
理工学研究科、都市環境科学研究科、システムデザイン研究科、人間健康科学研究科 

の学生の方へ 

 

 
 

 東京工業大学大学院で開講しているキャリア科目（企業の第一線で活躍した経験の 

ある講師陣による講義演習）を受講することができます。 

受講をお考えの皆さんは、下記のとおりご相談・お申込ください。 

 

○ 対象授業 

  大学院キャリア科目 

（次頁「平成 29年度後期 東工大イノベーション人材養成機構（IIDP）講義大学院

キャリア科目一覧」参照） 

 

○ 申込方法 

 ※ 履修を希望する学生は、必ず指導教員に相談の上、申し込んでください。 

 

 【東京工業大学への申込】 

東京工業大学イノベーション人材養成機構事務室あてに、学生本人がメールにより 

下記事項を記載の上、申し込んでください。 

記載事項：①氏名  ②本学での所属（研究科・専攻） ③履修する授業科目名 

   申込先メールアドレス： iidp@jim.titech.ac.jp 

   申込期間：１０月３日（火）～ １０月１６日（月） 

  ※ 受講許可の内諾を得る前であっても、講義に出席することができます。 

 

 【本学への手続き】 

東京工業大学へ申込後、受講許可の内諾について、東京工業大学より学生本人へ 

メールでお知らせがあります。内諾後、速やかに所属研究科教務係に「履修承認願」

を提出してください。（様式は、所属研究科教務係にあります。） 

 提出期限：１０月１６日（月）１７：００ 

 ※ 東京工業大学から内諾の連絡が無い等の理由により提出が遅れる場合は、期限

前に下記の他大学授業履修担当までご相談ください。 

 

○ 単位認定 

  修得した単位の認定及び修了要件に含まれるかは、研究科によって異なります。 

 詳しくは各研究科教務係にお問い合わせください。 

 

※ その他、ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

（問合せ先）教務課教務係 他大学授業履修担当 

        場所：南大沢キャンパス１号館１階 教務課４番窓口 

        電話番号：０４２－６７７－１１１１（内線２２２２） 

 
東京工業大学大学院のキャリア科目受講者の募集 



平成29年後期（3Q、4Q）　　東工大イノベーション人材養成機構（IIDP)講義大学院博士キャリア科目一覧（案）

　　講義内容の概要については、こちら⇒http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0210&GakubuCD=7&KamokuCD=110600&tab=2&focus=600&LeftTab=graduate&lang=#num600

  ※600番台が表示されないときは、「科目コード」と記載されている箇所右側　「600番台」（リンク有り）の文字をクリックしてください

科目コード
英語
対応 講義・演習科目【クラス】 講師 時間 講義室 対応GA

9/26（火） ①
10/3（火） ②
10/10（火） ③川合
10/17（火） ④
10/24（火） ⑤
10/31(火) ⑥鈴木
11/7（火） ⑦

9/28（木） ①

10/5（木） ②

10/12（木） ③

10/19（木） ④

10/26（木） ⑤

11/2（木） ⑥

11/9（木） ⑦

　　講義内容の概要については、こちら⇒http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0210&GakubuCD=7&KamokuCD=110600&tab=2&focus=600&LeftTab=graduate&lang=#num600

  ※600番台が表示されないときは、「科目コード」と記載されている箇所右側　「600番台」（リンク有り）の文字をクリックしてください

科目コード
英語
対応 講義・演習科目【クラス】 講師 時間 講義室 対応GA

11/29（水） ①
12/6（水） ②
12/13（水） ③
12/20（水） ④
1/10（水） ⑤
1/17（水） ⑥
1/24（水） ⑦

池上　徹
【シュルンベルジェ（株）開発本部　Physics Metier Manager】

11/29（水） ①

菅野　忠臣
【ＤＳＭジャパン、イノベーション担当ヴァイスプレジデント】

12/6（水） ②

ゲストスピーカー（米国情報通信企業） 12/13（水） ③

奥　　泰介
【P&G International Operations Beauty Care R&D Section Head】

12/20（水） ④

大久保　孝俊
【スリーエム ジャパン(株)
コーポレート・プロセス・イノベーション及び品質保証本部担当役員チーフ・プロセス・オフィサー
（CPO)】

1/10（水） ⑤

奥山　将（ひとし）
【ボッシュ株式会社　ガソリンシステム事業部ガソリン開発部　ゼネラル・マネージャー　】

1/17（水） ⑥

大村　和元
【GEヘルスケア・ジャパン株式会社　コネクトエンジニアリング部長】

1/24（水） ⑦

Toru Ikegami
【シュルンベルジェ（株）開発本部　Physics Metier Manager】

11/29（水） ①

Ｔａｄａｏｍｉ　Ｋａｎｎｏ
【ＤＳＭジャパン、イノベーション担当ヴァイスプレジデント】

12/6（水） ②

ゲストスピーカー（米国情報通信企業） 12/13（水） ③

Ｔａｉｓｕｋｅ　Ｏｋｕ
【P&G International Operations Beauty Care R&D Section Head】

12/20（水） ④

大久保　孝俊
【スリーエム ジャパン(株)
コーポレート・プロセス・イノベーション及び品質保証本部担当役員チーフ・プロセス・オフィサー
（CPO)】

1/10（水） ⑤

Ｈｉｔｏｓｈｉ　Ｏｋｕｙａｍａ
【ボッシュ株式会社　ガソリンシステム事業部ガソリン開発部　ゼネラル・マネージャー　】

1/17（水） ⑥

Ｋａｚｕｙｕｋｉ　Ｏｈｍｕｒａ
【GEヘルスケア・ジャパン株式会社　コネクトエンジニアリング部長】

1/24（水） ⑦

◆すずかけ　J232
at Suzukake campus

★

木曜日
7-8限

15：05～16：35

博士キャリアプラン【Ｄ】
(Doctoral Career Plan【Ｄ】)
※博士キャリアプラン【A】【B】と同内容、重複履修不
可

●大岡山 H112
at O-okayama campus

R&D Activities of Global companiesⅡ【E】
（連絡教員：古田健二特任教授）
※グローバル企業の研究開発実践論Ⅱ【J】と同内
容、重複履修不可

水曜日
7-8限

15：05～16：35

P1D

羽鳥　好律
【東京工業大学　特命教授】

水曜日
5-6限

13：20～14：50

A0D
P0D

P1D

グローバル企業の研究開発実践論Ⅱ【J】
(R&D Activities of Global companiesⅡ【J】)
（連絡教員：古田健二特任教授）
※R&D Activities of Global companiesⅡ【E】と同内
容、重複履修不可

◆すずかけ J233
at Suzukake campus

水曜日
3-4限

10：45-12：15

日程

日程

LAC.P657-02

テクノロジーマネジメント実践論【Ｃ】
(Technology Management Practice【Ｃ】)
※テクノロジーマネジメント実践論【Ａ】と同内容、重複履修
不可

古田　健二
【東京工業大学 特任教授】

LAC.C602-03

古田　健二
【東京工業大学 特任教授】
川合　伸明：③10/10
【熊本大学パルスパワー科学研究所　准教授】
鈴木　勝博：⑥10/31
【桜美林大学  イノベーションマネジメント准教授】

火曜日
5-6限

13：20～14：50

●大岡山 S621
at O-okayama campus

LAC.P654-01

LAC.P654-02

A0D
P0D

LAC.C601-03

博士キャリアデザイン【Ｃ】
(Doctoral Career Design【Ｃ】)
※博士キャリアデザイン【Ａ】【B】【D】)と同内容、重複
履修不可

◆すずかけ　J232
at Suzukake campus

P1D

3Q 

4Q 
●プロダクティブリーダー教育院（PLP）所属学生に求められるGraduate Attributes（GA） 



平成29年度後期　IIDPキャリア科目　外部講師

講義・演習科目 担当講師 講師紹介

川合　伸明

熊本大学パルスパワー科学研究所准教授。
東京工業大学大学院総合理工学研究所物質科学創造専攻にて博士（工学）の学位取得後、
東京工業大学応用セラミックス研究所（現：フロンティア材料研究所）博士研究員
宇宙航空研究開発機構（JAXA）プロジェクト研究員
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）助教を経て、現職に至る。
専門は固体衝撃科学。
物質の本質的な変形・破壊ダイナミクスの探求をテーマに、
衝撃波という瞬間的な応力パルスを物質に作用させることにより、
物質の力学応答ダイナミクスや、その後の損傷形成・進展による破壊メカニズムを解明すべく研究を進めている。

鈴木　勝博

桜美林大学ビジネスマネジメント学群 准教授。シンクタンクのマネージャ、中小ＩＴ企業の執行役員など、
10年ほどの民間勤務ののち、(独)中小機構のリサーチャとして　ハイテク中小企業のイノベーション創出調査に従事。
その後、東工大 産学連携推進本部　にて、ベンチャー支援や、大企業におけるデザイン思考を用いた新ビジネス創出支援に関与。
現在も、民間企業等と関わりながら、イノベーション創出支援、ベンチャー支援、起業家教育を行っている。
早稲田大学 先端ベンチャー・起業家研究所　招聘研究員、電子情報通信学会　国際標準化教育検討委員会　委員を兼任。

池上　徹
シュルンベルジェ（株）開発本部　Principal Physicist。入社後、資源探査用計測機器開発プロジェクトにて、計測理論・実験・シミュレーション・データ解析と、幅広い
業務分野を担当する。プロジェクトの完了後、米国の研究センターにて油井内での音波伝搬に関する基礎的研究に従事。帰国後，プロジェクトマネージャ、プログラ
ムマネージャ等の中間管理職を経て、再び技術職に就く。大学院時代の専門は超低温物性実験。単に「面白そうだから」というのがこの道に足を踏み入れた理由。

菅野　忠臣

ＤＳＭジャパン、イノベーション担当ヴァイスプレジデント。
これまでに大手乳業メーカー、大学発ベンチャー、輸送機器メーカーにてライフサイエンス領域の新事業開発に従事。市場並びに技術の開発マネジメントの要職を
経験し、現在は大学、医療関係も含めた健康関連のビジネスを企画推進中。講義においては「ＤＳＭが捉えるグローバル市場におけるイノベーションの方向性とその
研究開発マネジメントを概観し、今後研究開発を志向する学生の疑問・不安に対する回答の一助となることを目指す。」

奥　　泰介
P&G International Operations Beauty Care R&D Section Head。P&G研究開発ヘアケア部門にて、世界中の消費者をターゲットにした製品開発を行っている。消費者
調査を通じてニーズを理解し、それを満たす処方を開発。さらに世界中の工場で新処方の生産ラインを立ち上げ、消費者に数多くの製品を届けてきた。現在はシン
ガポール研究所にて、洗い流さないトリートメントを全世界に向けて開発中。並行して日本からアジア全体の研究所への採用も担当している。

奥山　将（ひとし）

1992年に東北大学工学部修士課程を修了。同年4月に株式会社ゼクセルに入社後はガソリン直噴システム用インジェクタ開発に5年、ポンプ開発に3年従事。その
後、ドイツへの3年間の出向期間中も制御システムファンクション適合を担当する等、一貫してガソリン直噴エンジンに携わる。合併を経て、2005年7月よりボッシュ株
式会社の社員に。ドイツから帰国後はプロジェクトマネジメント、営業経験を経て2009年にガソリンシステム開発部へ。現在はゼネラルマネージャーとしてパワートレ
インシステム開発を担当。

大村　和元

1991年現在のGEヘルスケアジャパンの前身にあたる横河メディカルシステムに入社。
CT, MRIのソフトウエア開発およびマネジメントを担当の後、
モダリティの枠を超えたソリューションの開発プロジェクトをリーン開発の手法に基づいて行った。
現在は研究開発部において人工知能、画像処理関係の研究プロジェクトを進めている。

大久保　孝俊

スリーエム ジャパン(株)　コーポレート・プロセス・イノベーション及び品質保証本部担当役員チーフ・プロセス・オフィサー（CPO)。　３Mアジアパシフィック地域担当
シックスシグマ・ディレクターとアメリカのスリーエム社コーポレート・リサーチ・ラボ上席技術部長の海外経験後、日本での技術担当役員チーフ・テクニカルオフィサー
（CTO)を経て現職。研究開発・製造・サプライチェーン・マーケティング・営業・品質保証を含む全ビジネスプロセスの全体最適化を目標にした全社横断・業務改革を
リーンシックスシグマの方法で推進中。　「イノベーションを創出する企業文化とマネジメント」のテーマで、東京大学、大阪大学、早稲田大学、慶応大学、一橋大学な
どの招聘講師の社外活動をベースにして、現在は「ホモ・サピエンスの本質からイノベーションを科学する」のテーマの探究中。

藤原 洋
日本の起業家・科学者。現在ブロードバンドタワーの代表取締役CEO。インターネット総合研究所の代表取締役も兼務。京都大学にて宇宙物理学の学士、東京大学
にて工学の博士を取得。MPEG技術の標準化に大きな貢献を果たした。

吉村　譲
Ｔｅａｍ　Ｌａｂ 取締役。徳島市出身。東京工業大学卒、東京工業大学大学院修士課程中退（知能システム工学専攻）。大学では、恐竜型2足歩行ロボットの開発を研
究。00年の3月頃より、猪子、青木と共にセレクトウェアの研究を始める。00年12月有限会社チームラボ設立、取締役に就任。主に、大型開発のマネージメントを担
当。

鮫島　正洋

東京工業大学金属工学科卒業。
藤倉電線㈱（現 ㈱フジクラ）にてエンジニア（電線材料の開発）、92年弁理士登録後、
日本アイ・ビー・エム㈱にて知的財産業務を経て99年弁護士登録。2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。
弁護士業に留まることなく、知財戦略、知財マネジメント、知財政策など多方面に向けた発言を行い、
その貢献に対して2012年知財功労賞受賞。
著書；「新・特許戦略ハンドブック」（商事法務2006）〔編著〕、「技術法務のススメ」（日本加除出版2014）〔共著〕、
「知財戦略のススメ コモディティ化する時代に競争優位を築く」（日経ＢＰ2016）〔共著〕など。
「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデル。

浜田 高宏 K-Wiｌｌ 代表取締役社長。ＫＤＤ株式会社（現ＫＤＤＩ）に入社後、同社研究所において画像圧縮、画像処理、画像評価の研究に従事。1999年8月に社内ベンチャー第1
号として株式会社ケイディディメディアウィルを設立。同社代表取締役社長に就任。

山本　加世子
日刊工業新聞社論説委員・編集局科学技術部編集委員。 東京工業大学ほか非常勤講師。お茶の水女子大学理学部卒。工学修士（東京工業大学）。 博士（学術・
東京農工大学）。 記者として活躍しながら社会人で博士号を取得。 科学技術報道（化学、バイオなど）、 業界ビジネス報道（化学業界、飲料業界）担当を経て、 現
在、大学・産学連携、文部科学行政を担当。 産学連携学会：業績賞受賞（２０１１年度）。

原田　裕介 ＡＤＬ（ジャパン）代表取締役 マネージングディレクター＆パートナー。蔵前ゼミなどで講演実績あり。大手精密・電子機械メーカー(研究・開発、業務改革、企画管理、
技術戦略)を経て、ADLに参画。経済産業省技術経営プログラム企画検討委員。

秋山　吉宏
㈱サキコーポレーション　取締役副社長。松下電器産業に入社、以降ＡＶ機器、ＯＡ機器の研究開発に従事した後サキコーポレーションの設立に関与。自主開発した
基板検査装置を主力商品として同社は、今や同分野で世界2位のシェアを確保する優良企業に成長。自身は専門の機械工学をコアとしながらもエレクトロニクス、ソ
フトウエアまで手がけ、経営にもたずさわるというマルチな活躍で、企業を支えている。

テクノロジーマネジメント実践論
博士キャリアデザインⅠ

古田健二

東工大特任教授。総合電機メーカーで開発業務の要職を担当した後、技術マネジメントに焦点をあてた経営コンサルタントとして活躍し産業界における技術活動に
関して豊富な知見を有している。米国系コンサルティング会社の代表として活躍後自ら技術マネジメントに特化したコンサルティング会社を設立し、ベンチャー企業の
立ち上げの経験も有している。東工大において特任教授として２１世紀ＣＯＥ,グローバルＣＯＥ活動した後プロダクティブリーダー養成機構（ＰＬＩＰ）において博士後期
課程の学生のキャリア科目の講義、インターンシップのコーディネーターなどを担当し、大学院生のキャリア教育に豊富な経験を有している。

知識集約型キャリア開発

博士キャリアデザイン

グローバル企業の研究開発実践論Ⅱ
【Ｊ】

R&D Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ of Global companies Ⅱ
【Ｅ】
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