要な気がした。 

コメント： 

経験が異なる受講生の間で意見を交わすことに，大きな意義があると 

考えています． 

 

受講生からの意見２： 

事前に「これくらいまでは知っておいてほしい」という基準があれば良かったです。 

コメント： 

確かに受講生の中でも事前知識の違いが大きい事が，尐し難点ではありますが， 

基準を示すことで受講生が減尐するのも避けたいと思っています． 

（受講生は年々減尐気味です．） 

 

受講生からの意見３： 

講義資料は事前にアップしてほしい。 

コメント： 

直前まで修正をしているため，難しいところがありますが，努力いたします． 

 

科目名：リサーチリテラシー演習 担当教員：尾形わかは、比嘉邦彦、佐堀大輔 

（１）統計関連の講義について 

内容の改善を求める声が多くありました． 

講義担当者としては，もともと統計処理のテクニックを講義するつもりはなく， 

「仮説の検証をいかに行うべきか」を理解してもらうことを目的としていましたが， 

「統計」という項目を掲げていたため，誤解が生じていました． 

そこで，平成２３年度より講義内容の記述を改め，より内容に即した表記とし， 

また内容自体も，統計処理の手順の説明はやめ，「検証方法」に焦点をあてるように 

変更いたします． 

 

（２）「よいプロジェクトレポート」を示して欲しいという意見 

「これは良いレポート」という先入観がクリティカルリーディングに悪い影響を 

及ぼすと考え，あえて先入観を与えないようにしてきましたが，評価基準が 

わからないという弊害が出ていました．そこで，平成２３年度より 

「良いレポートの一例」を挙げ，それを題材に，研究のより良い進め方や 

レポートの書き方を示すように変更いたします． 

 

（３）講義資料のアップロードのタイミングについて 

毎学期，講義内容の改善を行っているため，資料作成が遅めになっております． 



より早い時間にアップロードできるよう努力いたします． 

 

科目名：技術マーケティング 担当教員：長田洋 

 ご意見ありがとうございました。 

以下は対応計画です。 

・グループ討論には原則 2週間をかけるようにします。また発表グループ数も改定します。 

・本講義と品質マネジメントの重複を尐なくするようにします。 

・講義資料は尐し拡大し、見やすくします。 

 

科目名：知的財産権法 担当教員：佐伯 とも子、宮垣 聡 

知的財産権法全体を概観できたこと、法律の専門家の話が聞けたこと、実践的な内容で

あったことなど、有意義であったなどの良い評価をもらえましたので、引き続き期待され

る内容で講義を行いたいと思います。対象とする具体的な法律内容、及び講義とグループ

ワークのバランスについては、良かったとする評価、改善すべきとする評価の両者があり

ましたので、今後の検討としたいと思います。 

 講義室での椅子の音などの騒音については、設備面での改善が必要ですので、組織の対

応として提案しておきます。 

 

科目名：実践知的財産保護 担当教員：佐伯 とも子、宮垣 聡 

 実践的で有益であったこと、演習が大変参考になったこと、ケーススタディが適切であ

ったなど良い評価をもらえましたので、引き続き期待される内容で講義を行いたいと思い

ます。 

科目名：知的財産権侵害実務 担当教員：水谷 直樹 

 理論から実際までが学べ、面白く、有益な内容であったとの評価でしたの 

で、引き続きよい評価となるよう講義したいと思います。各講義での 「まとめ 

資料」については各自でまとめを作成することで復習になるかと思います。 

 

科目名：金融リスクマネジメント 担当教員：中野 張 

今後は資料を作成してより分かりやすくするよう努めます。 

 

科目名：ネット社会のビジネスモデル  担当： 比嘉 邦彦 

Ｑ６学生コメント１： 

・ネットのビジネスモデルに対する新しい考え方が分かり、参考になりました。 

・良かった 

・とても勉強になりました。英語バージョンも体験したかったです。 

・面白かった 



・わかりやすかったです。 

・丁寧で非常に分かりやすい内容だったと思います。 

・ECについて理解が深まった。プレゼンすることでoutputする場数を踏むことができた。 

・先生ご自身の持つソースデータが授業に表れていて、よく分かる授業でした。 

・普段自身が研究対象としていないネットビジネスに対し考察することができ、貴重な体験とな 

りました。 

・発表にフィードバックがあるため、次への発表に活かせる。 

・講義の密度が濃く、非常にためになりました。 

・面白い講義であり、考えることが多かった。 

・自分で考え、考えたものを人の前で説明をする能力はとても大事だという認識は高まった。 

・すばらしかったです。サイコーです。100点です。 

・分析的な視点で商業を見ることはおもしろかった。SEOがあまり機能していないことは衝撃 

だった。 

・事例が豊富でEコマースの長所と短所を分かりやすく説明していただきました。 

 

Ｑ６応答１：喜んでいただき何よりです。さらなるレベルアップを目指します。 

 

Ｑ６学生コメント２・TVEモデルは分析に使いにくいです。 

 

Ｑ６応答２：工夫してみます。 

 

Ｑ６学生コメント３・情報量が少なかった気がします。 

 

Ｑ６応答３：一つひとつの事例を丁寧にカバーすることとトレードオフですね。大学院なので、 

一つの事例を講義で知ったら、あとは自分で調べるくらいの積極性を期待します。 

 

Ｑ６学生コメント４・好みで分類するのはやめてほしい。 

 

Ｑ６応答４：ＥＣのＫＳＦ分類のことですか？ もしそうなら、この様なコメントを出すと言う

事は、私のこの講義中寝ていたと言うことですよね。 

 

Ｑ７学生コメント１ 

・とても分かりやすかったです。 

・良かった 

・資料も分かりやすく講義もよかったです。 

・自分は今までグループディスカッションを設けている講義を受講したことが無かったのです 



が、この授業でいい経験ができました。 

・ボリュームのある内容で、満足です。 

・パーフェクトです。先生は天才です。 

・分かりやすく実務に使えそうでした。 

 

Ｑ７応答１：天才ではありませんが、お褒め頂きありがとうございます。 

 

Ｑ７学生コメント２・講義資料を早めにアップしていただけるとうれしいです。 

 

Ｑ７応答２：毎回ギリギリまで最新情報での内容追加・更新を行っていることが 

原因の一つですが、できるだけ早めのアップを心掛けるようにします。 

 

Ｑ７学生コメント３： 

・OCW-iへのアップロードが講義資料や課題について面倒でした。 

・資料を毎回印刷しなければいけない。 

 

Ｑ７応答３：これは全学の方針ですので、ご理解ください。個人的にはメリットの方が 

多い様に思います。 

 

Ｑ７学生コメント４・やっぱり日本語の方が良いのではないかと思いました。 

 

Ｑ７応答４：私の英語力が落ちたと言う事だと思いますが、それにしても両方受講されたんです

ね。 

 

Ｑ７学生コメント５・もっと参考となる文献を挙げて欲しかった。 

 

Ｑ７応答５：私も努力しますが、自分で調べる努力も忘れずに。 

 

Ｑ７学生コメント６・プレゼンの順番は事前に教えてほしかった。 

 

Ｑ７応答６：これは講義でも説明したとおり、公平性を保つ上からも不可です。 

  公平性を保ち、かつ順番を事前にアナウンスする方法があれば教えてください。 

 

Ｑ７学生コメント７・特にありません。強いて言うならGWのただ乗りを防ぐ方法(班内評価)を

入れてほしいです。 

 



Ｑ７応答７：来年度からはメンバー同士による班内評価を導入します。 

 

科目名：企業戦略とイノベーション 担当教員：辻本 将晴 

・ある程度 GWのメンバーを固定もしくは半固定で決めてほしい。 

→ 検討します 

・膨大な量の RA、速いペースの講義展開と、知識・情報の蓄積という面で大変価値のあ 

る講義でした。しかしながら自身のコミットメントの低さから深い議論や知識にとどまら

ない理解ができたかどうかは疑わしいと考えています。もし、もう一度講義を受ける機会 

があれば、考察を重視した参加をしたく思います。 

→ ある程度テーマを絞り込むようにしたいと思います 

・だめなプレゼンはバッサリ切ってほしい。 

→ 検討します 

・あまりにもかけあしすぎて、知識の定着がおぼつかなかった。 

→ ある程度テーマを絞り込むようにしたいと思います 

・企業戦略の基礎から中級までを幅広く学べる講義内容で非常に勉強になった。講義 

の前半部分の説明をもう尐しゆっくり説明してもらえれば、更に良かったと思う。 

→ 検討します 

・各論のコア部分は毎回 30分程度でも整理して講義してほしい。 

→ 反映します 

・時間的・地理的な理由から田町での最終時限、あるいは土曜開催を熱望します。 

→ 検討します 

・講義をもっと深くやってほしかった。一テーマ 180分 1コマくらいで。 

→ 時間制約がありますので，ある程度テーマを絞り込むようにしたいと思います 

 

科目名：技術経営概論 担当教員：宮崎 久美子 

I am glad to hear positive, constructive comments about the 

course  from many participants.   I enjoyed teaching you. 

  

I hope the concepts, theories that I taught in this class will be 

useful  for you in the future. 

I will try to make it clear the connection between the topics 

of the lectures. 

  

Since the course covers concepts such as technological trajectories, 

evolutionary change, technological paradigms, product life cycles, innovation models 

etc. 



I thought it would be easier to understand them by showing some 

actual examples in industry.   

  

Comments (and suggestions) are always welcome during the course is given.   I try to 

encourage active participation. 

  

科目名：イノベーション論 担当教員：藤村 修三 

1. とても参考になった。 

A: それはよかったです。 

2. 受講者が多く、GW 発表も多かったためその総括に時間がとれなかったのは残念だっ

た。 

A: 今回は最多でした。その分 GWに力を入れて戴ければ、と思っています。 

3. とても面白かったです。 

A: ご満足戴けたようで嬉しいです。 

4. 講義の与える知見というものを、あらかじめ述べた方がよいです。全体の流れの中で

どこにいるのかわかりづらいです。 

A: これはある意味答えを先に言え、と言うことですね。集中していれば全体の流れ

をつかむことはできるはずです。 

5. カスタマアトリビューション（中色なもの）などの関係性を体系的に学ぶことができ

て、大変有意義でした。 

A: 中色？ とにかくわかって頂けたようで良かったです。 

6. 発表・講義が一方的になりがちだったのと、数式を詳しく理解できなかったのが残念

です。 

A: もしそう思われたのでしたら、是非質問をして頂きたかった。質問の機会は数多

くあったはずです。 

7. 来期も楽しみにしています。 

A: ・・・・？（R&D戦略のこと？） 

8. 物事の本質に近づくような講義で、非常に勉強になった。 

A: そう思って頂けたのはとても嬉しいです。 

9. 発表グループワークが多く非常に有意義に講義を受けることができた。経営学を疑い

自分なりに考えてみようと思いました。 

A: 十分に講義を活かして頂けたようですね。 

10. 昨期の R&D戦略と、人数の問題もあると思うが講義（議論・解説）の内容が薄くなっ

てしまったように感じた。 

A: イノベーション戦略の方が尐し一般向けになっています。人数だけでなく、講義

の性格もあるかもしれません。 



11. グループワークと発表で時間を使い大変だがそれだけ考えることができた。 

A: はい、考えて頂くことが講義の最大の目的です。 

12. グループでの作業が多く、考えていく際にいろいろな見方があることを知れてよかっ

た。 

A: それこそが GWを行う目的なのです。 

13. 特になし。他の講義もこの講義くらい質の高いものになるとうれしい。 

A: ありがとうございます。 

14. 人数が多く発表も多く充分な議論の時間を取れなかったのが残念。 

A: その分 GWを充実 sていただけると良かったのですが。 

15. たくさん考える機会を頂きました。何度も受けたい講義です。また受けに来ます！ 

A: え～と、時間があればどうぞ。 

16. イノベーションというものについて考えさせられました。私は３学期目ですが、もっ

と始めに受講しておけば良かったと思いました。 

A: 確かに M1 で受講するとプロジェクトレポートにいくつかの考えを反映させるこ

とができると思います。 

17. 非常に高度な内容が含まれ正直なところ、ついて行くことができない部分がありまし

た。自分の未熟さを反省しております。 

A: もし可能でしたら GW の課題図書だけでも読み返して下さい。得られるものがあ

ると思います。 

18. 先生の持論と世の中で言われていることの対比をできるだけ言及して欲しい。 

A: 私個人の意見はできるだけ出さないようにしています（それでも出てしまってい

ますが。）大事なのは私の意見を知ることではなく、通説を自分でどのように批判し自

分の理論を構築できるか、です。 

19. 行列等を使う際、事前に参考書を教示ねがいたい。経済学の理論が出てくる場合も同

上。 

A: 行列は高校の教科書レベル、経済学の理論はごく初歩的なものなのですが,講義な

いで解説しています。この程度は自分で補って下さい。 

20. 内容は難しかったが、独学では学べないような質の高い授業を展開してくれ非常に面

白かったし役立った。ＭＯＴに入って知っていなければならない事柄、考えなければ

ならない課題を全体的に網羅できて本当に良かった。 

A: それは良かったです。 

21. 大変だったがおもしろかった。 

A: 楽しんで頂けたのは何よりです。 

22. 講義は大変質が高く満足行くものでした。特に経営学的な内容を演澤的に話し、すじ

道を立てて証明していく点が参考になりました。 

A: そう心掛けているつもりですし、また、そうでなければ学問ではありません。 



23. ＭＯＴの中でベストの講義でした。あと、もう尐し人数が尐ないと議論が活発になる

と思うのですが…。 

A: 良かったと思って頂けたのはとても嬉しいですが、人数は制限するわけにも行か

ないので・・・。 

24. 簡単に理解したと認識していることを、深くわかりやすく教えて頂きました。もっと

いろいろと教わりたいと感じる講義でした。 

A: はい、本当にわかっているのか、と自分に問う機会を設けること、そしてそれが

ある程度習慣になるように意識してもらうこと。それは講義の目的の一つでもありま

す。 

25. 議論を活発に行わせていたのが良かった。 

A: 議論がないと寂しいだけでなく,得られるものも尐ないですから。 

26. おもしろかったです。エアタオルが何か最後までわからなかった。 

A: エアタオルとは公共のトイレにある温風で手を乾かす装置のことです。 

27. もう尐し議論の時間を長く取って頂きたかったです。時間的、人数的制約が多く難し

いとは思いますが。 

A: 人数が多いとやはり講義での議論は不足気味になます。その分 GW で補って頂け

ますと助かります。 

28. 人数が多く議論の時間が尐なかったのが残念。 

A: 27のご意見と同じですね。 

29. 知的欲求をかきたてる質の高い良い授業だったと思います。 

A: ありがとうございます。なるべくそうなるようにしているつもりです。 

30. 提出したレポート一つ一つにコメントを頂けるのが良かった。 

A: コメントも指導のひとつですから。 

31. 大変勉強になりました。（と言うか、短期間に本を読む能力がついた気がする） 

A: それはよかった。読んで無駄にならない本を選んでいるつもりです。 

32. 今の自分にとってはとても難しい講義でした。なかなかついて行けませんでしたが、

最後の方は何となくわかってきたような気がします。それがちょっとうれしい。 

A: その「何となく」を機会がある毎に反芻してみて下さい。きっとわかると思いま

す。 

33. 内容はやや難しかったですが、先生の説明が分かりやすく、全体の講義を理解するこ

とができました。 

A: そう言って頂けますと嬉しいです。 

34. 大変レベルの高い技術経営論を聞かせて頂いて勉強になりましたが、時々議論が細部

に入りすぎてよくわからなくなることも尐なくありませんでした。また、本を読む課

題では結局どこがポイントでどこに気を配って考えなければいけないのか、最後にま

とめてくれるととてもありがたかったと思います。 



A: まとめは講義の中でも触れていますし、それこそ議論の後グループの中で確認し

て下さい。 

35. 受講した講義中で最も得るものが大きかったです。 

A: ありがとうございます。それは良かったです。 

36. 資料にできれば動画を使わないで欲しい。線が変わったページを次ページにすれば、

変化前後がわかりやすい。 

A:  この程度のことはノートをとる中で工夫して下さい。 

37. 先生がよく動かれるので目がチカチカします。 

A: 講義室が横長で、スクリーンが二面あるので、偏りがないようにしています。そ

んなに私を見つめなくても良いです。自分に近いスクリーンを見て下さい。 

38. 資料を毎回用意して下さったので助かりました。 

A: え～と、これは当たり前と言えば当たり前なのですが・・・。 

39. 生徒数をもっとしぼるべきかと。 

A: これは一概にはい、とは言えませんね。 

40. グループワークがもっと活発になる施策があるとよい。 

A: これはメンバー間での工夫してもらわないと・・・。 

41. 「もう尐し何とかならんか？」と言うのが正直な感想。テーマは大変興味深い。 

A: そう思うのでしたら待つのではなく,積極的な改善提案をお願いします。 

42. 見やすい資料でした。PDFなどで頂けるとなおよかったです。 

A: 全ての資料を電子媒体で配布することが良いことだ、とは思っていません。LIVE

感覚が大切だと思っています。また、多尐不便な方が講義に集中できる,とも思ってい

ます。 

43. レポートの評価コメントを各自にメールで送って下さるのがとても良いです。非常に

為になるので、他の先生も同じようにして欲しいと思います。 

A: 他の先生に強要はできませんが、コメントは指導の一環であると考えています。 

44. グループワークは、かなり負荷が大きく厳しいものでしたが、やりがいもありました。 

A: 第 1回講義でも言いましたが、GWがこの講義の本質です。 

45. 教材は結論・ポイントを一カ所にまとめてほしい。 

A: なぜでしょう？ちょっと受験勉強に毒されていませんか？教えられるものと思っ

ていませんか？学問とは自分で発見することです。 

46. グループの発表によって解釈が違ったりして、とても内容を理解しやすい形式だと思

いました。 

A: 私もそう思っているのですが、中にはわかりにくいとおっしゃる方もいます。一

つの解釈が必ず成り立つわけではないことに気付いてもらうことが一つの目的です。 

47. いろいろな理由があるのは聞いたが OCW-iに upしてほしい。 

A: GWの資料は up しています。それ以外は講義に出て受け取って下さい。 



48. わざとそうなっているのかも知れませんが、全体像が見えにくい構造になっていた（大

切なことを口頭で言っていた） 

A: 初めに答えを示して講義を進めれば覚えやすく全体像が見えやすくなります。で

も考えなくなります。 

49. 文字がかすれたり、小さく判断できないときもあったので、できれば電子ファイルで

もいただきたい。 

A: 私の講義資料は小さくて読めないことはないと思います。GW の発表資料にはそ

のような場合がありますが、講義中でしたら質問して不明箇所を確認して下さい。講

義後は GW資料は OCWiに UPされています。 

50. 配付資料が尐し読みにくい場合があった。 

A: その場で確認をお願いします。 

51. レポートの評価コメントを送って下さって大変勉強になりました。また、論理的にレ

ポートを書くことについても実際に書いてみる思い、とても有意義な講義でした。 

A: ちょっと分が抜けてしまっていますが、論理的に考えることのトレーニングにな

ったのでしたら嬉しいです。 

52. 本を読む課題で、ペースが速すぎて各Ｇの資料の質もあまり高くならず、要点をまと

めたような資料を作って頂ければ後々まで使えてよかったと思います。 

A: 要点をまとめるのはご自分しかいないはずです。 

53. Ｑ４で②としたのは、見れば分かる教材（資料）ではなく、考えなければ理解できな

い講義のための資料だったからです。考えられる良質の資料と思います。 

A: 講義は見たものを覚えるためのものではなく、そこで出たものを考える場です。 

 

自由記述 

54. どうもありがとうございました 

 A: どういたしまして。 

55. 既存の本や経営学の理論について、違った見方ができるようになり、良かったです。

時間が足りなくなっていた回とかがあったので、そこをうまくやってもらえたら、も

っとわかりやすい授業になるかと思います。 

A: 既存の説を覚えるのではなく、批判的に理解することができ始めたようですね。

議論の時間ですが、人数が多くなるとなかなか難しい問題です。 

56. ありがとうございました。 

A: どういたしまして。 

57. 有難うございました！ 

A: 満足して頂けたようで、嬉しいです。 

58. レポートの評価基準を明確に書き出して欲しい。 

A: 論理性と説得性です。これは申し上げています。尐し受験勉強を引きずっていま



せんか？自分で納得する評価基準を考えることが自分の理論を作る第一歩です。 

59. とてもすばらしい内容で満足しています。 

A: ありがとうございます。 

60. １年生の時に受講すると良いことを、学生に知らせて欲しい。私は今２年だが、早い

内に受講しておきたかった。 

A: 一応 1年次の推奨科目となっています。 

61. イノベーション論は最初に戻ってもう一度受講してみたい。 

A: 時間があるときにオブザーバーとして議論に参加して下さい。 

62. 既存のビジネス書の内容すら十分には理解できないような低レベルでしたが、それを

超えて更に自分で考えるような非常にハイレベルな講義をして頂き、十分についてい

けませんでしたがとても勉強になりました。 

A: 既存のビジネス書は内容が未熟なものが多く、理解困難です。自分で考えた方が

ずっと役立つ理論が得られますよ。 

63. ありがとうございました。 

A: こちらこそ。 

 


