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専門職大学院とは

文部科学省が高度職業専門人を養成する目的で

制度化 した、社会人再教育大学院が専門職大学院

です。専門職大学院は従来の研究者養成の大学院

とは異なり、業務上の専門的能力を磨いた有能な

人材を育成 し、民力、国力の高揚につなげる大学

院で米国をモデルにしています。法科大学院(ロー

スクール)、経営大学院 (ビジネススクール)、技術

経営大学院も同じ専門職大学院です。

本学は技術経営大学院 (Management of Tech―

nology)を新設 しました。本学のMOTは 、総合科

学技術経営研究科で、科学と技術と経営を連続的

につなげ、イノベーションを喚起させることが目

標です。

なぜ、MOTが 騒がれているのか、経済産業省

が後押 しをしているからです。日本の製造業の失

われた10年は、研究開発が市場と結びついていな

いという死の谷間 (デス ・バ レー)が 存在 したか

らで、これを克服するにはアメリカのように技術

経営大学院を創 り、人材を育成することだとの理

解から、支援政策が行われています。本学は、「理

学の普及をもって国運発展の基礎となす」とい

う建学の精神にそって、日本経済再生を担うべ く

MOT大 学院を設立しました。大学知的財産本部、
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科学技術交流センター (承認TLO)、 MOTの ト

ライアングルが完成し、産学連携 と技術経営教育

が相互補完関係になり、相乗効果が期待されます。

入試の応募結果

定員は 1年 コースlo名、2年 コース40名です。

157名の応募があり、定員の 3倍 を超えました。試

験は書類 (実務経歴など)と面接 (10分問のプレゼ

ンテーション、20分間の質疑応答)で す。優秀な

人材が多数応募 してきたので、74名の入学者を

受け入れました。理科大出身者は約 4割 、他大学

出身者は約 6割 です。

大学院修了者は約25%、学部卒約73%で す。勤

務年数は10年以上が70%で 、30代前半が中心です。

本研究科が予定していた入学対象者は30歳前後

の社会人経験者で、研究開発部門、研究企画部門、

生産現場の技術者でしたから、ほぼ狙い通 りの結

果になりました。修了後は社内の全てを見渡 し、

全ての部門と交渉できるマネジメント能力、技術

のロー ドマップを描ける構想力を持つプロジェク

ト・リーダーとして活躍 し、将来的には技術戦略

の最高責任者 (Chief Execudve Ofacer)を目指せ

る人材です。



教 育 理 念 ほ

技術経営の教育コンセプ トは、科学と技術 と市

場を結合することで、研究所と工場 と営業が縦割

りで個別に業務をするのではなく、1つのチーム

のように情報を共有して仕事をすることです。そ

のためには会議を頻繁にすればよいのではなく、

中心的な技術者が全体をマネジメントできなけれ

ばだめなのです。技術者にマネジメント能力をつ

けさせることです。本研究科の基本設計図は、π

型教育システムです。Science(基礎科学)を技術

科日と経営科 目が製品開発の基礎まで作 り、イノ

ベーション科日は市場とのつなが りで商品化する

というものです。

産業技術の高度化は、広い範囲の技術を最適な

バランスで融合 しなければいけなくなっていま

す。また、誰 も考え付かない全 く異なる領域の融

合に新製品の可能性が潜んでいたり、自社の技術

だけではなくアライアンスやM&Aも 考慮に入れ

た製品開発が必要とされています。MOT教 育を

通じて技術者にも幅広い専門性を身につけさせ、

市場 を把握 し、技術 と市場 をつなげる能力を養

い、事業、産業にイノベーションを起こすことが

できる人材を育成します。

社会人が学びやすいように

2年 コースは夜聞授業です。1年 コースは昼間

授業です。土曜 日は両者とも授業があ ります。修

了要件は46単位とワーキング・ペーパーの提出で

す。4学 期制で、90分授業を2コマ連続で行いま
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す。これはケース・スタディーを講義 し、その後ク

ラス討論をするためです。1学期は 8週 で終わ り

ます。8週 出ると2単 位がつきます。評価はクラ

ス討論での貢献度、レポー ト評価です。土曜 日に

も授業があるので、2年 コースだと週平 日1日 で

2単 位 ×4学 期×2年 =16単 位、土曜日同じく16

単位、ゼミに当たるフイール ド・スタディーとプ

ロジェク ト研究で 8単 位 ×2年 =16単 位で、46

単位を超えます。つまり、平 日1日 と毎週土曜 日

で修了できるので、社会人が学びやす くなってい

ます。

科目のメニューは

授業科日は、技術 ・産業論科目、マネジメント科

日、イノベーション科 目がメインです。技術産業

論科 目はバイオ、倉J薬、情報、環境、ナノテク、エ

ネルギー、医療技術、ロボテイクスを置き、先端技

術の将来的趨勢や動向を洞察することを目的にし

ています。マネジメント科 目はMITの MBAの ス

ローンスクールをモデルに、経営学の必要な科 目

を16科 日配置しています。イノベーション科 日は

技術経営に特化 した科 目で、新市場の倉u造につな

がる技術を選択または探 り出し、研究開発から商

品化までのプロセスをマネジメントできる能力、

つまり技術と市場を結びつける経営知識を習得す

ることを目的としています。

演習科目はフイール ド・スタディーとプロジェ

ク ト研 究があ り、ゼ ミ形式で授業 を行い ます。

フィール ド・スタデイーは複数のテーマ (問題解

決提案型プロジェクト)に 分かれてグループで実



地調査 します。各グループは選択 したテーマを実

地調査、つまり企業訪間、インタビューなどで事

前知識をステップアップさせ、実践に役立つよう

に構想化 します。

ビジネス実験チーム、水素エネルギー社会チー

ム、もの作 リチーム、技術戦略 ・応用市場チーム、

コンセプ ト創造 ・マーケティング戦略チームと、

5チ ームに分かれてスター トダッシュしました。

各チームは技術系の教員とマネジメント系の教員

の混合構成となっています。

プロジエク ト研究は、フィール ド・スタディー

で構想した問題解決提案型プロジェク トを実験 し

検証する科 目です。実験する場は指導教員が提供

します。現在 15名の教員が主催するプロジェクト

研究に配属 して、学生は各自のテーマを追っかけ

ています。

教員も学生もきつい授業

授業は事例研究、ディベート、クラス討論で進め

ます。事例研究の資料の説明を受けてディベー ト、

クラス討論が始まります。学生は事前に配布 され

る資料を読み、何を話題にし、どう討議するかを考

えて授業に出席します。講義を聴き理解するので

はなく、自らの意見をいう参加型の授業です。ヶ―

ス・スタディー、ディベートが中心の講義ですから、

1回90分を2コマ行い、教員学生双方ともきつい

授業です。授業後神楽坂に繰 り出しノミュニヶ―

ションで終電帰宅が度々繰 り返されています。

教員には録々たるメンバーがいます。本学の特

別顧間で花王前会長の常盤文克先生もナッレジマ

ネジメントを講義 してお ります。人気講義のため

60名を超える履修者が出たので第 1期 だけでは

捌ききれず、第 3期 も担当していただくことにな

りました。討論形式の授業のため履修者は30名を

限度にして、密度の高いディスカッションをして

います。社会人学生は、実務経験者の豊富な実例

から引き出される経験談と大学研究者のがっちり

体系化された理論を、自分で岨暇することで 「気

づ き」に出会うようです。毎回資料と課題が与え

られ、レポー ト提出もあ りますが、会社の伸間と

は別のネットヮークを広げ、学生同士の異業種交

流コミュニケーションができることは、きついな

がらも充実 した時間を過ごしているとの声が圧倒

的です。


