
 

平成 21 年 12 月 24 日 

各   位 

会 社 名 株式会社ビジネス・ブレークスルー 

代表者名 代表取締役社長      大前 研一 

（ コード番号 2464  東証マザーズ ） 

問合せ先 代表取締役副社長    伊藤 泰史 

（ TEL. 03-5860-5530 ） 

 

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部設置認可に関するお知らせ 

 

当社は、千代田区における構造改革特別区域「キャリア教育推進特区」を利用した「ビジ

ネス・ブレークスルー大学」の設置認可申請を文部科学省に提出しておりましたが、このた

び、平成 21 年 12 月 24 日付で文部科学省より、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部の

設置が認可されましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．設置認可されたビジネス・ブレークスルー大学の概要 

大学名 ビジネス・ブレークスルー大学 

開学時期 2010 年 4 月（予定） 

学部学科 経営学部 

グローバル経営学科 

ＩＴソリューション学科 

学位 学士（経営学） 

教育方法 インターネットによる遠隔教育 

収容定員 1,320 名（編入定員：120 名含む） 

グローバル経営学科   800 名（入学定員：200 名）  

IT ソリューション学科 400 名（入学定員：100 名）  

修業年限 4 年 

学費 学費合計（４年間）：350 万円 

入学金    ：30 万円 

授業料    ：70 万円／年 

システム利用料：10 万円／年 

［参考］ 

修士課程 

ビジネス・ブレークスルー大学大学院（平成 22 年４月名称変更予定）

 専攻  ：経営管理専攻、グローバリゼーション専攻 

 収容定員：400 名 

 



当社は、文部科学省より認可を受け平成 17 年４月開学したビジネス・ブレークスルー

大学院大学（以下、BBT 大学院）を含め、日本最大級のＭＢＡプログラムを運営提供する

などマネジメント教育事業を展開しております。 

これまでの BBT 大学院等での実績のもと、当社は、千代田区における構造改革特別区域

「キャリア教育推進特区」を利用した「ビジネス・ブレークスルー大学」の設置認可申請

を平成 21 年５月に文部科学省に提出し、６月に申請が受理されて以降、文部科学省によ

る設置認可の審査を受けてまいりました。 

このたび、平成 21 年 12 月 24 日付で文部科学省より、ビジネス・ブレークスルー大学

経営学部の設置が正式に認可されました。 

  今回認可されたビジネス・ブレークスルー大学は、100％オンラインによる授業で  

「学士（経営学）」を取得できる大学として日本初となるオンライン大学となり、高等学

校卒業者だけでなく、勤労中のビジネスパーソンや海外住居者も授業をうけることを可能

にしております。加えて本大学では、「経営と IT 分野の基礎」「問題解決力」「英語力とグ

ローバルリーダーシップ」を両学科共通科目として徹底的に育成し、卒業後、実社会のど

の分野でも結果を出せる人材の基盤形成を目指してまいります。 

当社は、本大学の運営をはじめ、経済がグローバル化した 21 世紀の国際社会に活躍で

きる人材を育成・輩出してまいります。 

※詳しくは、添付資料をご参照ください。 

 

２．今後のスケジュール（予定） 

平成 22 年１月 上旬～ 募集開始 

平成 22 年２月 中旬～ 入学試験 

平成 22 年４月 １日  開学 

平成 22 年４月 上旬  入学式 

 

３．大学事業における業績見通し 

今回の設置認可されたビジネス・ブレークスルー大学の開学時期は、平成 22 年４月を

予定しており、平成 22 年３月期の業績への影響は軽微であります。 

なお、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部の開学により、今後、４年間で収容定員

（1,320 名）の全てを充足した場合、売上高への影響は、約 12 億円程度増加する可能性

があります。 

 

以 上 
                   

        本件に関するお問合せ先 

株式会社ビジネス・ブレークスルー 

大学設置準備室 宇野、溝上 

TEL：03‐5860‐5544 Fax：03‐5297‐1782 

URL：http://bbt.ac 



 

【本リリースの問い合わせ先】 

株式会社ビジネス・ブレークスルー http://bbt.ac/ 

〒101‐0022 東京都千代田区神田練塀町 3番地 富士ソフトビル 19Ｆ   TEL：03‐5860‐5544  Fax：03‐5297‐1782 

担当：宇野・溝上（大学設置準備室）、秋元   E－Mail：uno@bbt757.com mizogami@bbt757.com 

関係各位                                                                         2009年 12月 24日 

                               株式会社ビジネス・ブレークスルー 

（ コード番号 2464 東証マザーズ ） 

ビジネス・ブレークスルー大学院大学 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 ビジネス・ブレークスルー（所在地：東京都千代田区、代表取締役：大前研一）は、日本初とな

る経営学の学士が取得できる 4 年制オンライン大学「ビジネス・ブレークスルー大学（BBT 大学）」の開学設

置許可を申請しておりましたが、本日、文部科学省より 2010 年 4 月 1 日開学の設置認可が下りたことをお知

らせいたします。 

 

■ビジネス・ブレークスルー大学（BBT 大学）とは■ 

ビジネス・ブレークスルー大学（以下 BBT 大学）は、大前研一が学長を務め、通学不要で 100%オンラインに

よる授業で経営学の学士を取得できる大学として日本初となるオンライン大学です。 

運営会社である「株式会社ビジネス・ブレークスルー」は、社会人向けにオンラインで経営・ビジネス教育を

行う企業として国内最大手。また、日本最大級の MBA（経営管理学修士）プログラムを運営提供しており、BBT

大学はその実績をもとに新設するものです。出願開始は 2010 年 1 月 7 日からです。 

＜ビジネス・ブレークスルー大学＞ http://bbt.ac 

 

 

 

① 通学不要。100%オンラインで 24 時間いつでも授業が受けられる 

授業はリアルタイムではなく、学生がいつでも視聴できるオンデマンド式。勤労中の方、海外居住の方も学習

可能。スクーリングの必要は一切ありません。 
 

② 日本初、4年制のオンライン大学で「学士(経営学)」の取得が可能 

日本初、オンラインのみによる修学で、卒業時に文部科学省認可の大学卒業資格にあたる「学士(経営学)」の

学位が授与されます。 
 

③ 企業経営者の声を反映した実践的カリキュラム 

経営と IT の知の体系を学ぶだけではなく、知を活かした論理的思考で問題を発見・解決する「問題解決力」、

問題解決案を世界のどこでも誰とでも実行し結果を出せる「英語&リーダーシップ」もカリキュラム化。企業

経営者の声を反映し、自ら道を切り拓ける人材を輩出します。 
 

④ 多方向学習で活発なコミュニケーション 

オンラインでありがちな一方通行の講義学習ではなく、教師⇔学生、学生⇔学生、学生⇔ティーチングアシス

タントなど、多方向からの議論を行い、コミュニケーションを図りながら学習します。 

2010 年 4 月開学！ 日本初、経営学の学士が取得できるオンライン大学 
 

「ビジネス・ブレークスルー大学」の設置が 

文部科学省より認可されました 

ビジネス・ブレークスルー大学 4 つの特徴 

( 添付資料 ) 



 

【本リリースの問い合わせ先】 

株式会社ビジネス・ブレークスルー http://bbt.ac/ 

〒101‐0022 東京都千代田区神田練塀町 3番地 富士ソフトビル 19Ｆ   TEL：03‐5860‐5544  Fax：03‐5297‐1782 

担当：宇野・溝上（大学設置準備室）、秋元   E－Mail：uno@bbt757.com mizogami@bbt757.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ビジネス・ブレークスルー大学の教育理念と教育目的 

＜教育理念＞ 

知的創造を礎に、国際的視野と開拓者精神を持ち、先駆的指導者たらん人格を涵養し、世界社会に貢献する。 

＜教育目的＞ 

世界中の研究者、経営者、実務家との交流を通じて、ビジネスのアイディアや発想、意見の交換を活性化する

ことのできる 21 世紀のグローバリズムに相応しい知的共通基盤（プラットフォーム）としての機能をもち、

経済学、経営学を中心とした世界水準の革新的な知の創造の実現とその普及に努める、常に世界に開かれた大

学として、世界社会に貢献することのできる職業人・起業家を養成することを目的とする。 

 

■ビジネス・ブレークスルー大学が目指す人材像 

グローバルリーダーの輩出 

世界中どこでも誰とでも臆せずコミュニケーションが取れ、リーダーシップを発揮して、日本と世界の産業創

出、発展に貢献する人材こそ、今後の日本経済を支える重要な存在となります。 

本学では「経営と IT 分野の基礎力」「問題解決力」「英語力とグローバルリーダーシップ力」の共通科目を通

し、世界中どこでも活躍できるグローバルリーダーを育てます。 

 

■グローバルリーダーを育てる 2 つのコース 

・グローバル経営学科：IT の分かる経営リーダーを育成 

経営の基礎体力から最新動向までを身に付けるだけでなく、世界中の国々についての歴史や文化なども多角的

に学びます。日本だけでなくグローバルに活躍ができる人材を育成。 
 

・IT ソリューション学科：経営の分かる IT リーダーを育成 

コンピューターサイエンス・ソフトウェア工学などの情報技術、プログラミングをはじめオンラインビジネス

を設計開発できるスキルに加えて、経営基礎にも通じ、グローバルな環境で活躍できる IT リーダーを育成。 

【学長の挨拶】 
 

「世界で活躍できる人を育てます」 
 

見習うべき国も減り、見習うべき企業も減り、見習うべき人も減った。今後 50 年は、人口も減り、企業数も減り、新興国が追

い上げ追い越していく。このままでは、ただでさえ国土の小さい日本は規模も存在感も小さくなる。 
 

私は、そんな時代を生きる日本の若い人たちに偉そうに teach（教える）しようとなんて思ってはいない。答えのない時代にあ

たかも答えがあるかのように教える teach というのは、20 世紀、いや 19 世紀のやり方だ。21 世紀の大学は自ら能動的に learn

（学習）し突破する答えを見つける、それを熱くサポートする仲間と教師が世界中にいてオンラインで結ばれている。 

そんな大学を日本にひとつくらい創らなければ、日本に未来はないと思う。 
 

ビジネス・ブレークスルー大学院大学 学長

ビジネス・ブレークスルー大学学長就任

 

【大前研一学長 略歴】 

 

1943 年生まれ。早稲田大学理工学部卒業、マサチューセッツ工科大学（MIT）大学院原子力工学科で博士

号を取得。日立製作所に入社、原子力開発部。72 年、1972 年、マッキンゼー・アンド・カンパニー・イン

ク入社。以来ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を務める。94 年 英国エコノミスト誌 Guru

特集で世界の Guru5 人中の一人に選出。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(ＵＣＬＡ)大学院公共政策学

部教授、スタンフォード大学教授、韓国の梨花大学国際大学院名誉教授、高麗大学名誉客員教授等、海外

教授歴多数。2005 年「The Next Global Stage」刊行、13 ヶ国語翻訳されベストセラー。Thinkers50 でも、

世界の経営戦略家 50 人にアジア人として唯一名を連ねる。 



 

【本リリースの問い合わせ先】 

株式会社ビジネス・ブレークスルー http://bbt.ac/ 

〒101‐0022 東京都千代田区神田練塀町 3番地 富士ソフトビル 19Ｆ   TEL：03‐5860‐5544  Fax：03‐5297‐1782 

担当：宇野・溝上（大学設置準備室）、秋元   E－Mail：uno@bbt757.com mizogami@bbt757.com 

 

【ビジネス・ブレークスルー大学（BBT 大学）基本情報】 

 

■授業料     ■定員 

学費合計（4年間）：350 万円   グローバル経営学科：本科生 200 名 

入学金：30 万円      IT ソリューション学科：本科生 100 名（編入学 30 名） 

授業料：70 万円／年 

システム利用料：10 万円／年 

 

■応募資格     ■試験 

高校卒業もしくはそれと同等の能力を持つ者 小論文と面接 

 

【概要】 

名称：ビジネス・ブレークスルー大学 

学長：大前研一 

学部：経営学部 

学科：グローバル経営学科 ／ IT ソリューション学科 

募集人員：グローバル経営学科 本科生 200 名  

IT ソリューション学科 本科生 100 名 編入学 30 名  

学位：学士(経営学) 

学習方式：パソコン上で、インターネットを通じた学習 （スクーリング無し） 

 

株式会社ビジネス・ブレークスルー 

〒101‐0022 東京都千代田区神田練塀町 3番地 富士ソフトビル 19Ｆ 

TEL：03‐5860‐5544 Fax：03‐5297‐1782 

http://www.bbt757.com/ 

 


