
イノベーション専攻の現況について 

2009.3.19 
１．教育に関する目的 

日本型 MOT の確立を目指し「技術を創造し，知的資産として事業化・社会化するイノベ

ーション創出サイクルのマネジメントに秀でた実践的人材と研究者を育成する．」（東京工

業大学学則第２条）する目的で，平成 17 年４月に設立されたイノベーションマネジメント

研究科において，イノベーション専攻は， 
 MOT（技術経営）の博士後期課程として，「社会人学生を中心に，自身の技術開発や技術

経営の豊富な経験を理論と融合させることで体系化し，学会誌への投稿や国際会議での発

表を通して，MOT を担う能力を育成し，博士（技術経営）を中心とした学位を授与する」

ことを目的としている． 
 
２．入学者の状況 

 毎年度，８月と２月に行っているイノベーション専攻の入学試験の出願者，合格者数，

入学者数は，下の表のとおりである．別に示す少数の学内進学者を除いて，出願者の大部

分は社会人である．それぞれの入試の前には，技術経営専攻とともに入試説明会を行い，

出願の前に入学後に希望する指導教員に予めコンタクトをとることを推奨している． 
 

出願者数 合格数 入学者数 学内進学 計
平成１７年 23 16 16 1 17
平成１８年 16 11 9 1 10
平成１９年 19 14 13 2 15
平成２０年 12 11 11 1 12
 平成２１年 16 12 12 0 12

入試年度に対応させた入学者数（イノベーション専攻：定員7）

 
 
 定員７名に対して，入学希望は非常に大きく，教員の負担から過度な定員超過を考慮し

つつ，大きな社会ニーズに応えている状況である．しかしながら，在籍学生数の定員超過

率を適正化することも課題であり，そのための対策として平成 21 年度概算要求において，

1 学年定員７名から 10 名への定員増が認められ，平成 21 年 4 月から１学年の学生定員は

10 名となる． 
 
３．教育の実施体制 

３．１ 基本的組織の編成 

平成 17 年４月に創設したイノベーションマネジメント研究科は，専門職大学院技術経営

専攻（専門職学位課程）と大学院博士後期課程のイノベーション専攻からなり，両専攻を

同時に担当する技術経営戦略講座４名，知的財産マネジメント講座３名，ファイナンス・

情報講座４名の 11 名の専任教員，及び全学支援という立場から，技術分野を代表する 12
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名の協力講座（最先端技術）教員を加えた構成メンバーで，教授会を構成している． 
これに加えて客員教授の講座を有し，MOT について産業界の立場からの助言等を受ける

ための４名の産業界のトップの客員教授や，講義・教育を補完するため法曹界の専門家等

の７名の客員教員からなっている．これらの協力教員，客員教授からも、イノベーション

専攻の教育研究に支援を仰いでいる． 
 イノベーション専攻は，基本的にイノベーションマネジメント研究科の専任教員を構成

員とするイノベーション専攻会議により組織運営される．イノベーション専攻会議を掌る

２年任期の専攻長は，内規に定められているイノベーション専攻規則に基づき選挙により

選出され，専攻長が指名する専攻幹事の補佐を受けながら，専攻の教育研究の内容や体制

についての PDCA サイクルに基づく改善のリーダーとしての役割を担う． 
    学生数及び専任教員数等一覧（平成 21 年３月 1 日現在） 

収容定員 学生数 教授 准教授 講師 助教 計
非常勤
講師等

イノベーション専攻 21 50 8 3 0 1 11

(2009.4.1より） 30 9 4 0 1 14

29

 
 また組織運営や日常業務をサポートし，教員の情報共有を促進するために，過去の専攻

会議議事録や各種内規が即座に閲覧できるイントラネット（IM/MOT operation intra）の

運用を開始した． 
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３．２ 教育内容，教育方法の改善に向けて取り組む体制 
技術経営専攻と同様に，産業界のトップ経営者を含む客員教授のポストを設けて，教育

内容・レベルについての意見を求めている．また学生が所属する派遣企業の上司や人事担

当者との懇談会を開催して，教育課程や教育内容の水準について意見を聴取している．さ

らにこれらの意見や学生からのニーズ調査をふまえて，年２回全教員参加のもとで実施し

ている FD あるいは FR(Faculty Retreat)において，課題をテーマとして取り上げ，迅速な

改善の対策がとれるようにしている．後述するメンター制やドクターコンソシアムはその

改善事例である． 
 そして何よりの喫緊の課題は，学生定員超過率の問題であり，社会ニーズの大きさと本

専攻教員リソースの限界の乖離をいかに埋めるかであった．そこで平成 21 年度概算要求と

して，イノベーション専攻の学生定員増，ならびに対応した専任教員増を内容とするイノ

ベーションマネジメント研究科改組案を国に提出し認められ，平成 21 年度 4 月より，1 学

年の学生定員は 7 名から 10 名に，同時に，教授１名，准教授 1 名，助教 1 名の専任教員増

が図られことになった．これに伴い専任教員の講座編成も，従来の３講座体制から，技術

経営戦略講座を核とする４講座体制に改組される． 
 

技術経営戦略
5-0-1

知的財産
マネジメント

2-1-0

ファイナンス
1-1-0

ｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
1-2-0

客員講座

専任教員 教授 ９
准教授 ４
助教 １

イノベーション専攻 10／（ 学年）

改組後講座編成

協力講座

学生定員

平成21年
4月1日より
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4-0-0
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2-1-0
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４．教育内容 

４．１ 教育課程の編成 
博士後期課程であるイノベーション専攻では３年での修了を標準とする．修了にあたっ

ては内規で定める査読付論文等の必要条件を満たした上で，全学共通の学則第 87 条，学位

取扱等要項による手順に則り５名以上の審査員を指名した上で審査を行い，博士の学位を

授与している．取得できる学位は，博士論文の内容及び学生の申請により，博士（技術経
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営），博士（工学）ならびに博士（学術）のいずれかである． 
必修科目は，各学期における研究室における指導教員とのゼミをその内容とするイノベ

ーション講究のみであるが，研究上有効な知識の習得のために，博士学生に関連した技術

経営科目の履修を勧めている。博士論文を作成するまでには，入学後１年半から 2 年目で

の中間発表を義務付けている（ただし短縮修了の場合には，予備審査における発表に置き

換えることができる）．入学から，中間発表，論文作成，論文発表会を経て，学位取得まで

のプロセスを，下に例示する． 

イノベーション専攻における学生の履修例（博士後期課程）

博士後期課程入学

指導教員と研究計画と履修メニューの打ち合わせ

研究テーマ
「新技術創造と企業組織文化の共進メカニズムに関する研究」

技術経営関連科目履修メニュー（技術経営の経験や知識は
豊富であるが知財やファイナンスの知識は十分でない場合）
ＩＰマネジメント、知的財産法、国際知的財産、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ
ファイナンス応用、金融ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等

個人に応じた技術経営科目や
技術科目の履修と、指導教員と
イノベーション講究を通した関連
文献調査と研究打ち合わせ

学会への発表や参加
による研究遂行

博士論文の作成

予備発表

公聴会（論文発表会）

博士論文審査

学位授与・課程修了

研究の進展に応じて、成果を査読付学会誌に投稿、国際会議
への出席、投稿。その成果が博士修了要件を満たすメドがつき
た段階で、指導教員、メンターの指導のもとに博士論文の作成
にかかる

論文内容と履修メニューに応じて、博士（技術経営）、博士
（工学）又は博士（学術）の学位を授与

就職先として、現在不足が言われているMOT大学院の教員や

研究スタッフを想定就職・派遣企業へ

イノベーション講究第一
（１年前期）

イノベーション講究第ニ
（１年後期）

イノベーション講究第三
（２年前期）

イノベーション講究第四
（２年後期）

イノベーション講究第五
（３年前期）

イノベーション講究第六
（３年後期）

必修科目

（注）イノベーション講究は、
各教員の専門分野での
研究指導を行う必修科目
で、全学的に教員ごと科目
名称でなく、専攻ごとに同
一の名称を用いている。

中間発表

 

 なお，論文発表に至るまでには，学会誌等に掲載される「査読付き論文」や国際会議で

の発表等が必要条件として課せられている．３年未満の短期修了のための規定や，学位取

得までのプロセスと必要条件の情報については，「イノベーション専攻学生向け博士学位取

得に関するガイドライン（Ver.1.5）」として，学生に周知させている． 
 
４．２ 学生や社会からの要請への対応 

MOT の普及・啓発のために，「MOT セミナー」、「MOT 特別セミナー」（あるいは知財セ

ミナー）や「企業と博士」と題したシンポジウム等を年２～７回開催し（これまで累計 17
回開催），それらを特に学外の社会人にオープンにすることで社会の要請に応えている． 
さらに，平成 19 年度「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プロクラム」に「企業内社
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会人のキャリアアップを支援するエッセンシャル MOT」として応募・採択され，平成 20
年４月から社会人を対象とした「キャリアアップ MOT プログラム」を開講している．同プ

ログラムには定員を上回る応募があった．平成 21 年度にはさらに同プログラムを２回，そ

して新たに「知的財産マネジメントプログラム」等新たな MOT に関連したノンディグリー

プログラムも開講・拡充する予定である．なお，これらのプログラム受講者が，次のステ

ップとして技術経営専攻や，博士後期課程であるイノベーション専攻への入学を目指すと

いう事例も出てきている． 
 

５．教育方法 

５．１ 授業形態の組合わせと学習指導法の工夫 

博士後期課程の学生は，指導教員の研究室に所属し，イノベーション講究を中心する指導

教員との研究室でのゼミや討論，そして学会発表等への参加を通して学習，研究を進めて

行くことが基本である．イノベーション専攻の大部分が企業業務にも携わる社会人学生で

あることから，平日の夕刻，そして土曜日にゼミ等を実施することによって，学生の便宜

を図っている 

一方，学位取得までのプロセスでは，指導教員による指導やその研究室での活動だけでは，

異なった観点から指導や意見が十分学生に反映されなかった面もあった．そこで指導教員

以外に異なった専門分野のメンター教員が博士学生の相談にのり，適宜アドバイスを行い，

指導教員に協力し学生指導を円滑にかつ効果的に行うことを目的とするメンター制度を，

平成 19 年度から導入している．メンター制度の実施要領を下に示す． 

 

メンター制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンターによる博士学生へのアドバイス手順（Ver.3-2）

１．目的
指導教員以外にメンター教員が博士学生の相談にのり、適宜アドバイスを行い、学生

指導を円滑に、かつ効果的に行うことを目的とする。

２．実施要領
（１）希望する博士学生に対して１名のメンター教員を指導教員と学生が話し合いにより

依頼する。
（２）メンターのアドバイスの頻度

半期（６カ月間）に１－２回程度。特に中間発表前にはアドバイスを受ける。
それ以上の頻度のアドバイスあるいは指導を求める場合は副指導教員として依頼する。

（３）実施時期
２００７年１２月末から試行し、２００８年３月に評価した結果を検討し、本格的に実施する。
この時に、来年度入学生全員にメンターをつけるか、否かも検討する。

（４）アドバイス内容の記載、確認、対応
メンターのアドバイスを学生が正しく理解し、指導教員が日常の指導に反映する
ために、学生がアドバイス内容を記述し、メンターがそれを承認する。またその
アドバイスを検討し、適宜、実施した結果を学生がメンターに報告する。指導教員は
学生からこれらの結果の報告を受け、指導に活用する。

（５）文書化
この一連の行為を文書に記録し、本人、指導教員、メンターが保管する。
（⇒“メンター電子カルテ”の作成、保管）。メンターカルテは別紙参照
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５．２ 主体的な学習を促す取り組み 

 全学生を研究室に所属させ，原則個々の学生に机と PC を配備した勉学・研究スペースを

与えている．さらに，情報機器の活用については，e-learning や全学の無線 LAN がカバー

できないスペースに研究科独自の無線 LAN を配備し，モバイル環境での学習を支援してい

る． 
 ほとんどが社会人学生からなるイノベーション専攻では，研究室の垣根を越えて学生同

士が交流する機会が少なかった．このような問題を解消する場として，ドクターコンソシ

アムが学生自らの提案で組織され，イノベーション専攻としてもこれに全面的な支援を与

えている．そこでは，博士後期課程学生同士が，それぞれの研究成果や方法について発表・

討論を通した相互研鑽が行われ，月１回のペースで行われ，定着している．その開催案内

の例を下に示す． 
 
ドクターコンソシアム案内例 
 

第 7 回 Doctoral Consortium 

【日時】 12 月 15 日（土）11:30～14:30 
【場所】 田町 CIC711 教室 
【Agenda】 
 11:30～12:20  
   メンター制度についてのご説明および博士学生との意見交換   （長田先生，尾形先生） 
 12:25～13:25 
   新投稿論文を中心に一部 Dｒ公聴会リハーサルを兼ねての発表  （田中研 D3 安彦さん） 
 13:30～14:30 
   国際会議発表フィードバック 

・IADIS eCommerce 2007 (比嘉研 D2 林) 
・ICIM 2007      (比嘉研 D2 榊原さん，他) 

              
 今回のメインは冒頭に予定されています長田専攻長と尾形先生からのメンター制の導入についてのご説明
と，私ども博士学生との意見交換です． このメンター制は指導教員とは別に研究上のアドバイスをする教員
（メンター）を各学生に 1 名つけるシステムでイノベーション専攻の先生方からの正式なご提案です． 
 私ども博士学生からの意見や要望を反映するための場ですので，是非，万障お繰り合わせの上ご出席と活

な意見交換をお願いします． 発
 

 
 
６．学業の成果 

６．１ 学生が身に付けた学力や資質・能力 

 イノベーション専攻では，平成 19 年６月に第１号の博士（技術経営）を輩出し，専攻の

完成年度に相当する平成 21 年３月までに 11 名が博士号を取得・修了した．論文の内容及

び学生の申請により，このうち８名が博士（技術経営），２名が博士（工学），１名が博士

（学術）を取得している．11 人の博士論文のテーマ及び対応する取得学位を下の表に示す．

今後も，３ヶ月ごとに修了要件を満たした博士修了者を輩出して行く予定である． 
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番号 論文名 専攻分野 修了年度

1
An Emprical Study on R&D Management Related to Project Evaluation and Resource
Allocation

博士（技術経営） 2007.6

2 事業定義と企業成長の関係に関する研究 博士（技術経営） 2007.12

3
Nanotechnology Innovation System : Technology Fusion Trajectories and Evolution of
Innovation Infrastructure

博士（工学） 2008.3

4 経営課題解決のためのテレワーク適用に関する研究 博士（技術経営） 2008.3

5 分散勤務者間のコミュニケーション支援に関する研究 博士（工学） 2008.3

6 定量的指標を用いた特許明細書への意思決定の最適化に関する研究 博士（技術経営） 2008.3

7
再生可能エネルギーシステムの技術イノベーションの発生と普及過程－風力発電と住
宅用太陽光発電のケース

博士（技術経営） 2008.9

8 日本エレクトロニクス関連企業の特許マネジメントに関する研究 博士（技術経営） 2009.3

9 高収益性とビジネスシステムの関係に関する研究 博士（技術経営） 2009.3

10 経営革新を実現する組織能力に関する研究 博士（技術経営） 2009.3

11 eコマースの成長過程における基本要因分析のフレームワークに関する研究 博士（学術） 2009.3

イノベーション専攻における博士論文のテーマ例と取得学位

 

  
また本研究科の教員は，平成 17～19 年度の３年間で学会誌への論文投稿（56 本）や国内

学会や国際学会での発表（209 件）を行っており，その大半が指導する学生との共同研究の

成果である．これらの共同研究を通して学生の MOT を担う能力を育成している． 
 
６．２ 学業の成果に対する学生の評価 

 博士修了者に対する本学における学習を通じて身に付けた資質・能力の４段階評価のア

ンケート調査は，平成 20 年より開始したが，絶対数がまだ少なくまた３ｹ月ごとの修了と

いうこともあって，まだ系統だったデータ収集はこれからである． 
 しかしながら，博士の学位取得者には，査読付き論文の学会誌への掲載，国際会議会で

の発表，中間発表，そして論文作成後の予備発表，公聴会，そして最終試験において５名

以上の審査教員からの質問，指摘，そして意見に対する対応等，多くに関門を突破するこ

とが求められている．したがって，修了者の最終的な学位取得時の達成感は，一様に著し

く大きい．同時に最終試験において，それまでの関門を打ち破る過程を経験したことが，

本人のものの考え方の論理性，科学性を大きく向上させたことを，すべての修了者が口に

していることであり，学業の成果に対する修了者の評価は非常に高いと言える． 
 一方で，社会人学生の中には，本務の業務の関係や状況によって，必ずしも学業に専念

できなくなるケースもあり，在学期間の延長や，休学者も少なくなく（平成 21 年 3 月現在
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6 名が休学），今後の課題である． 
 
７．進路・就職の状況 

７．１ 修了後の進路 

 イノベーション専攻では，平成 21 年３月までの１１名の修了生のうち 10 名社会人であ

り，引き続き同じ職場に留まっているが，２名は修了同時に昇進，また１名については英

国の大学の研究職についている．MOT の学位を有し，MOT の教育研究を担うこと人の需

要は，今後急速に高まると思われ，一定期間をおいて大学等への教育研究職につく者が多

くあらわれるものと考える． 
 
７．２ 関係者からの評価 

 現段階ではまだ設置４年目であり，修了生も少なくまた博士を修得して間もない段階で

ある．また学生の大部分が社会人であり，それぞれ個人の立場で自分のキャリアパスを考

えて，イノベーション専攻に進学し博士の学位を取得したものである．したがって，その

関係者の評価という意味では，その後の長期間にわたる企業内での処遇やポジションの推

移，そしてそれらが多数蓄積されはじめて評価が出来るものであると考える． 

 

以上 


