
大学院イノベーションマネジメント研究科の設置の趣旨及び必要性等 

 

 １．設置の趣旨及び必要性 （１）本学の沿革と組織等  本学は，我が国における工業の振興及び工学教育の先達の養成を目的とし，明治 14 年  に隅田川沿いの蔵前の地に，東京職工学校として開設された。その後，明治 34 年に東京  高等工業学校へと改組されたが，関東大震災によって校舎が倒壊したのを契機として，  大正 13年に東京都目黒区大岡山に移転し，昭和４年には東京工業大学へと昇格した。  戦後の学制改革に伴い，昭和 24 年に新制大学に移行したが，その際，理工系教育を充  実させる方策が検討され，専門教育に加えて一般教育を重視する「楔形教育」等が導入  された。昭和 28 年には大学院工学研究科が設置され，より高度な工学技術者・研究者育  成のための体制がつくられた。また，昭和 42 年には理学部と工学部が分離され，いわゆ  る単科大学からの脱皮が図られた。  昭和 40 年代後半に至り，横浜市緑区長津田に新キャンパスを設け，この地に大学院総  合理工学研究科が新設された。この研究科は，学部に基礎を置かない独立大学院研究科  の我が国第一号であり，既存の学問区分にとらわれない学際的教育研究の場として組織  づくりが行われた。また，相前後して，資源化学研究所，精密工学研究所及び工業材料研究所（現応用セラミックス研究所）の３附置研究所もすずかけ台キャンパス（当時：長津田キャンパス）に移転し，研究所教員が同研究科協力講座教員として参画する新しい教育研究体制を確立した。  平成の時代に入ると，新たな社会的要請に応えるために，生命理工学部及び大学院生  命理工学研究科（平成４年），大学院情報理工学研究科（平成６年），理工学と人文社会学分野とを融合した大学院社会理工学研究科（平成８年）が設置された。 

 また，平成 16年４月には国立大学法人法に基づく東京工業大学が発足した。  以上のように本学は，創設以来 123 年の間，常に時代の要請に応えつつ新しい学問分  野を築き，我が国の科学技術発展の原動力として，学界及び産業界に多くの有能な人材  を送り出してきた。この実績を踏まえ，理工系の総合大学として，より広い視野に立っ  た技術者・研究者の育成を図るために，大学院教育を重視した学制への転換が全学的に  構想され，それに基づく新たな大学院研究科の設置及び整備を進めている。 

  （２）教育上の理念及び目的  グローバル化した世界経済の中，近年，IMDや国際経済フォーラムで公表される我が国  の世界競争力ランキングでは，技術力や開発力の分野においてはトップレベルにあるも  のの，イノベーション創出サイクルに関わる技術経営力や知的財産マネジメント力が足  かせとなり，著しく総合ランキングの順位を下げているのが現状である。21 世紀の我が  



国の経済が持続的発展をするための競争力強化には，このような弱点をカバーする技術  経営（MOT）に卓越した人材を社会に輩出することが緊急の課題である。  しかしながら，効果的な技術経営教育を我が国で行うためには， MOTの先進国である  米国流のものをコピーするだけでは不十分である。なぜなら，技術立国を目指す我が国  においては，先進的技術を基盤に技術経営の内容や習得した人材を活かす土壌であるイ  ンスティテューション（広く社会・経済・文化・習慣，倫理，制度，政策等の時代的環境をも包含した総合システムとしての経済体質）が，我が国と米国とでは異なるからである。  このような環境下において，本学が新たに目指すべき教育の理念及び目的は，米国流  
MOT の優れた部分を十分とり入れた上で，これまでの我が国「ものづくり」の強みや我  が国独自のインスティテューションを取り込んだ和魂洋才とも言うべき日本型技術経営  の教育であるべきであり，同時にそれは世界に通用するものでなければならない。 

  ちなみに，平成 15年 10月に開催した本学技術経営フォーラムには，約 600名（内，企業より 374 名）の参加者があり，同時に実施したアンケート調査では，57%の人が MOTで実際学びたいと回答している。また技術経営を構成する一分野である知的財産マネジメントだけに限っても，科学技術振興調整費により平成 15 年 4 月から学生を受け入れている本学知的財産マネジメントプログラム（大学院修士課程）の入試では，若干名の募集に対して，平成 15年度入試 58名，16年 13名，17年 21名の志願者があり，実際に現在修士２年の 15 年度入学者の企業への就職の内定状況は際立って良好である。このように
MOTに対する実際の社会ニーズも極めて高い。 

 （３）人材養成（資料１）  技術を事業の核とする企業・組織が，持続的発展を行うための創造的，かつ戦略的なイノベーションのマネジメント（イノベーションを創出するダイナミックプロセスで，  新技術知識の創生，技術資本の蓄積・保護・評価，技術知識の製品活用の移行過程全体の効果的マネジメントを推進すること）を遂行できる人材の養成を主眼とする。なかでも，国際的な視野の下で我が国「ものづくり」の強みを活かしつつ一層の強化を図ることのできる人材の養成を目指す。これはすなわち，修了後，技術を核とする製造業を中心とした技術開発の第一線，技術の事業化や戦略的提携等の場のリーダーとなって活躍できるとともに，それらのキャリアパスを経て，将来 CTOや CEOとなりえる人材を育成するものである。 

   加えて，製造業のみならずあらゆる産業で現在及びこれから必要とされている知的財産マネジメントや金融工学の即戦力となる専門家や，自治体や国際機関等で産学官連携をリーダーとして推進できる人材養成も視野に入れる。  このような人材養成は，技術を中核に据えたビジネスをマネジメントできる経営者育  成を迫られている企業等のニーズに合致するものである。  さらに，いわゆる日本型技術経営を我が国のものとしてだけでなく世界価値に昇華さ  



せるためには，かつて 1980 年代米国が我が国製造業の徹底したベンチマークキングによ  る実践的学問体系を構築したように，米国が培った MOT体系を精査し，かつ，インステ  ィテューションの違いやその時代による変化を考慮した上での産学連携の下で，実践に  基づく学問的な体系化や理論研究を行うことが不可欠である。そこで，そのための研究  機能の受け皿となり，主に技術経営の経験を持つエグゼクティブな社会人等を対象とし  て，将来の技術経営教育と研究を担う人材を育成することも目的とする｡ 
 

 ２．課程の構想（資料２，資料３）  イノベーションマネジメント研究科は，主に社会人を対象としてイノベーション創出サ イクルのマネジメントの教育研究を目的として設置するものである。研究科内に専門職大 学院専門職学位課程である技術経営専攻，及びイノベーション専攻（博士後期課程）を同 時開設する。本学既設研究科とは，本学の強みである技術科目の履修等による密接な連携 関係をもちながら，独立研究科として教育研究にあたるものである。 

  技術経営専攻（専門職学位課程）では，技術経営戦略を中核とし，知的財産，ファイナ ンス・情報の３つの領域の教育研究分野を設定した上で，技術をベースにビジネスに携わ る社会人を主な対象として，イノベーション創出サイクルに関わる戦略的かつ創造的なマ ネジメントをグローバルな視点から遂行できる能力を備え，将来の CTOや CEOとなる人材を 育成する。   具体的には，  ・ 技術の創造とその事業化までのイノベーション創出サイクルに焦点をあてた総合型技術経営のカリキュラムを用意した上で（経営（オペレーション）の技術の教育・研究に  焦点をあてた本学既設経営工学専攻と峻別・一部補完，資料３の図参照），  ・ ケーススタディや経営者論セミナー等の学生のリーダーシップを涵養する科目を配備し，技術についての知識，経験をもとに，さらに先進動向も学びたい学生に対しては，  その技術の分野の本学全研究科の研究室にも副専門的に所属できるよう配慮し，当該分  野の最先端の技術やビジネスの現場を体感できるようにすることによって，将来 CTO や  
CEOになるべき人材を養成し，  ・ さらに，知的財産マネジメント及び金融工学の分野における必要科目を充実させることによって，学生のニーズ・希望により，知的財産マネジメントや金融工学分野の高度  な専門家として，企業や自治体や国際機関，産官学連携を主導する組織において，即戦  力となる人材養成も目指す。  このような産業の高度化に資する人材を育成するためには，イノベーションマネジン トのスキルとリーダーシップ育成のための体系的なカリキュラムを用意した上で，それぞ れの学生のニーズに応じた教育目標を達成するための系統的履修メニューと，実践的なス 



キルを体感させるための実務家教員を配備する必要があり，修士論文の作成を出口の要件 等とする従来の大学院では対応出来なく，専門職大学院であることが不可欠である。 

  イノベーション専攻（博士後期課程）では，技術開発や技術経営の経験が豊富な社会人 を主な対象に，自身が持つ実務経験に基づく学問的な体系化や理論研究を，教員との連携 の下で遂行することによって，現在絶対数の不足が言われている  ・ 技術経営や産官学連携を担当する教員とともに，  ・ 将来のMOT教育・研究の発展を担う研究者を育成する。 

 

 ３．教育課程の編成の考え方及び特色（資料補１，資料補２，資料２，資料３，資料４）  本研究科が教育の目標とするイノベーションマネジメントは，技術の創出から事業化までのイノベーション創出サイクルを効果的に循環させるための戦略・管理・運営(=マネジメント) を意味する。  イノベーション創出サイクルは，資料補１の図に示すように，    (1)革新的な技術の創出と選択，    (2)技術知的財産の権利化と活用，    (3)技術を活かした新規事業創出，  の 3つのフェイズが循環して成立する。ここで技術の創出とは，ハードとしての技術だけでなくそれを活用するために必要な情報やコンテンツといった知識の創出も含むものである。さらに経営層の役割として 

    (4)イノベーション創出サイクルの方向性を決めリードする技術経営戦略 
   を策定することがサイクルの効果的な循環に不可欠であり，また 

      (5)イノベーション創出サイクルの基盤を与えるファイナンス・情報 

  の整備がなくては実現できない。  イノベーションマネジメントは，具体的に上記 (1)のフェイズでは技術革新を生み出す 土壌の提供，研究開発の重点化と選択，組織外の技術の調達などの役割を担う。上記(2) のフェイズでは技術知的財産の特許化，係争と防御，ライセンシング等の活用などを担う。 
(3)のフェイズでは市場の開拓，技術マーケティング，ビジネスプランの確立，オペレー ションレベルへの移行計画などを行う。経営層の役割である(4)の戦略レベルでは，経営 戦略の中での技術戦略の位置づけを定めるとともにリーダーシップも要求される。またサ イクル実現のために不可欠な(5)の資金計画や情報戦略についても検討できなくてはなら ない。   最初にイノベーションのマネジメントとは何かを習得させる「技術経営概論」にはじまり，本研究科では上記の各局面において実践的なイノベーションマネジメントを行うための５つのマネジメントスキルを兼ね備えた人材育成を想定して教育課程を編成する。 



  このような教育課程を実現するために，イノベーション創出サイクル全般のマネジメ  ントの教育研究にあたる技術経営戦略分野を中心とし，知的財産の保護とその戦略的活用 について教育研究にあたる知的財産分野，技術経営を支えるファイナンス・情報面から教 育研究にあたるファイナンス・情報分野の３つの分野に対応した科目群，そして技術経営 戦略分野については，将来の CTO，CEO やリーダーになるために必要不可欠なリーダシップ養成を目的とした科目を技術経営リーダシップ科目群として特に切り出した４つの科目群を用意する。これら４つの科目群を履修することによって，上記 5つのマネジメントスキルとリーダシップの育成を目指す。 

  資料補１の下の表に，５つのマネジメントスキルと科目群との対応のもとで技術経営専 攻（専門職教育課程)の基幹となる授業科目を示す。各授業科目は，各スキルの教育上基礎 となる理論・知識の確立を目指すコア科目と，発展的スキルの開発・養成を目指すアドバ ンスト科目に分類してある。   (1)「技術の創出と選択」については，まず「イノベーション論」(コア科目)で技術の 革新と選択という技術イノベーションの本質的な考え方を理解し，「R&D戦略」(コア科  目)で企業における研究開発のマネジメントを学ぶ。さらに「技術と産官学連携」(アドバ ンスト科目)では技術創出の新しい形態である産官学連携のフレームワークの中での技術 創出の実際を学ぶ。   (2)「知的財産の権利化と活用」については，まず「知的財産権法」(コア科目)で知的 産の権利化・保護の基礎を習得するとともに，「IPマネジメント」(コア科目)で企業の経営活動の中での知的財産権の重要性を学ぶ。「実践知的財産保護」(コア科目)では権利化の実務で必要な知識や方法論について習得する。さらに「R&D戦略と知的財産戦略」(アドバンスト科目)では実際の企業の事例を用いて知的財産戦略の実務と実践を学び，「企業経営と知的財産活動」(アドバンスト科目)では企業経営指標と知的財産との関連について学ぶ。「国際知的財産」(アドバンスト科目)では知的財産を巡る国際的な動向とその中 での戦略展開について習得する。   (3)「新規事業創出」についてはまず「技術経営戦略第一・同第二」(コア科目)で技術からマーケットの創出，またマーケットから技術創出へのインタラクションについて習得する。さらに「技術マーケティング」(アドバンスト科目)ではマーケティングの方法論について学び，「品質マネジメント」(アドバンスト科目)では事業展開の基盤と成る品質管理の方法論を学ぶ。さらに「ネット社会のビジネスモデル」(アドバンスト科目)では IT（情 報技術）を活用した事業モデルの実践を学ぶ。   (4) 「技術経営戦略」については，まず「技術経営概論」(コア科目)で戦略構築に必要 な理論とイノベーションのマネジメントとは何かという基礎的な知識を学び，「技術戦略論」(コア科目)で企業・産業・国家の各レベルでの技術経営戦略の実践について修得する。「コンピテンシー・ディベロップメント」(アドバンスト科目)では技術革新をリー 



ドする 人材開発の理論および実践を学ぶ。さらによりリーダシップについて実践的な能力を育成 するために，「経営者論セミナー」(アドバンスト科目)では企業トップをゲストとして招 き経営からみた技術経営戦略について，ディレクター教授の演出のもとで学生同士のディベートを含む演習を通した経営者のあり方とリーダシップを体験し，「企業実践セミナー」(アドバンスト科目)では企業で実際に技術経営に携わる実務家を招いたケースから技術経営の実践力を養う。   (5)「イノベーション創出サイクルの基盤となるファイナンス・情報」では，情報基盤 とファイナンス基盤の 2つの経営基盤について学ぶ。まず情報基盤については「組織戦略 と IT」(コア科目)では情報化時代の技術経営のための新しい組織戦略と情報システムの展開について学び，「セキュリティマネジメント」(アドバンスト科目)では技術情報の保護に必要な情報セキュリティの理論と方法論を学ぶ。ファイナンス基盤については「コーポートファイナンス」(コア科目)で技術の創造や事業化における投資の意思決定や資金調 達などの企業ファイナンスの基礎を，「金融工学」(コア科目)で具体的な事業価値やリスクの計算法の理解に必要な理論的基礎をそれぞれ習得し，「ファイナンス応用」(アドバンスト科目)と「金融リスクマネジメント」(アドバンスト科目)とで技術経営を推進するための応用的なファイナンス活動や金融リスクの管理の実践について学ぶ。 
   以上のようなイノベーションマネジメントの基幹となる教育課程を総合型 MOT プログラムとして充実させるために，以下のような特色を持たせる。  ① 総合型MOTプログラムの提供－ディレクター教授制の導入   激しい変化に対応し，国際的な競争に晒されている企業のニーズに応える MOT 人材を育成するためには，単に授業科目を揃えるだけでなく，顧客である市場（企業）と時代のニーズを発掘し，それに基づくイノベーション創出サイクルに焦点をあてた総合型
MOTプログラムとして”演出”（教育目標を達成するために，それに関わる教員、学生、連携企業等 のパフォーマンスを最大限に発揮させるような統括）し提供する必要がある。   このため，企画・営業及び継続的な産官学連携を統括する機能が求められ，ディレクターと呼ぶ産官学連携に豊富な経験と見識を有する専任教授を配置し，この任にあてる。   ディレクター教授の役割は，研究科長のスタッフ機能として次のようなものである。   ・ MOTを事業，学生及び企業を顧客とした視点からの戦略・企画立案の演出   ・ 企業ニーズを把握，発掘しそれを年度カリキュラム・プログラムや FDに反映させ，研究科・専攻運営についてスパイラルアップ的 PDCAサイクルを回すための支援   ・ 授業科目「経営者論セミナー」，「企業実践セミナー」の演出とゲストスピーカ    ー招聘交渉，および海外を含めた客員教員招聘のための企画立案の支援   ・ 企業ニーズに応じたケース教材作成，著作権管理支援，短期認証プログラム事業



の経営（そのための教材開発とその維持管理も含める）の検討 

  ② 最先端技術とビジネスを体感させ多様なニーズに応える個別履修メニューの用意   将来のトップリーダーを育成するためには，技術経営の知識に加えて，むしろそれぞれのスペシフィックな技術の分野ごとの最先端技術とそのビジネスの最前線を体感でき，問題意識を研ぎ澄まし，かつ人脈に糸筋をつけるような教育が不可欠である。   このために，最先端の企業におけるイノベーション実現のケースやディベートを重視した技術経営リーダシップ科目群を１年次の必修的科目として配備する。加えて学生の希望する特定の最先端の技術科目が選択的に履修でき，そして関連の本学他研究科の研究室にコンタクトできるような配慮を，本学のもつ資源をフルに活用しながら全学支援のもとで行う。   同時に知的財産マネジメント及び金融工学の分野における高度な専門家になるべき必  要関連科目も複数配置し，選択的に履修できるようにする。 

  ③ 世界に通用する“我が国流MOT”を目指した教育研究と創造（資料補２参照）   イノベーション創出サイクルの焦点を当てたマネジメントスキルとリーダシップに秀  でた人材育成を図るために，標準的な米国流の優れた MOT カリキュラムや内容を導入することに加えて，時代環境の変化や我が国の企業，マーケット文化に根ざしたもとで効果的なものにし，かつそれが世界に通用するものにするためには，”我が国流MOT”と呼ぶべき教育課程の工夫と，技術経営の現場に隠れたノウハウを体系化・理論化する研究を推進することが求められる。   技術経営専攻の教育課程の面からは，世界の中での日本という広い認識のもとでの我  が国技術経営の強み，弱みについて考える授業内容に配慮する。その上で、既に本学で  開発済みの４科目の我が国先端企業のケーススタディ教材等を活用し，教育課程に取   り込む。またケーススタディ教材を常にブラッシュアップ，拡大して行く体制を研究科  内に構築する。一方，イノベーション専攻の研究面からは，”我が国流MOT”を形成する理論的枠組みを創造することを目指す。 

   （教育課程への反映）   現在用意している教育課程においては，特に(4)[技術経営戦略]の科目である「技術経  営戦略第一」「同第二」では，我が国を代表する製造業企業から抽出した豊富なケース  群を重点的に活用しディベートを通して学習していく。さらにイノベーション創出サイ  クルの各フェイズを担当する科目についても我が国の特性を議論の中心とする科目をそろえてある。(1)[技術の創出と選択]の「技術と産官学連携」では日本的なインスティテューション（社会・経済・文化・習慣・制度・政策等の時代環境をも包含する総合システム）の特性を理解した上での研究開発プロジェクトのあり方の視点を学び，(2)[知



的財産の権利化と活用]の「R&D 戦略と知的財産戦略」では独自に開発された日本企業のケース教材のもとで学習する。また(3)[新規事業創出]の科目である「品質マネジメン   ト」では世界の基準となり，その強さを継承している源流管理に代表される”日本的も  のづくり”の強みおよび品質管理技術を学ぶ。 

 

  （研究拠点としての役割）   我が国企業のケース教材開発に加えて，イノベーション専攻を中心とした研究面では，  ともすれば暗黙知としてとどまりがちである技術経営のノウハウを体系化，および理論  化する研究を行うことによって，世界に通用する”我が国 MOT”を形成する研究拠点を目指す。そして，それを MOT 教育に将来フィードバックする体制を研究科内に整備することによって，標榜する”我が国流 MOT”教育の質向上を図って行くことを企図している。   また，世界に通用する日本型技術経営の体系化のための新しい学問分野として，平成  
16 年度に採択された本学 21 世紀 COE プログラム「インスティテューショナル技術経営学に，予定専任教員の６人がメンバーとして参加しており，そこでの研究および博士課程学生育成プログラムとの連携のもとで，世界に通用する”我が国流 MOT”の研究拠点としてのスタートアップを図る。 

 

   ④ 戦略的・実践的な知財マネジメントの重視   従来，我が国の弱点であった知財マネジメントについても，法制度や保護といった守  りの知識教育だけでなく，戦略的権利の取得に基づくライセンシングやフランチャイジ  ング・提携をグローバルに展開できるマネジメント能力を育成する。また，そのために  実践的な経験をもつ実務家教員を重点配置する。 

  ⑤ 非持ち上がり型博士課程   日本型技術経営なるものを我が国のものとしてだけでなく世界価値に昇華させるため  には，インスティテューションの違いやその時代による変化を考慮した上での産官学連  携の下で実践に基づく学問的な体系化や理論研究が欠かせず，修士からの持ち上がり型  でなく，経験豊富な社会人を直接受け入れることを主としたイノベーション専攻（博士  後期課程）も同時開設する。   ・ 技術経営の経験が豊富な社会人を主に対象   ・ 自身のもつ実務経験を体系化するテーマで学位取得を目指し，同時に指導教員と連携しての理論構築を目指す。   ・ 現在絶対数の不足が言われている技術経営や産官学連携を担当する教員とともに，   将来のMOT教育・研究の発展を担う研究者の育成  ⑥ 豊富な知的資源を有する本学大学院と連携した双方向副専門制度 



  本研究科の学生が，特定の技術に即して MOT を実践的に習得するため，本学が誇る    技術知識の蓄積を活用し，様々な分野（ナノやバイオなど）の研究室にも副専門的に   籍を置くことができる配慮をする。これにより，MOT 学位取得のみならず，先進技術分野の技術動向を学び，派遣元企業と本学との連携を推進することが出来る。   一方，本学に既存する５つの大学院研究科の修士課程，博士後期課程の学生に対し   て，“技術経営”，“知的財産マネジメント”，“金融工学”等（いずれも仮称）の 10単位程度の副専門のパックメニューを本研究科が用意し，提供する。 

  ⑦ デュアルデグリー制度の導入   本学他研究科の修了学生に対して，技術経営修士（専門職）の学位を取得することが  可能なデュアルデグリー制度を提供する。    具体的には，他研究科を修了し，修士（工学又は理学）又は博士（工学又は理学）の  学位を取得した学生を技術経営専攻（専門職学位課程）に受け入れ，既修得単位として  最大 15 単位を本専攻の単位として認定することを可能とする。修了した研究科において修得した特定分野の高い専門性をベースに，専攻分野の研究指導と授業科目を履修する。その結果，他研究科での既修得単位，修得に要した期間その他を勘案し，早期の者にあっては，１年で専門職学位課程を修了し，技術経営修士（専門職）の学位の取得を可能とする。   これは，特定分野の高い専門性に加え，広く技術経営の問題意識を持った人材を育成  することを目的としたものである。 

 

 ４．履修指導及び研究指導の方法（資料５，資料補３，資料補４－１，資料補４－２，資料補５，資料６－１，資料６－３） （１）履修科目群（技術経営専攻）  技術経営専攻（専門職学位課程）では，技術をベースにビジネスに携わる社会人を主に 受け入れ，「３．教育課程の編成と考え方及び特色」で記したイノベーション創出サイクルに関わる戦略的かつ創造的なマネジメント能力育成のための５つのスキルの修得とリー ダシップ養成を図る。そのために，   Ａ．技術経営リーダーシップ科目群   Ｂ．技術経営戦略科目群   Ｃ．知的財産科目群   Ｄ．ファイナンス・情報科目群 
    Ｅ．ゼミ／プロジェクト研究 の総合型技術経営のカリキュラムを配備する。  特に技術経営リーダーシップ科目群では，最先端の我が国企業のケーススタディやディ 



ベート，フィールドワークに基づき技術経営分野でのリーダーシップ能力を涵養するため の科目を設ける。我が国の先端企業によるケースに基づくディベートを重視した「技術経 営戦略第一」，「技術経営戦略第二」や，学生自身が企画し毎回企業トップをゲストとし て招き代表質問の形式で経営のあり方を総括する「経営者論セミナー」，そしてゲスト企 業における実践的な技術経営について学ぶ 「企業実践セミナー」等を配備している。なお， 「経営者論セミナー」及び「企業実践セミナー」についてはディレクター教授のコーディ ネーションの下に全教員連携し担当する。  カリキュラムの全体構成及び開講時期，推奨学年を，資料５の表に示す。 その中で網掛けしてある４科目は，平成 15 年において経済産業省（三菱総合研究所）
MOT 教材開発を受託し，それぞれベストプラクティス企業の参加のもとで開発したものであり，既に最新の質の高いケースが用意されている。  このような技術経営専攻（専門職学位課程）の基幹科目群に加えて，  Ｆ．技術科目群 として，様々な個人ニーズに応じた本学全研究科・学部が提供する技術や経営管理技術科目，そして技術者に不可欠な「科学技術者倫理」等の本学全学科目だけでなく，語学力向上のための大学院国際コミュニケーション科目（英語口語表現演習ＣⅠ」等）が履修できるように配備している。 

 （２）標準修業年限と修了要件（技術経営専攻）  修了要件は，標準修業年限２年間で他研究科の単位（６単位以上）も含めて 40 単位以上取得し，３名の審査員のもとで行うプロジェクト研究の論文発表に合格することとする。  既に他の大学院で履修した授業科目がある入学者に対しては，技術科目群を中心にした 最大 15 単位を超えない範囲で技術経営専攻（専門職学位課程）の既習単位として認定することができるものとする。その認定方法としては，入学者選抜試験の出願時及び入学後の学生による認定申請に基づき，専攻会議において申請科目ごとにその可否を審議した上で，該当する科目についての単位認定を行うものとする。 

 （３）１年間での短縮修了（技術経営専攻） 

   既に他の大学院で取得した既習単位を含めて 40単位以上取得し，プロジェクト研究に合格した場合には，１年間での短縮修了を認める。その際他研究科の単位６単位以上は，既習単位で読み替えることができるものとする。  なお，本学他研究科学生に提供するディアルデグリー制度も，この制度を活用したもの である。 

 （４）履修方法と履修モデル（技術経営専攻）  履修方法としては，入学時に指導教員と面談の上で個人のニーズを明確にし，それに応 



じてカスタマイズされた体系メニューを構築した上で，資料６－１に示すような過程で履 修を進めて行く。ただし，イノベーションのマネジメントと何か，について教える技術経 営の基礎的な科目である「技術経営概論」は１年前期での履修を推奨し，技術経営専攻の 教育課程として共通的に不可欠な技術経営リーダシップ科目群は，１年次での受講および ４科目中３科目以上の単位取得を強く推奨し，２科目以上は必修とする。これらの考え方 は，以下に示す５つの履修モデルにすべて共通的に組み込まれている。   資料補３に学生のニーズに基づく履修メニューの４つの科目履修の例と，資料補４－１，４－２にそれぞれの対応した学期ごとの履修モデルを例示する。   履修モデル(1)：技術経営と同時に特定分野の先端技術とそのビジネスを学習したい学生の場合であり，代表的な履修モデルである。資料にはナノテクノロジーの技術について学ぶ例が示されている。これを他の技術に置き換えることで多様な技術のニーズに応えることができる。いずれの技術の場合も，指導教員との相談の上で履修する技術科目群を選定し，履修を行うとともにその分野の教員を副指導教員としてその研究室とも交流できるよう配慮する。同時にその副指導教員の所属する専攻の指定する要件を満たせば副専門とすることができる。 

  これにより，技術の創出から事業化までのイノベーション創出サイクルを効果的に循環させるための戦略・管理・運営をリーダとなっ遂行でき，かつ技術そのものの最先端やそのビジネスの最前線について理解能力に優れた人材を輩出する。  履修モデル(2)：技術経営の中の特に知的財産マネジメントの専門家を目指す場合のモデ ルである。知的財産科目群を重点的に履修した上で，本学既設の知的財産マネジメントプ ログラム（修士課程）で開講されている科目を技術科目として選択して学ぶ。  これにより，知的財産権の権利化や活用の知識だけでなくイノベションマネジメントの 観点から，すなわち戦略的な企業経営や研究開発活動との結びついた知的財産マネジメン トに秀でた専門家，あるいはそれをリーダーとなって遂行できる人材を輩出する。  履修モデル(3)：技術経営に加えて金融工学について深い専門的知識を学びたい場合の履 修モデルである。ファイナンス・情報科目群のファイナンス関連の科目を重点的に履修す るとともに，技術科目群として金融工学の数理的基礎となる他専攻開講科目を選択して学 ぶ。  これにより，イノベーションマネジメントを支える資金調達や投資の意思決定のマネジ メントとその理論および方法論の理解と知識に秀でた専門家を輩出する。 

   履修モデル(4)：主に経営ならびに経営管理について知識が不足している学部あるいは工学・技術の修士修了者の入学者が，経営管理の基礎的な知識修得を必要とする場合のモデルであり，履修モデル(1)における技術科目の部分を経営工学専攻や経営システム工学科の経営管理に関連した科目を選択して学ぶ。  これにより，入学前に学んできたひとつの技術の専門分野に加え，より広い技術及びそ のビジネスについての問題意識と、イノベーションマネジメントを将来リーダーとなって 



遂行できる人材を輩出する。  さらに，既習単位を活用した１年間の短縮修了の場合の履修モデルの例を資料補５に掲 げる。この例は，技術科目を中心に 14単位が既習単位として認定された場合である。  一方，本学他研究科の修士のみならず博士後期課程の学生に対して，“技術経営”，“知的財産マネジメント”，“金融工学”等（いずれも仮称）の 10 単位程度の副専門のパックメニューを本研究科が用意し，本学他研究科の大学院生に提供する。 

 （５）イノベーション専攻での履修方法  イノベーション専攻（博士後期課程）では，技術開発や技術経営についての経験が豊富 な社会人を主な対象に，技術経営戦略を中心とした各自のテーマを設定した上で，必修科 目「イノベーション講究第一～六」による各指導教員とのゼミ形式の講究を通して，自身 がもつ実務経験に基づく学問的な体系化や理論研究を遂行することによって博士論文を作 成する。その過程で国際会議への参加を奨励するような指導方法をとる。なお，「イノベーション講究」は，各教員がそれぞれの専門分野の立場から個別に研究指導を行うイノベーション専攻の必修科目であるが，全学的に教員ごとの科目名称ではなく，専攻ごとに同一の名称を用いているものである。  資料６－３に４つのモデルを例として示すように，指導教員のもとで研究テーマに応  じた履修を進めて行く。学生のそれまでの経験や知識により，必要があると認められる場合には技術経営専攻（専門職学位課程）の開講科目を中心とした科目の単位取得を義務付けるものとする。  標準修業年限は３年とするが，入学時に既に技術経営に関連した論文等で顕著な業績 があり，入学後の学業成績も優秀な場合には最低１年で修了可能なものとする。  授与できる学位は，博士（技術経営）又は博士（工学）とする。原則的に，イノベーシ ョン創出サイクルにかかわるマネジメントの研究内容に関するものには博士（技術経営） とし，技術の創造や改良等に特化したような場合には博士（工学）とする。申請学位は学 生の申告に基づき，論文審査委員会で決定するものとする。  なお，博士修了の論文公表要件としては，審査付論文のみならず国際学会発表論文や， 技術経営に関連した定評のある雑誌への掲載も配慮するようにする。 

 （６）成績評価の方法 

  学生が学習を申告し履修した科目の成績評価は，   ・技術経営リーダシップ科目群のようにケースやディベート，演習を中心とした科目や講究では，平素の授業への参加や関与の仕方の成績も重視し，授業期間，学期末におけるレポート提出などにより評価する。   ・その他の授業科目は，学期末に行われる試験，または試験に代って平素の成績，平   素の成績と学期末試験，レポート提出などによって評価する。 



  評価は 100 点満点で行い，60 点以上の成績を合格とし，その授業科目の単位を与える。 

  （７）開講時間等 

   技術経営専攻（専門職学位課程）においては，社会人学生の受講にも配慮し，修了要件 を満たすのに充分な科目を午後（本学における５，６時限（13時 20分～14時 50分）から 11, 12時限（18時 20分～19時 50分））の時間帯に配置する。 

   さらに，個別のゼミ等は，学生のニーズによっては，上記時間だけではなく，社会人学 生については夏期休暇等を利用して集中して実施できる等柔軟に対応する。なお，土曜日 の開講については，学生のニーズを調査・検討の上，全学的な体制整備を行い，環境がい次第，積極的に実施することとする。  

 

 ５．特定課題研究  技術経営専攻（専門職学位課程）における修了要件として，約半年間のプロジェクト研究論文の作成と，その発表会を経て合格することを課す。  ２年次になった時点で，前期の技術経営講究において文献調査を行いながら指導教員の 指導の上で調査プロジェクト研究テーマを策定する。そして後期半年間をかけてそのテー マに基づくフィールドワーク・企業調査やインタビュー調査を行い，プロジェクト研究論 文を作成する。なお，インターンシップをプロジェクト研究の一環として含めることがで きるものとする（時期は２年次後期に限らない）。  プロジェクト研究の合否に際しては，予め審査教員３名以上を指名し，プロジェクト研 究発表会の１週間前に研究論文を提出するとともに，発表会での質疑，及び英語能力の判 定を含めた最終試験を経て，合否を判定する。 

 

 ６．大学院学生の研究室等の考え方（資料７－１，資料７－２）  技術経営専攻（専門職学位課程），イノベーション専攻（博士後期課程）の全学生に対して，指導教員の研究室に所属させ，勉学及び研究に専念できるように配慮する。そのために個人個人の机と専用の PC を配備する。そのために必要な修士学生数 30×2，博士後期  学生数 7×3，計 81名分に留学生や研究生を加えた約 100名分のスペースとして，図面にある ６部屋約計 500ｍ２の部屋を確保する。  図書室については，２ヶ所に最低限の技術経営関連の雑誌，書籍を配備した上で，理工 学関係雑誌の全国拠点である本学図書館，及び同図書館が提供しているオンライン電子ジ ャーナルや経済・経営分野の EBSChostオンライン外国雑誌データベースの活用を図る。 
 



 ７．既設課程との関係  技術経営専攻（専門職学位課程）では，本学既設の５研究科の大学院生に対しては技術 経営専攻（専門職学位課程）の副専門制度，さらに修士課程学生のみならず博士後期課程 の学生に対しても，デュアルデグリー制度を提供する。  副専門制度については，“技術経営”，“知的財産マネジメント”，“ 金融工学 ”等 （いずれも仮称）の 10 単位程度の副専門のパックメニューを用意し，それを履修した学生に対して技術経営の副専門を認定する。  デュアルデグリー制度については，本学既存５研究科の修士課程修了後，それまでの技 術経営専攻の既習単位とみなせる授業科目の取得状況を考慮した上で入学を許可し，技術 経営専攻（専門職学位課程）の修了要件を満たした時点（入学後最短 1年）で技術経営修士 （専門職）の学位を与える。博士後期課程の学生の場合にも，同様に既存研究科専攻の博 士後期課程を修了後（短縮修了の場合も含める）入学を許可し，技術経営専攻（専門職学 位課程）の修了要件を満たした時点（入学後最短 1年）で，技術経営修士（専門職）の学位 を与える。  一方，技術経営専攻（専門職学位課程）の学生で，特定技術について先進動向も学びた い学生については，その技術の分野の本学全研究科の専攻を副専門とすることができる。 その際の認定の要件は当該専攻の規定による。同時に学生の要望によっては，既存研究科 の研究室にも副専門的に所属できるよう配慮し，当該分野の最先端の技術やビジネスの現 場を体感できるようにする。  科目履修の立場からは，既設５研究科及び３学部が開講している全科目の履修が可能で ある。多様な学生のニーズを満たし，技術経営専攻（専門職学位課程）が開講する科目を 補完するためにも，他専攻・学部の技術や経営管理技術科目の履修を推奨する。 

 

 ８．入学者選抜の概要 （１）技術経営専攻   技術経営専攻（専門職学位課程）では，総合科学技術を基礎として，新技術創出及びその戦略的活用や事業化等をリーダーシップを発揮し遂行できる高度専門職業人を目指す者を広く受け入れる。 

   その選抜については，従来の試験の成績判定だけではなく，社会人経験者においては，その者の業務上の経験，業績等も含めて評価する必要があり，次のとおりの総合判定を実施する。 

   なお，既習単位を活用して１年間での短縮修了を希望する志願者は，願書提出時に取得した授業科目と単位の一覧を提出することを求める。   ① 社会人（出願時において，企業等に 2年以上正規職員として勤務した経験を有す



る者）に対しては，    ・小論文：これまでの経験，業績，進学後の学習及び研究の展望に関する専門性を問う小論文を課し，その結果に基づき一次選抜を行う。    ・プレゼンテーション試験：一次選抜に合格した者に対して，小論文をベース      にしたプレゼンテーションを行い，面接の上で合否を決定する。  ②社会人以外の志願者に対しては，本学既設全研究科のいずれか一つの専攻の筆頭試   験を受験した上で一次選抜を行い，面接による二次選抜で合否を決定する。  ③ 本学大学院生によるデュアルデグリー取得を希望する志願者に対しては，別途，技   術経営専攻科目の取得状況を記した願書を提出し，書類選考により合否を決定する  上記いずれの場合も，英語の筆答試験は行わず，TOEFL，コンピュータ TOEFL または TOEICの成績証明書（過去５年以内のもの）提出を義務付ける。  なお，特定分野の高い専門性に加え広く技術経営の問題意識をもった人材育成を目的と したデュアルデグリーの学生の受け入れ数は若干名とする。また社会人で，企業派遣又は 企業等に在籍のまま入学をする場合には，平日の受講を認める勤務先の承諾書を提出する ことを推奨する．  留学生も積極的に受け入れる。具体的には本学既設大学院国際コースと同様に英文の募 集要項を作成し，①の場合には英文による出題と回答，②の場合には国際コース対応から 多くの専攻が英文による出題をしていることからそれを活用する。また企業の寄付金等に よる留学生の経済支援のためのファンドを準備することも検討する。なお，講義は基本的 に日本語で行うが，関連講義の英文テキストの紹介やそれに対するオフィスアワーを活用 した英語による補習指導を行う。またゼミや研究指導は留学生の日本語能力が不足する場 合には英語で行う。なお，国費留学生については，本学既設大学院と同様に特別選考の実 施対象とする。 

 （２）イノベーション専攻  イノベーション専攻（博士後期課程）では，修士の学位又は専門職学位を有する者及び 入学時までに取得見込みの者，文部科学大臣の指定する及び本学大学院における個別の入 学資格審査で修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力がある者を対象とし て，修士論文又は技術経営に関わるこれまでの業績及び博士後期課程進学後の研究計画に ついてのプレゼンテーションと面接によって合否を決定するものとする。   ①社会人：企業で技術開発や技術経営の２年以上の経験をもつ者については，業績調書，これまで行った研究（2,000 字程度）の事前の提出を求める。その際，修士または専門職学位をもたない場合にはその資料に基づく資格審査を経て，これまでの業績と博士進学後の研究計画について問うプレゼンテーションと面接による試験を行う。合否の判定に際しては，企業での実績・経営経験に加えて学会発表や学会誌だけでなく商業誌や社内報における著作も考慮するものとする。また社会人で，企業派遣又は企業等に在



籍のまま進学をする場合には，勤務先の承諾書の提出を求めるものとする。   ②社会人以外の志願者（本学技術経営専攻（専門職学位課程）からの進学者を除く）：  修士論文および博士進学後の研究計画を問うプレゼンテーションと面接による試験により合否を決定する。   ③技術経営専攻（専門職学位課程）から直接イノベーション専攻（博士後期課程）に進学を希望する志願者：プロジェクト研究の審査と同時に，審査員３名に加えてイノベーション専攻の審査員を２名追加した５名の審査員を指名し，進学の動機と学力を審査した上で，博士進学の可否を判定するものとする。  上記いずれの場合も，英語の筆答試験は行わず外部試験の成績証明書提出を義務付ける ことは技術経営専攻（専門職学位課程）の場合の取扱いと同じである。    

 ９．自己点検・評価 
   自己点検・評価については，本学では従来から，将来計画に関し検討を行う組織を設置 し，その検討結果を冊子にまとめ公表し，これに基づき大学改革を行ってきている。  昭和 32年度から「教官総覧」を，昭和 51年度から「教官研究業績一覧」を，平成５年７ 月には本学の総合的に自己点検を行った結果を「Tokyo Tech Now 東京工業大学 1993」を刊 行し，外部評価については，「教育研究等総合検討委員会」において点検・評価項目の具 体的内容及び外部評価の具体的資料を学内に示し，平成７年「'95－東京工業大学の現状と展望－」，平成 11年「'99－21世紀の個性輝く大学を目指して－」，平成 14年「'02－国立 大学法人化へ向けて－」を刊行，公表するとともに，評価結果に基づき，教育改革等を実 施している。 

    また，平成 16 年度からは，教員の評価についても，規則等を整備し，実施することとしている。 

   以上の外，本研究科としては，外部評価について研究科長のリーダーシップとそれを補 佐するディレクター教授の下で，学生及び第３者である企業の立場からの評価を制度化す るとともに，そのニーズをカリキュラムの内容や授業を方法に反映させるＰＤＣＡのマネ ジメントサイクルを確立し，社会ニーズに応える体制を整備する。 

  特に技術経営専攻（専門職学位課程）では，イノベーションマネジメントに関わる目標 とする教育課程に対して，そのアウトカムとしての学生の修了時における学力水準をチェ ックするシステム（例えば，プロジェクト研究の合否の評価基準に学力チェックのしくみ を取り込む等）を確立し，出口の管理にも留意する。 

 

 １０．情報の提供  研究科や専攻のミッション，カリキュラム等の内容，教育方針，及び入学試験，教員の 



教育・研究内容をWebで公開する。同時に，研究科の紹介や学生募集については，パンフレット及びポスターを作成し，企業，大学に配布する予定である。 

  また，定期的に研究科長のリーダーシップの下に，（１）理念・目的とそれに向けた研 究,（２）組織・人事,（３）カリキュラムと教育方法,（４）社会への人材供給,（５）研 究活動と研究成果,（６）産業界などの社会ニーズへの貢献,（７）開かれた大学への貢 献,（８）国際活動,（９）教育研究設備・環境・研究費，等の項目についての自己点検・  評価を行い，それに基づく外部評価も取り入れた上で，その結果を公表する。 

 

 １１．教員の資質向上の方策  毎年，教員の全員参加のもとで FD（ファカルティディベロップメント）研修を実施する。毎年のテーマを設定した上で一泊２日で開催し，その内容は１日目午後からテーマに沿った外部からのスピーカーの招待講演を聴いた上で，グループ討論を行う。２日目には，グループ討論の結果を発表した上で，教員個人の資質向上を図るべき目標の明確化，及び研究科としての具体的実行施策を決定する。  同時にすべての科目について学生による授業評価を行い，その結果についても FD 研修の 資料として活用する。 

 

 １２．サテライトキャンパス等  研究科の教員及び学生研究室は，本学大岡山キャンパスに加えて，都心に位置する田町 駅前にあるキャンパスイノベーションセンターの９階に配置する。  本学は，所属研究科，専攻以外の開講科目の受講を推進しており，このことから，研究 科学生が本学他研究科開講科目を受講すること，本学他研究科学生が本研究科開講科目を 受講すること等を考慮し，原則的には，大人数でも可能な授業科目については，大岡山キ ャンパスで行うが，少人数でリーダーシップを養成する科目は，社会人学生の利便性も考 慮し，同センターで行う。また，両キャンパスは，東急目黒線及び都営三田線の相互乗り 入れにより直通で約 30 分での移動が可能であるが，教員，学生の移動の負担を軽減するために，両キャンパスでの開講科目を曜日によってどちらかに集中させる工夫をすることによって負担を最小限にする配慮を行う。  また，技術経営の内容についての学位授与を伴わない短期コースに対する社会ニーズも 大きい。交通至便なキャンパスイノベーションセンターにおいて，夏休み期間や休日等を 活用して様々なニーズに応じた講演会や短期コースプログラムを提供することで，社会貢 献を図ることも視野に入れている。 

 

 



１３．管理運営  本研究科は，全学のもとに管理運営されるために，イノベーションマネジメント研究科 教授会の他に，全学の教員を加えた教員協議会（仮称）を設置する。この教員協議会は， 本研究科の独自の管理運営を尊重した上で，研究科に対する全学支援と連携にかかわる重 要事項の審議を行う。その結果を必要に応じて部局長等会議に諮り，全部局の連携・支援 体制を確実なものとする。  事務組織については，本学は平成 16 年４月から事務管理体制を全学一元化した。本研究 科の事務管理運営においてもこの一元管理体制のもとで遂行する。 

 

 １４．その他 
  本研究科，専攻及び学位の英文名称を下記に示す。 

      東京工業大学大学院 ： Tokyo Institute of Technology Graduate School 

      イノベーションマネジメント研究科  ：  Graduate School of Innovation 

Management 

      技術経営専攻 ： Department of Management of Technology 

      イノベーション専攻 ： Department of Innovation 

      技術経営修士（専門職） ： Master of Management of Technology 

      博士（技術経営） ： Doctor of Management of Technology 

      博士（工学） ： Doctor of Engineering 
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資料１

 

理工学研究科生命理工学研究科総合理工学研究科情報理工学研究科社会理工学研究科
イノベーションマネジメント研究科

市場・企業ニーズ

（博士後期課程）・副専門（技術経営、知財、金融）
イノベーション専攻・ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｸﾞﾘｰ・個人ごとにｶｽﾄﾏｲｽﾞﾄした技術ﾒﾆｭー 不易流行各種プログラム提供ニーズ発掘 ＭＯＴ戦略・企画（ディレクター）客員講座技術経営戦略知的財産 ﾌｧｲﾅﾝｽ・情報技術経営専攻（専門職学位課程）本学既設研究科

資料２

 
 



技術 ＋ 知財 ＋ 事業創造 権利化・戦略的活用 新規ﾋﾞｼﾞﾈｽ開拓ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出ｻｲｸﾙ （ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ）営業循環ｻｲｸﾙ開発＋生産＋ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ＋販売＋ﾘｻｲｸﾙ総合型MOTプログラム：ディレクター教授
１．ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出ｻｲｸﾙと知財ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに重心を置いた総合型MOTプログラムの提供従来のMOTはｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの比重が高い、営業循環ｻｲｸﾙに対象とする本学経営工学専攻との棲み分けを図るとともに、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの部分は同専攻のｶﾘｷｭﾗﾑで補完２．企業を顧客視点、MOTをそれに答える事業視点からのディレクター教授制度３．日本型技術経営（ケース＋講義体系）を核としたカリキュラム

これまでにない総合型MOT

技術経営専攻（技術の経営） 経営工学専攻（経営の技術）技術経営戦略知的財産 ﾌｧｲﾅﾝｽ・情報

資料３

 

 イノベーションマネジメントの教育目標と分野（科目群）の対応表要素 A. 技術経営リーダーシップ科目群 B. 技術経営戦略科目群 C. 知的財産科目群 D. ファイナンス・情報科目群(1) 技術の創出と コア イノベーション論　選択 R&D戦略アドバ 技術と産官学連携ンスト(2)技術知的財産の コア 知的財産権法　保護と活用 IPマネジメント実践知的財産保護アドバ R&D戦略と知的財産戦略ンスト 国際知的財産企業経営と知的財産活動(3)新事業の創出 コア 技術経営戦略第一技術経営戦略第二アドバ 技術マーケティングンスト 品質マネジメントネット社会の　ビジネスモデル(4)技術経営戦略 コア 技術経営概論技術戦略論アドバ 経営者論セミナー コンピテンシー・ンスト 企業実践セミナー 　ディベロップメント(5)ファイナンス・ コア コーポレート　ファイナンス　情報技術 金融工学組織戦略とITアドバ 金融ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄンスト ファイナンス応用セキュリティ　マネジメント

イノベーション創出サイクル（戦略）（基盤）

資料補１

 

 



イノベーションマネジメント研究科が輩出する人材

知的財産 技術経営戦略 ﾌｧｲﾅﾝｽ工学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 技術経営の経験豊富な社会人エグゼクティブ
日本型技術経営を支える教員・研究者自治体や国際機関で活躍するMOT人材 産学官連携（TLO等）を主導する人材技術経営を実践する総合型リーダー(CTOやCEO）現場での即戦力となる知財・金融の専門家

技術開発やものづくりに経験を有する社会人 日本独自の技術経営学創造を志す者専門技術を修めた学生・留学生
デュアルデグリーデュアルデグリーデュアルデグリーデュアルデグリー制度制度制度制度、、、、双方向双方向双方向双方向副専門副専門副専門副専門といったといったといったといった多彩多彩多彩多彩なななな学習機会学習機会学習機会学習機会 分野ごとの最先端技術とそのビジネスの最前線を体感でき、問題認識を研ぎ澄ます教育イノベーション専攻（博士後期課程） 技術経営専攻（専門職大学院：修士課程）

資料補２

 

 

修士（工学／理学）＋修士（技術経営）博士（工学／理学）＋修士（技術経営）理工学研究科 総合理工学研究科 生命理工学研究科 情報理工学研究科 社会理工学研究科
イノベーションマネジメント研究科

特徴①全学の研究科の学生について適用②副専門制度との併用

資料４

 

 



前期 後期技術経営戦略第一(1-1-0) 技術経営戦略第ニ(1-1-0)経営者論セミナー(0-2-0) 企業実践セミナー(0-2-0)技術経営概論(2-0-0) 技術戦略論(2-0-0)イノベーション論(2-0-0) R&D戦略(2-0-0)技術ﾏｰｹｨﾝｸﾞ(2-0-0) 品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(2-0-0)技術と産官学連携(2-0-0) ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ(2-0-0)ネット社会のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ(2-0-0)IPマネジメント(2-0-0) R&D戦略とIPﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(1-1-0)知的財産法(2-0-0) 実践知的財産保護(2-0-0)国際知的財産（2-0-0) 企業経営と知的財産活動(1-1-0)金融ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(2-0-0) ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ(2-0-0)金融工学(2-0-0) ファイナンス応用(2-0-0)ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(2-0-0) 組織戦略とIT(2-0-0)技術経営講究第一(0-1-0) 技術経営講究第ニ(0-1-0)技術経営講究第三(0-1-0) 技術経営講究第四(0-1-0)＊下線の４科目は、経済産業省MOT教材開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで開発した授業科目F．技術科目群（本学５研究科３学部開講専門科目）,　その他「科学技術者倫理」等全学科目　　　（個人ごとにｶｽﾄﾏｲｽﾞﾄﾞしたﾒﾆｭｰを構成）E..ゼミ（必修）

技術経営専攻（修士課程）のカリキュラム構成
B.技術経営戦略科目群A.技術経営ﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟ科目群（4科目中3科目必修）
C.知的財産科目群D.ﾌｧｲﾅﾝｽ・情報科目群

資料５
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カスタマイズ科目 単位数A. 技術経営 B. 技術経営戦略科目 C. 知的財産科目 E. ゼミ・ F. 技術科目　リーダーシップ科目 D. ﾌｧｲﾅﾝｽ･情報科目 プロジェクト研究1 前期 技術経営戦略第一 (2) 技術経営概論 (2) IPマネジメント (2) 技術経営講究第一(1) 極端条件における 13経営者論セミナー (2) イノベーション論 (2) 　サイエンス (2)後期 技術経営戦略第二 (2) R&D戦略 (2) コーポレート 技術経営講究第二(1) ナノ材料テクノロジー (2) 15企業実践セミナー (2) 品質マネジメント (2) 　ファイナンス (2) ナノ物質科学 (2)2 前期 技術と産官学連携 (2) 国際知的財産 (2) 技術経営講究第三(1) 9技術マーケティング (2) インターンシップネット社会の　ビジネスモデル (2)後期 技術経営講究第四(1) 科学技術者倫理 (2) 3プロジェクト研究 8 14 4 4 10 40

学年

合計

基幹科目履修モデル(1)  代表モデル：先端技術(ここでの例：ナノテク）を併せて学ぶ場合



 
 

 

 

カスタマイズ科目 単位数A. 技術経営 B. 技術経営戦略科目 D. ファイナンス・ E. ゼミ・ F. 金融工学関連科目　リーダーシップ科目 　情報科目 プロジェクト研究1 前期 技術経営戦略第一 (2) 技術経営概論 (2) 金融工学 (2) 技術経営講究第一(1) 確率と統計第一 (2) 13経営者論セミナー (2) イノベーション論 (2)後期 技術経営戦略第二 (2) 技術戦略論 (2) コーポレート 技術経営講究第二(1) 確率論 (2) 13企業実践セミナー (2) 　ファイナンス (2)組織戦略とIT (2)2 前期 技術マーケティング (2)金融リスク 技術経営講究第三(1) 年金数理 (2) 13ネット社会の 　マネジメント (2) インターンシップ　ビジネスモデル (2) セキュリティ技術と産官学連携 (2) 　マネジメント (2)後期 ファイナンス応用 (2) 技術経営講究第四(1) 3プロジェクト研究8 12 12 4 6 42

学年

合計

基幹科目履修モデル(3)  金融工学についても深い専門知識を学びたい場合

カスタマイズ科目 単位数A. 技術経営 B. 技術経営戦略科目 C. 知的財産科目 E. ゼミ・ F.知的財産関連科目　リーダーシップ科目 プロジェクト研究1 前期 技術経営戦略第一 (2) 技術経営概論 (2) 知的財産権法 (2) 技術経営講究第一(1) 知的財産情報管理 (2) 15経営者論セミナー (2) イノベーション論 (2) IPマネジメント(2)後期 技術経営戦略第二 (2) 技術戦略論 (2) 企業経営と 技術経営講究第二(1) 知的財産訴訟法 (2) 15企業実践セミナー (2) 　知的財産活動 (2)R&D戦略と　IPマネジメント(2)実践知的財産保護 (2)2 前期 技術マーケティング (2)国際知的財産 (2) 技術経営講究第三(1) 知的財産係争実務 (2) 9技術と産官学連携 (2) インターンシップ後期 コンピテンシー・ 技術経営講究第四(1) 3　ディベロップメント (2) プロジェクト研究8 12 12 4 6 42

学年

合計

基幹科目履修モデル(2)  知的財産マネジメントの専門家を目指す場合



 

 

 

 

「技術経営の修得と最先端のﾅﾉ技術およびそのﾋﾞｼﾞﾈｽの研究」主指導教員（ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｾｽ分野）副指導教員（理工学研究科機械工学専攻〇〇研究室）技術経営講究第一～第四、技術経営概論、経営者論セミナー、R&D戦略イノベーション論、技術マーケティング、国際知的財産、ナノ物質科学等ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加「ナノテクロジー分野における国際競争メカニズムの解明」副専門研究室への参加学習ﾒﾆｭｰと指導教員の決定履修科目例研究室ゼミでの講究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究テーマ設定調査の実施ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ研究論文の作成研究論文発表・審査学位授与・課程修了就職・派遣企業へ 博士後期課程進学

修士課程入学学習目標のﾃﾞｨﾚｸﾀー教授によるｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
プロジェクト研究のテーマ選定も含めて、指導教員が中心となり、絶えず調査や研究の進捗状況を確認し、研究動向を見極める教育・研究を実施する。履修メニューとプロジェクト研究論文の内容に応じて、修士（技術経営）、修士（工学）又は修士（学術）の学位を授与

技術経営専攻における学生の履修例（修士課程）資料６－１

 

カスタマイズ科目 単位数A. 技術経営 B. 技術経営戦略科目 C. 知的財産科目 E. ゼミ・ F. 経営管理科目　リーダーシップ科目 プロジェクト研究1 前期 技術経営戦略第一 (2) 技術経営概論 (2) IPマネジメント (2) 技術経営講究第一(1) 会計情報論 (2) 13経営者論セミナー (2) イノベーション論 (2)後期 技術経営戦略第二 (2) 技術戦略論 (2) コーポレート 技術経営講究第二(1) 経営財務 (2) 15企業実践セミナー (2) R&D戦略 (2) 　ファイナンス (2)品質マネジメント (2)2 前期 技術マーケティング (2) 技術経営講究第三(1) 事業創出論 (2) 9技術と産官学連携 (2) インターンシップネット社会の　ビジネスモデル (2)後期 技術経営講究第四(1) マーケティング管理 (2) 3プロジェクト研究8 16 4 4 8 40

学年

合計

基幹科目履修モデル(4)　技術経営を学ぶ際、経営管理の基礎的な知識も必要とする場合



 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。
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講義室（階段）
72㎡キャンパス・イノベーションセンター９F（ﾚｲｱｳﾄ変更）会議室（ｾﾞﾐ室）

33㎡ 15㎡ 研究科事務室
31㎡ ｾﾞﾐ室

17㎡ 学生自習室
36㎡

EV EV

WC（男） 階段PS

PS EPS

通信機械室 給湯室 PS
WC（身）

WC（女）
EPS PS

教員室
教員室
18㎡ 教員室

17㎡ 学生自習室
72㎡教員室

17㎡ 教員室
17㎡ 教員室

17㎡図書室
32㎡

18㎡ 教員室
18㎡

教員室 教員室 教員室
18㎡ 18㎡ 18㎡

学生自習室
195㎡研究科長室

64㎡会議室
68㎡ 39㎡ 教員室

39㎡ 教員室
39㎡ 教員室

学生自習室
54㎡学生自習室

73㎡ 教員室
25㎡教員室

25㎡
39㎡ 学生自習室

68㎡教員室 教員室教員室
39㎡ 39㎡ 図書室

18㎡
大岡山西９号館１階（下）および２階（上）
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ドア ドア廊下CICCICCICCIC研究室研究室研究室研究室901901901901（（（（学生室学生室学生室学生室））））レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト傘立てホワイトボード
ロッカー（3連） ロッカー（3連） ロッカー（3連） プリンター学生⑤（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生⑥（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生⑦（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）行動予定表

電話台 食器棚 クリーンロッカー学生⑱（机・椅子・デスクライト・ＰＣ） 学生⑮（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生⑲（机・椅子・デスクライト・ＰＣ） 学生⑯（机・椅子・デスクライト・ＰＣ） 学生⑨（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生⑬（机・椅子・デスクライト・ＰＣ） 学生⑩（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生⑭（机・椅子・デスクライト・ＰＣ） 学生⑪（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）
冷蔵庫

学生⑳（机・椅子・デスクライト・ＰＣ） 学生⑰（机・椅子・デスクライト・ＰＣ） 窓
学生①（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生②（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生③（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生④（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）学生⑧（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）

学生⑫（机・椅子・デスクライト・ＰＣ）
資料７－２

 

 


