
基礎コースのカリキュラムの構成 Kodaira 

No. 西河技術経営塾 東京理科大学専門職大学院 芝浦工業大学大学院 東京工業大学大学院 山口大学 日本工業大学大学院 立命館大学大学院 同志社大学大学院 北陸先端科学技術大学院大学 東京大学工学系研究科

基礎コース 技術経営専攻（ＭＯＴ） 工学マネジメント研究科 イノベーションマネジメント研究科 技術経営研究科 技術経営研究科 テクノロジー・マネジメント研究科 ビジネス研究科ビジネス専攻 知識科学研究科技術経営コース 技術経営戦略専攻

経営マネジメント 技術経営マネジメント イノベーションマネジメント研究科 技術経営研究科 中小企業経営マネジメント 技術戦略 ビジネス 知識科学 技術管理・経営工学

1 111 技術経営戦略入門 技術経営戦略 技術経営特論１ 工学ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 技術経営概論 技術経営特論 技術経営総論 技術戦略論 経営ワークショップ

2 112 企業文化とアイデンティ 経営戦略論 技術経営戦略論 企業経営特論 中小企業経営戦略原論 技術経営概論 経営戦略とマネジメント 経営組織論

3 113 新産業創出論 ＭＯＴ入門 企業戦略とイノベーション 中小企業技術経営原論 経営と戦略 ＭＯＴ改革実践論

114 海外経営戦略 国際経営戦略特論 中小企業技術経営応用 MOT特論 次世代技術経営特論 企業戦略論

4 115 会社組織 経営組織論 技術経営史 経営の歴史と理念 経営組織特論 意思決定と実施戦略セミナー 組織と人間 経営組織論 経営システム工学

6 121 リスク管理 リスク管理論 技術者倫理とリスク管理 リスク管理特論 環境リスクマネジメントと最新環境技術 企業リスク・マネジメント リスクﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

7 122 技術者倫理

8 123 CSR CSRとマスコミ対策 技術と社会 ＭＯＴトップセミナー コーポレートマネジメント 企業倫理学 企業論理と内部統制 ビジネスとリーガルマインド

124 MOTのための価値経営 コーポレートガバナンス システム科学方法論

125 リスクマネジメント、失敗学 ナレッジマネジメント 日本企業のグローバル戦略 ﾈｯﾄﾜｰｸ型事業活動論 科学技術者の倫理

10 126 環境マネジメント

11 127 地球環境・エネルギー論 地球環境科学

12 131 経営計画 中長期経営計画 新事業創造論 起業家戦略 事業創成のマネジメント 戦略ロードマッピング論

132 ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟとﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の経営

133

13 134 事業計画 ベンチャー・起業家論 ベンチャー育成論 新産業創出論 実践的企業プロセス論 技術系ベンチャー企業論 Ｍ＆Ａと企業間関係 ベンチャーブジネス実践論

135 M&A アジアの経営

136

14 137 ベンチャー資本戦略特論 実践的M&A、IPO、事業継承論 リスクマネジメント

15 211 製品企画とマーケティング論

16 212 ビジネスモデル ビジネスもデル 事業化戦略・ビジネスモデル 国際研究ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ビジネスプラン演習 ビジネスコンセプトおよびプランニング ライフサイエンス事業戦略 ハイテクビジネス戦略 グローバルビジネス

213

17 214 商品開発 理想化設計論

18 221 マーケティング 顧客とのコミュニケーション マーケティング マーケティング論 マーケティング マーケティング戦略特論 マーケティング原論 技術マーケティング論 マーケティング マーケティング論

19 222 海外マーケットの市場創生 マーケティング・リサーチ 技術マーケティング 実践的顧客開拓論

20 223 市場創生 BtoBマーケティング バイオビジネス論

マーケティングリサーチ
とデザインマネジメント マーケティング戦略

21 224 サービスイノベーション サービスイノベーション論 ビジネスコーチング

22 225 エンジニアリング・ブランド サプライチェーン・マネジメント 建築ビジネス概論 生産財マーケティング ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ サービス・サイエンス論

23 226 建築業の技術経営 経営ソリューションビジネス企業化戦略 サービスリスク・マネジメント

24 231 ブランド戦略 商品・ブランド戦略

25 232 ホスピタリティとセンスウェア

26 311 技術開発マネジメント 技術戦略論 技術経営のシステム分析 融合技術概論 ハイテクビジネス戦略 技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌ実践ﾟ論 技術・製品開発マネジメント

27 312 研究開発マネジメント Ｒ＆Ｄ戦略 新素材開発企業化戦略 技術ロードマッピング

28 313 技術開発マネジメント ソフトウェア・プロジェクト・ＭＧ 技術戦略論 創造的問題解決特論 リエンジニアリングと仮説検証の実践 プロジェクト戦略論 研究開発マネジメント 化学技術・産業政策論

314 戦略的技術マネジメント論 技術戦略史

315 技術開発戦略論

29 316 商品開発マネジメント 新素材開発戦略 サイエンスコンサルティング 技術評価特論 技術経営プロジェクト研究 産業技術政策論 技術評価と事業化 産学連携マネジメント アジア技術開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

30 320 プロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメント プロジェクト戦略 プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメント特論 実践的プロジェクトマネジメントの基本 プロジェクト管理論 プロジェクトマネジメント システム思考論 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

31 321 技術とデザイン 改革推進プロジェクトマネジメント 技術標準化論

32 322 デザイン・マネジメント 戦略実践のプログラムマネジメント プロジェクトマネジメント

323 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

324 中小企業プロジェクト立案（ケース）

325 P２Mプログラムマネジメント演習

326 PMC受験対策講座

327 ソフトウェアプロジェクトマネジメント

33 328 感性工学 建設ビジネスプロジェクトマネジメント

34 331 イノベーション イノベーションを作る経営戦略 技術創造論 イノベーション論 イノベーション論 イノベーション・マネジメント イノベーションマネジメント

35 332 イノベーションと産官学連携 変革のファシリテーション 産業連携とイノベーション

36 333 先端技術とイノベーション イノベーション技術総論

334 新概念創生論

335 先端認知科学概論

37 336 イノベーション研究 イノベーションと標準化 プロジェクトマネジメント演習 イノベーション戦略論 イノベーションと技術経営 イノベーション概論

38 331 知的財産戦略 知的財産戦略 知的財産権戦略 ＩＰマネジメント 知的財産権戦略 知財交渉戦略 知的財産法 知的財産マネジメント論 知識マネジメント

39 332 契約書、特許 実践知的財産保護 知的財産戦略（応用） 知識・技術経営政策論 イノベーションと知的財産

333 Ｒ＆Ｄ戦略と知的財産戦略 企業価値と知的財産

334 企業経営における知的財産活動 知的財産経営

335 ライフサイエンス知財と国際制度 知識社会論 国際知的財産マネジメント

336 知的財産権侵害実務 比較知識制度論

40 337 知的財産法 知的財産権法 技術・知的関連法 ナレッジの創造とマネジメント 知識システム論

41 411 生産システムマネジメント 生産管理特論 実践的生産システム論 オペレーション・リサーチ

42 412 生産管理 生産管理 安全安心技術 制約理論概論 生産システム論

43 413 海外におけるものづくり 情報化製造技術特論 トヨタの生産方式と見える化

44 421 品質マネジメント 標準化とユニット化

45 423

46 424

50 511 情報通信概論 ＩＴビジネス論 組織戦略とＩＣＴ 情報ネットワーク特論 IT経営戦略 IT戦略論 組織におけるITﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ イノベーションのための情報技術

512 ICTを活用した新規ビジネス テレワーク概論 Ｗｅｂ工学とビジネスモデル

513 ネット社会のビジネスモデル 経営情報システム

51 514 ITビジネス セキュリティマネジメント 情報技術

52 611 法令と規則 企業法務

53 612 会社法 リーガルマネジメント コンテンツビジネス法務特論

54 613 契約書 経営情報管理と個人情報保護

55 621 財務会計 会計 財務会計 財務会計 コーポレートファイナンス 会計・財務特論 コーポレートファイナンス 企業会計論 財務・会計

622

56 623 財務諸表基礎 金融リスク・マネジメント 財務会計基礎

57 624 資本市場論 ファイナンス応用

58 625 管理会計 会計数値で管理 経営管理会計 金融工学 金融工学 財務戦略特論 会計の基礎理論 金融システム論

626 金融工学特論 管理会計基礎

59 627 ﾆｭｰ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ 企業価値評価 会計情報と資本市場 中小企業ファイナンス論 ファイナンス戦略 金融工学

628 国際投資戦略

629 金融リスク管理の最先端 租税法実施実務

60 630 原価管理 製造原価 財務分析 計算ファイナンス ビジネス会計学

61 631 リーダーシップ論 マネジメントとラーダーシップ リーダーシップ論 成果主義とコンピテンシー リーダーシップ論 企業経営とリーダーシップ

62 631 人財育成と設備投資 ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 組織と人材マネジメント
企業におけるリーダーシップ

意思決定論 グローバル人的資源管理

63 631 戦略的ディベートの実践 戦略思考特論 企業における組織活性化

64 634

65 711 統計学の基礎 実践的統計解析基礎 統計分析論 ビジネス統計学 実践的社会調査法

66 712 技術経営データー分析 MOT特論 社会科学方法論

67 713 科学計量学

68 714

69 721 経営戦略論 地域経済論 ビジネス経済学 科学哲学・科学史 経済学概論

70 722 経営学基礎、経営学概論 経済分析論 通貨と金融の国際経済 計量経済学理論・演習

71 723 経済動向事情 日本金融経済論

72 724 企業科学

73 731 英語によるコミュニケーションスキル

74 732 報告書・論文 報告書の書き方 英語のシャワー

75 733 ロジカルシンキング演習

76 734

その他

環境経営

財務会計

生産管理

技術開発
マネジメント

品質管理

経済学

プロジェクト
マネジメント

事業計画
・経営計画

組織・人事

710 統計・数学

会社法・
労働関連

610

620

330

420

中区分

210 商品企画

220

310

230

生産活
動

500

320

知的財産・
技術契約

情報概論510

410

イノベーション

情報
通信

400

600
総務・経
理

700 基礎 720

730

630

記　　事

講座名

100 経営

130
ベンチャー育成

大区分

技術経営戦略論110
技術経営戦略概論

300
研究・
開発

社会的責任、
リスク管理、
環境経営　等

120

330

200
市場・
営業活
動 マーケティング

ブランド・広告


