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■VG031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG031／修了研究１（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）の作成 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）を執筆するための研究論文指導を行うことを目

的とする。 

 修士論文（ビジネスリサーチ）においては、自己の実務経験や社会経験という素材を批判的に捉え、そこから自己の問題関心を

見つめ、これに基づいて、社会や経営現象に対する具体的な問いを立て、社会科学的な探求課題へと練り上げていく必要があ

る。 

 そのためには、同様の関心からどのような研究が行われてきたのか、研究対象である社会現象に対してどのような観点から研

究が行われてきたのかを丁寧に検討し、そのうえで独自の研究課題を設定する必要がある。 

 加えて、社会科学的な探求を実践するには、適切な方法の選択が不可欠である。従って、研究課題に適合的な方法を選択する

には、一定の方法論的な知識が要求されることとなろう。 

 修士論文（ビジネスデザイン）の指導では、創造的な事業を構想し、具体的なビジネスプランとして策定することを目的とする。

外部環境と内部環境を分析し、社会生活に関わる問題を発見した上でこれらを解決するための新たな事業を構想し、これを具体

的な実行可能プランにするための計画を策定する。それは新たな価値を社会に提供するものであり、社会の豊かさに貢献するも

のでなければならない。それゆえビジネスに関する単なる技法だけではなく、社会や人間の生活に対する深い洞察やビジネスの

本質についての議論を深めることが重要となる。 

本授業では、ディスカッション及び個別指導を通じて、上記の点について指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題意識を練る・ビジネスデザインについて 

2. 問題意識を練る・ビジネスデザインの 5 つのステップ 

3. 具体的「問い」を立てる・事業機会の分析と把握 

4. 具体的「問い」を立てる・事業機会の分析と把握 

5. 先行研究を検討する・事業機会の分析と把握 

6. 先行研究を検討する・ビジネスプランの中間報告 

7. 先行研究を検討する・事業機会の発見 

8. 調査方法を検討する・事業機会の発見 

9. 調査方法を検討する・事業機会の発見 

10. 調査方法を検討する・ビジネスプランの中間報告 

11. 仮説を構築する・ビジネスモデルの構想と構築 

12. 仮説を構築する・ビジネスモデルの構想と構築 

13. 仮説を構築する・ビジネスモデルの構想と構築 

14. ビジネスリサーチあるいはビジネスプランの中間報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の課題、作業に取り組んだうえで授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに合わせて必要な文献を指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ビジネスリサーチに取り組む方は調査法関係の科目を履修しておくとよいでしょう。ビジネスデザインに取り組む方は、会計系、財
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務系の科目、戦略やマーケティングなどの科目を体系的に履修しておくとよいでしょう。加えてビジネスデザインモジュールの科目

を履修することをお勧めします。 

 

【双方向による授業】 

本科目は、受講生によるプレゼンテーションと相互フィードバックによるディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授

業の割合は 100％（14 回中 14回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG032／修了研究２（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）の作成 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は修了研究 Aに続き、修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）を執筆するための研究論文

指導を行うことを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査項目を検討する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

2. 調査項目を検討する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

3. 調査項目を検討する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

4. 予備調査を実施する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

5. 予備調査を実施する・ビジネスプランの中間報告 

6. 本調査を実施する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

7. 本調査を実施する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

8. 本調査を実施する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

9. 調査結果を分析する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

10. 調査結果を分析する・ビジネスプランの中間報告 

11. 調査結果を解釈する・ビジネスプランの中間報告 

12. 調査結果を解釈する・ビジネスプランの中間報告 

13. 結論を導出する・ビジネスプランの最終報告 

14. 結論を導出する・ビジネスプランの最終報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自、毎回の課題、作業に取り組んだうえで授業に臨みましょう。自己の仮説やアイデアの批判的検証を行うことが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマおよび研究の進捗状況に合わせて必要な文献を指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

修了研究 Aを履修しておくとよいでしょう。また他の教員の修了研究も履修することを勧めます。 

 

【双方向による授業】 

本科目は、受講生によるプレゼンテーションと相互フィードバックによるディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授

業の割合は 100％（14 回中 14回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG033／修了研究１（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 1) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独創的で社会に貢献できる持続可能な事業を構想し，修士論文（ビジネスデザイン）を作成することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境分析と事業構想者の能力分析を考察して、事業領域を決定し、具体的な事業構想プランを策定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分の経験、能力、将来性に関する考察（事業構想者の能力評価） 

2. 環境分析（社会・歴史・文化環境の分析） 

3. 環境分析（経済環境の分析） 

4. 環境分析（自然・人口・地域環境の分析） 

5. 環境分析（法的環境の分析） 

6. 環境分析（自然科学・工学・技術環境の分析） 

7. 事業領域に関する考察（１） 

8. 事業領域に関する考察（２） 

9. 事業領域に関する考察（３） 

10. 事業領域に関する考察（４） 

11. 事業領域の決定 

12. 事業内容の考察（１） 

13. 事業内容の考察（２） 

14. 事業内容の考察（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

多様な科目を履修し、異なる視点で物事を認識・評価できるような幅広い教養を身に付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献度(30%)/ビジネスプランのプレゼンテーション(30%)/企画能力(20%)/調査能力(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG034／修了研究２（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独創的で社会貢献できる持続可能な事業を構想し，修士論文（ビジネスデザイン）を作成することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

構築した事業プランの検証を繰り返す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事業構想プランの発表（１） 

2. 事業構想プランの検証（１）（5W2H、SWOT 分析など） 

3. 事業構想プランの検証（２）（5W2H、SWOT 分析など） 

4. 問題点の指摘 

5. 事業構想の再構築（１） 

6. 事業構想の再構築（２） 

7. 事業構想の再構築（３） 

8. 事業構想プランの発表（２） 

9. 事業構想プランの検証と問題点の指摘 

10. 事業構想の再構築（４） 

11. 事業構想プランの発表（３） 

12. キャッシュフローの予測や財務データに関する確認 

13. キャッシュフローのリスクの見積もり 

14. 完成プランの発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

修了研究 Aを履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献度(30%)/ビジネスプランのプレゼンテーション(30%)/企画能力(20%)/調査能力(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG035／修了研究１（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 1) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修了研究として、起業（含む、社内起業、社会的起業）、新規事業創造に向けての具体的なビジネスモデル・プランとして策定し、

修士論文（ビジネスデザイン）を作成することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は修了研究として、新規性・実現可能性・社会性のある事業を構想し、具体的なビジネスモデル・プランとして策定するこ

とを目的とする。自己分析、事業機会の発見、チームの構成、経営リソースの調達など具体的なビジネスデザインを構築してい

く。年度末に各チームもしくは個人のビジネスモデル・プランを作成し、最終審査にのぞむ。 

毎回、各自のビジネスモデル・プランの進捗を発表し、教員と他の学生よりフィードバック、アドバイスを行い、プランを完成させて

いく。学生の状況・ニーズ、進捗に応じ、内容を講義する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【下記計画をもとに受講者と相談の上、また各自の進捗状況にあわせ、調整する】 

ビジネスデザインについて／修士論文（ビジネスデザイン）の構成 

2. ビジネスデザインの進め方／ビジネスモデルとビジネスプラン 

3. 自己分析①：自分自身のミッション・ビジョン・価値観など 

4. 自己分析②：自分自身の強み・弱み、特徴など 

5. 事業機会の分析と検討① 

6. 事業機会の分析と検討② 

7. アントレプレナー＆チーム(組織）について分析と検討① 

8. アントレプレナー＆チーム(組織)について分析と検討② 

9. 経営リソース(ヒト・モノ・カネ・ノウハウ・情報など）の分析と検討① 

10. 経営リソース(ヒト・モノ・カネ・ノウハウ・情報など）の分析と検討② 

11. 教員による全体へのアドバイス・フィードバック① 

12. 教員による全体へのアドバイス・フィードバック② 

13. ビジネスモデル 発表とフィードバック① 

14. ビジネスモデル 発表とフィードバック② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業までに少しずつでもビジネスモデルに関する調査、検討を進めること。 

着実な作業の蓄積が修士論文の成果につながっていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(50%)/完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 忽那 憲治、2013、『アントレプレナーシップ入門 -- ベンチャーの創造を学ぶ』、有斐閣ストゥディア (ISBN:9784641150027) 

「ビジネスデザインハンドブック」（ビジネスデザイン研究科発行）を全員に配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川 博和、2010、『マネジメント・テキスト ベンチャー・マネジメント［事業創造］入門』、日本経済新聞出版社 

(ISBN:4532133912) 

2. エリック・リース、2012、『リーン・スタートアップ』、日経 BP社 (ISBN:4822248976) 

授業のなかで適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

戦略・マーケティング系、会計・財務系、組織・人事系の科目の体系的履修を推奨する。 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による
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授業の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG036／修了研究２（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修了研究 A（ビジネスデザイン）に同じ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 修了研究 A（ビジネスデザイン）に続き、修了研究として、具体的なビジネスプランとして策定することを目的とする。修了研究に

おけるビジネスプランは、単なるビジネスアイデアではなく、革新性、実現可能性、社会性を備えていることが必須である。ヒアリ

ング調査、トライアルなども行いながら、事業の実現可能性と実現方法を検討する必要がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【下記計画をもとに、受講者と相談の上、決定する】 

ビジネスモデル・プランの概要報告① 

2. ビジネスモデル・プランの概要報告② 

3. 経営理念の構築① 

4. 経営理念の構築② 

5. 財務戦略 資金調達プランとリスク分析① 

6. 財務戦略 資金調達プランとリスク分析② 

7. 経営チームと組織検討① 

8. 経営チームと組織検討② 

9. ビジネスプランのプレゼンテーション演習とブラッシュアップ① 

10. 教員・学生によるアドバイス・フィードバック① 

11. ビジネスプランのプレゼンテーション演習とブラッシュアップ② 

12. 教員・学生によるアドバイス・フィードバック② 

13. ビジネス最終プラン報告① 

14. ビジネス最終プラン報告② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、着実にプランの調査、分析を進めること。 

学外でも可能な限り、ビジネスプランに関する調査、ヒアリング、実験などを実施すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(50%)/完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ビジネスデザインハンドブック」（ビジネスデザイン研究科発行）を全員に配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

計画的なビジネスモデル・プラン策定のために，修了研究 Aを履修すること。 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG037／修了研究１（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 1) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が選んだテーマやビジネスプランについての経営者・実務者視点での助言を行うこと 

 

授業の内容（Course Contents） 

自分でテーマを設定（架空でも、現実でも可）し、ビジネスのミッションや事業性を検討しながら、実際のビジネスプランを作成す

る。できるだけ現実的なビジネスプランになるよう指導をしていく。 

講義スケジュールや内容については各受講者と相談の上決定。 

原則ゼミ全体での授業はない。 

必要に応じて、経営者や実務者に対してのインタビュー 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

2. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

3. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

4. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

5. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

6. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

7. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

8. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

9. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

10. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

11. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

12. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

13. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

14. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員の著書（特に「ミッション」（アスコム）、「ついていきたい」と思われるリーダーになる 51の考え方（サンマーク）、「スター

バックス CEOだった私が伝えたいこれからの経営に必要な 41のこと」（中経出版））について、事前に読んでおくことを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究テーマ(20%)/研究の進捗(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG038 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG038／修了研究２（ビジネスデザイン） 

(Research Studies Seminar of Business Planning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が選んだテーマやビジネスプランについての経営者・実務者視点での助言を行うこと 

 

授業の内容（Course Contents） 

自分でテーマを設定（架空でも、現実でも可）し、ビジネスのミッションや事業性を検討しながら、実際のビジネスプランを作成す

る。できるだけ現実的なビジネスプランになるよう指導をしていく。 

講義スケジュールや内容については各受講者と相談の上決定。 

原則ゼミ全体での授業はない。 

必要に応じて、経営者や実務者に対してのインタビュー 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

2. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

3. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

4. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

5. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

6. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

7. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

8. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

9. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

10. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

11. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

12. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

13. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

14. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員の著書（特に「ミッション」（アスコム）、「ついていきたい」と思われるリーダーになる 51の考え方（サンマーク）、「スター

バックス CEOだった私が伝えたいこれからの経営に必要な 41のこと」（中経出版））について、事前に読んでおくことを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究テーマ(20%)/研究の進捗(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG039 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG039／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスデザイン研究科の教育方針であるゼネラリストのスペシャリストは、自らの専門性を理解しつつ経営を俯瞰できる人材で

ある。リサーチとしての修士論文は、テーマ設定と仮説・検証方法を習得し、論理的な思考を修得する。ビジネスデザインとしての

修士論文は、内外の企業環境を最適に結合するプランの創造にある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマを設定するために、関心領域と先行研究もしくは企業内外の環境について考察する。論文のテーマや事業領域を探すこと

の難しさを認識する。多くの関連分野の著書や論文、経済、社会、法、技術、そして自然環境を読み取り、自分の研究領域や事

業領域を絞り込む。各自の論文ないしプランの進捗状況を確認しながら、他者の論文やプランと比較し、自己の不足している点

や改善すべき点を確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 関心領域に関する発表 ゼミ形成により、多様な視点や考え方を発見する。 

2. 関心領域と周辺領域の参考文献と先行研究ないしはデータ等についての発表（１） 

3. 関心領域と周辺領域の参考文献と先行研究ないしはデータ等についての発表（２） 

4. テーマ（事業領域）の仮設定（１） 

5. テーマ（事業領域）の仮設定（２） 

6. テーマ（事業領域）の先行研究（関連事業等）レビュー（１） 

7. テーマ（事業領域）の先行研究（関連事業等）レビュー（２） 

8. テーマ（事業領域）の発表（１） 研究テーマ（事業領域）の選択肢を列挙する。 

9. テーマ（事業領域）の発表（２） 研究テーマ（事業領域）を一つに絞り込む。 

10. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法（１） 

11. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法（２） 

12. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法（３） 

13. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法について指導（１） 

14. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法について指導（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済、経営、会計、統計学などの基礎的な知識を身につけておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(50%)/意見交換(30%)/論文の完成度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG040 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG040／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文（ビジネスリサーチ及びビジネスデザイン）の完成 自らの専門領域と社会における立ち位置を確認する。テーマ（プラ

ン）が社会的に意義のあるものか否かを確認し、自らの問題意識と独創的な仮説・検証方法（事業プラン）を提示する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ（事業プラン）が社会的に意義のあるテーマとなっているか否かを繰り返し検討しながら、そのテーマ（事業プラン）の仮説・

検証（実現可能性）方法を確認し、論文（リサーチ及びデザイン）として完成度を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（１） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

2. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（２） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

3. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（３） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

4. 問題点の指摘 論文（プラン）の全体像と個々の仮説（事業要素）の整合性を考える。 

5. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（４） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

6. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（５） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

7. 問題点の指摘 考えられる他の検証方法（実現プラン）について考察する。 

8. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（６） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

9. 仮提出の論文（プラン）を完成させる。 

10. 問題点の指摘 再度、仮説（プラン）のもつ意義を確認する。 

11. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（７） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

12. 問題点の指摘 最終的なチェックを行う。 

13. 完成した論文（プラン）の発表 

14. 残された課題を考察する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

修了研究 Aの履修が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(20%)/意見交換(20%)/論文の完成度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG041／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が選んだテーマを論文として書くことを指導する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が選んだテーマに関連する過去の論文，書籍等の発表をしたり，討論をする。また，論文の書き方等を指導する。 

 経営戦略と国際ビジネスの Advanced Topics を学ぶ。 

Advanced topics in Strategic Management and International Business. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. イントロダクション 

3. 戦略領域における先行研究レビュー1 

4. 戦略領域における先行研究レビュー1 

5. 国際ビジネス領域における先行研究レビュー1 

6. 国際ビジネス領域における先行研究レビュー1 

7. テーマ設定 1 

8. テーマ設定 1 

9. 論文に関する相談 1 

10. 論文に関する相談 2 

11. 論文に関する相談 3 

12. 論文に関する相談 4 

13. テーマ設定 2 

14. テーマ設定 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テーマを考えておくこと. 

先行文献を読んだり、データ収集・分析したり、論文を書く。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の質(60%)/出席及び授業への貢献(20%)/発表点(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG042／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が選んだテーマを論文として書くことを指導する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が選んだテーマに関連する過去の論文，書籍等の発表をしたり，討論をする。また，論文の書き方等を指導する。 

 経営戦略と国際ビジネスの Advanced Topics を学ぶ。 

Advanced topics in Strategic Management and International Business. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文に関する相談 1 

2. 論文に関する相談 2 

3. 論文に関する相談 3 

4. 論文に関する相談 4 

5. 論文に関する相談 5 

6. 論文に関する相談 6 

7. Reserch Methodology1 

8. Reserch Methodology2 

9. Reserch Methodology3 

10. Reserch Methodology4 

11. データの分析方法 

12. データの分析方法 

13. 論文の提出 

14. 論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テーマを考えておくこと. 

先行文献を読んだり、データ収集・分析したり、論文を書く。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の質(60%)/出席及び授業への貢献(20%)/発表点(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG043／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院生生活の最後の仕上げとして，社会での経験を活かしつつ，修士論文を作成することを目的とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員は流通論やリテイルマーケティング，消費財メーカーのブランディングなどを専門としています。これらの知識と経験にも

とづき,指導を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容については受講生と相談の上，決定します。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

その他，各自の研究テーマや進捗に応じて参考文献やデータを紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG044／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院生生活の最後の仕上げとして，社会での経験を活かしつつ，修士論文を作成することを目的とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員は流通論やリテイルマーケティング，消費財メーカーのブランディングなどを専門としています。これらの知識と経験にも

とづき,指導を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容については受講生と相談の上，決定します。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

その他，各自の研究テーマや進捗に応じて参考文献やデータを紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG045／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業および食品産業の関連性を「フードシステム」の視点で理解し，農産物（モノ）の流通にくわえて，食品安全・付加価値情報の

流通，表示・認証，マーケティングなどについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

農業は，さまざまな関連産業と結びついて多くのビジネス機会を提供している。農業および関連産業は，一方でグローバル化を

指向するが，他方でローカル化に強みを発揮する事業者も少なくない。この授業では， 農業および関連産業をフードシステムと

いう視点で把握し，そこに見られる具体的な問題点や論点について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 農産物市場の特性（１） 

2. 農産物市場の特性（２） 

3. 食品産業とフードシステム（１） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

4. 食品産業とフードシステム（２） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

5. 品質とは何か 

 （品質属性，付加価値，付加的サービスほか） 

6. 情報の不完全と表示（１） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

7. 情報の不完全と表示（２） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

8. 食のリスク管理（１） 

（安全基準・表示規制等） 

9. 食のリスク管理（２） 

（生産情報トレーサビリティシステム） 

10. 表示制度と基準・認証（１） 

11. 表示制度と基準・認証（２） 

12. 表示制度と基準・認証（３） 

13. 産地呼称制度，地域ブランド（１） 

14. 産地呼称制度，地域ブランド（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録後に Blackboard 上で行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(30%)/議論への貢献(40%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG046／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の作成に向けた課題設定と研究計画の立案，調査研究のためのスキルの向上をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者には，各自の問題意識にそった研究成果を随時報告してもらう。それぞれ問題意識や関心分野がちがっても，論文作成

には幅広い知見とアイディアが必要であり，活発に議論を行うものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究のすすめ方について 

2. テーマの選定，仮説の設定について 

3. 先行研究の収集・分析（１） 

4. 先行研究の収集・分析（２） 

5. 実証研究のすすめ方（１） 

6. 実証研究のすすめ方（２） 

7. 実証研究のすすめ方（３） 

8. 論文作法について（１） 

9. 論文作法について（２） 

10. 論文作法について（３） 

11. 調査研究報告（１） 

12. 調査研究報告（２） 

13. 調査研究報告（３） 

14. 調査研究報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG047／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の研究課題を設定できるよう、各自、着地点を見極める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

関心のあるテーマについて、論文を輪読する。その上で、１人ずつ、個人指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介と、関心のあるテーマについて報告。 

2. 関心のあるテーマについて、論文を渉猟し、紹介をしてもらう。 

3. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

4. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

5. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

6. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

7. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

8. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

9. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

10. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

11. 観光経済学について講義、紹介する。 

12. 観光経済学についての講義、2。 

13. マクロ経済学についての概説。 

14. マクロ経済学についての概説 2。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に向けて、各自の責任を果たせるよう、しっかり準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/毎回の出席と報告(80%) 

期末に各自、論文の予定テーマについて、レポートを提出してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 薮田編、2017、『観光経済学の基礎講義』、九州大学出版会 

授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG048 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG048／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の完成に向けて、努力する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに沿って、毎回、指導、皆で検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミクロ経済学の講義。 

2. 経済学の歴史について、1、カンティロン、ケネー、チユルゴ、スミス 

3. 経済学の歴史について、2、ワルラス、ケインズ、新古典派。 

4. 各自、論文テーマについて報告してもらう。 

5. 論文に関係する資料について、輪読する。 

6. 論文に関係する資料について、輪読する。 

7. 論文に関係する資料について、輪読する。 

8. 論文に関係する資料について、輪読する。 

9. 各自、論文の進行状況について報告。 

10. 各自、論文の進行状況について報告。 

11. 各自、論文の進行状況について報告。 

12. 各自、論文の進行状況について報告。 

13. 論文について最終的な個人指導を行う、１。 

14. 論文について最終的な個人指導を行う、２。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自、授業に積極的に取り組むよう、準備をしっかりすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と修士論文の評価(100%) 

後期で、論文の完成を目指す。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で指示。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG049 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG049／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

連係科目の修了研究 B でホスピタリティ産業を対象とした論文策定に向けて、本科目では論文に必要な知識およびスキルの習

得と論文で最も大事な問題設定などの骨子づくりを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は我が国ホスピタリティ産業の生産性革命・生産性向上をいかに図るかを研究テーマとしている。修了研究Ａでは、主に

「サービス立国論」を教科書にして、サービス産業の課題と問題点について専門的に研究する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期のゼミの進め方の説明、受講生の自己紹介 

2. ＭＢＡで論文をいかに書くか 

3. ＭＢＡ論文に必要な経営戦略論①競争戦略 

4. ＭＢＡ論文に必要な経営戦略論②ＨＲＭ 

5. サービス立国論：序章サービス立国論：ものづくりからサービスへ、第１章サービス化する日本経済 

6. サービス立国論第２章 サービス経済化と生産性・経済成長 

7. サービス立国論第３章 サービス産業のイノベーション 

8. サービス立国論第４章 サービス経済化と労働市場 

9. サービス立国論第５章 都市、地域経済とサービス産業 第６章 国際化するサービス産業 

10. サービス立国論第７章 サービス産業と景気変動 第８章 サービス経済化の下での政策課題、おわりに 

11. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）① 

12. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）② 

13. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）③ 

14. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）④ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書に基づき筆者がパワポの資料も発表されていますので各自ダウンロードして活用ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加度(50%)/論文骨子完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神戸大学専門職大学院、2015、『人生を変えるＭＢＡ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16460-4) 

2. 森川正之、2016、『サービス立国論』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-35692-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の中でホスピタリティ産業の受講生の業界報告も大歓迎であり、参加状況を見ながら柔軟に組み替えることとします。

本研究では実務へ反映することを第一義に運営します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG050 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG050／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

修了研究 Aに続き、ホスピタリティ産業を対象としたＭＢＡ論文を策定し修了審査に向けた最終とりまとめを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究 B では、論文完成へ向けたサービスデザインと我が国サービス産業の国際生産性の知識付与を行いつつ、個別指導

を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期のゼミの進め方の説明、これまでの各人の進捗状況の把握① 

2. これまでの各人の進捗状況の把握② 

3. サービスデザインの教科書①サービス・ドミナント・ロジック 

4. サービスデザインの教科書②価値共創 

5. 中間発表と個別指導① 

6. 中間発表と個別指導② 

7. 中間発表と個別指導③ 

8. 中間発表と個別指導④ 

9. 日本の労働生産性の動向 2017年版 

10. サービス産業の生産性革命の提言 

11. 修了審査に向けた最終発表会① 

12. 修了審査に向けた最終発表会② 

13. 修了審査に向けた最終発表会③ 

14. 修了審査に向けた最終発表会④ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考資料、レポートは必ず事前学習し討議ができる準備をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加度(50%)/論文完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武山政直、2017、『サービスデザインの教科書』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-2365-6) 

講義で使用する「日本の労働生産性 2017 年版」（日本生産性本部、2017年 11 月 17 日）及び「サービス産業の生産性革命のた

めの提言」（経済成長フォーラム、2017年 6月 14 日）を各自で各ホームページよりダウンロードして入手すること 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各人のＭＢＡ論文の完成度を見ながら個別指導の時間と講義の配分を柔軟に調整いたします。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG051／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス・リサーチ、ビジネス・デザイン共にテーマを早めに決め、リサーチでは先行研究、デザインでは市場調査など具体的な

作業を着実に進めること。春学期の終了後、夏期休暇中にリサーチでは実証に向けた分析や事例研究、デザインでは戦略の構

成に取り組めるように準備できていること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最終的な人数や、各々のテーマの共通性などにもよるが、原則、上記の授業の目標達成に向けて、お互いの発表・レビューを通

じながら、進めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 １ 

2. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ２ 

3. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ３ 

4. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ４ 

5. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ５ 

6. テーマ・構想の発表 １ 

7. テーマ・構想の発表 ２ 

8. 当校・優秀論文賞の先輩の経験談を聞く １ 

9. 当校・優秀論文賞の先輩の経験談を聞く ２ 

10. 進捗状況の発表 

11. 進捗状況の発表 

12. 進捗状況の発表 

13. 進捗状況の発表 

14. 進捗状況の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翌週の発表、ひいては論文完成に向けて、論文の部品について着実に文章化（執筆）を進めること。参考文献を着実に読み、ま

とめる作業を進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自分の研究についての準備と発表(60%)/積極的な発言や質問を通じての授業全体への貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

随時、配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG052／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一の目標は 11 月の仮提出日までに 90％の成果物を必ず準備すること。第二の目標は最終提出日までに必ず完成すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最終的な人数や、各々のテーマの共通性などにもよるが、原則、上記の授業の目標達成に向けて、院生別の個別指導で進めて

いきたい。お互いに発表、検討も行う機会も随時、設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏期休暇中の成果を確認 

2. 同上 

3. 分析手法や事例研究について補足すべき内容を確認 

4. 同上 

5. 分析手法や事例研究についてまとめたものの発表 

6. 同上 

7. 進捗状況の確認 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 成果物の確認 

12. 同上 

13. 成果物の発表・検討会 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

仮提出、そして完成に向けて、着実に執筆（リサーチ）・資料作成（デザイン）を進めること。とくに仮提出までに全体を仕上げるこ

とを意識すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

仮提出論文の提出と内容(50%)/最終論文の提出と内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

随時、配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG053／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミでは、実際に実現可能な事業構想を行い、全員で議論しあいながら磨いていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１年次に学んだビジネスシミュレーションの授業を復習しながら、自分のビジネスプランを描くことに、落とし込みましょう。実践が

前提のゼミになります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分が創造するビジネスプラン（事業機会の発見と価値提案）  

2. 自分が創造するビジネスプラン（環境分析と顧客セグメント）  

3. 自分が創造するビジネスプラン（事業活動とチャネル構築）  

4. 自分が創造するビジネスプラン（収益構造と費用構造、資源調達）  

5. 自分が創造するビジネスプラン（競争優位の構築と参入障壁）  

6. 自分が創造するビジネスプラン（成長戦略と長期計画）  

7. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

8. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

9. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

10. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

11. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

12. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

13. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

14. 自分がデザインしたビジネスプラン（外部講師を呼んでのビジネスプランの評価） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

いろいろなことにアンテナを張り、多くの人に出会って、色々な人から話を聞きましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼン力(40%)/質問力およびコメント力(30%)/相手の意見を受容しながら、自分の意見を言う力(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

１年生の時に学んだビジネスシミュレーションの資料を毎回持参して、復習しながら、実践に使いましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

さまざまな新聞、ニュースに毎日、目を通してください。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG054／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミでは、実際に実現可能な事業構想を行い、全員で議論しあいながら磨いていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１年次に学んだビジネスシミュレーションの授業を復習しながら、自分のビジネスプランを描くことに、落とし込みましょう。実践が

前提のゼミになります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分が創造するビジネスプラン（事業機会の発見と価値提案） の発表 

2. 自分が創造するビジネスプラン（環境分析と顧客セグメント） の発表 

3. 自分が創造するビジネスプラン（事業活動とチャネル構築） の発表 

4. 自分が創造するビジネスプラン（収益構造と費用構造、資源調達） の発表 

5. 自分が創造するビジネスプラン（競争優位の構築と参入障壁） の発表 

6. 自分が創造するビジネスプラン（成長戦略と長期計画） の発表 

7. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

8. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

9. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

10. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

11. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

12. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

13. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

14. 自分がデザインしたビジネスプラン（外部講師を呼んでのビジネスプランの評価） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

いろいろなことにアンテナを張り、多くの人に出会って、色々な人から話を聞きましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼン力(40%)/質問力およびコメント力(30%)/相手の意見を受容しながら、自分の意見を言う力(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

１年生の時に学んだビジネスシミュレーションの資料を毎回持参して、復習しながら、実践に使いましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

さまざまな新聞、ニュースに毎日、目を通してください。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG061／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式による研究成果報告、ディスカッションと個別指導による研究指導。    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（修士論文の書き方）   

2. イントロダクション（修士論文の書き方）   

3. 研究指導・統計（基本編） 

4. 研究指導・統計（基本編） 

5. 研究指導・統計（基本編） 

6. 研究指導・統計（基本編） 

7. 研究指導・統計（応用編） 

8. 研究指導・統計（応用編） 

9. 研究指導・統計（応用編） 

10. 研究指導・統計（応用編） 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG062／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式による研究成果報告、・ディスカッションと個別指導による研究指導。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導 

2. 研究指導 

3. 研究指導 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 研究指導 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG063／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスプランの研究テーマ設定、構成・内容等の構想、分析手法の検討等について助言することを目的とする。先行研究の収

集・分析、フレームワーク活用での全体構造作成、定量・定性分析手法、ビジネスプラン作成方法等を一貫してレクチャー＆ワー

クで指導。適宜の個別指導も実施。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究ビジネスプランを通じて担当教官として指導していきたいこと。 それは、グランドデザインを意識したビジネスプランであ

る。 グランドデザインとは、世界観や歴史観に基づく大局的で壮大な視点から、国家・社会・ビジネス・企業の在り方を描いていく

ことであり、それらの全体像と構成要素を明快に指し示していくことである。 グランドデザインにおいて重要なことは、それが全体

像や構成要素を指し示すだけではなく、実際に提供していく商品・サービスの細部にまで哲学として行き渡っていくことを凡事徹

底していくことである。グランドデザインの中核は、徹底した分析や洞察に基づいて、自らの世界観・ミッション・ビジョン・アイデン

ティティーを構築していくことである。 「今、世界はどのような状況にあり、自分達が置かれている国家や社会や業界はどのような

立場にあるのか？」 「自分達が求められている/果たすべき役割とは何であるのか？」 「その役割にしたがって自分達は何をし

ていくのか？」 そして、グランドデザインとは、「自分達がどのように在りたいのか？」という自己実現上の目標でなければならな

いものでもある。 つまりは、「自分達はこう在りたい」という理想の提示でなければならない。 自分達の自己実現上の目標であり

理想の提示であるからこそ、現時点においては挑戦的であるからこそ、グランドデザインは自分達や周りの人達を鼓舞し、大きな

威力を発揮するものとなるのである。 人口が減少し、人口構造が大きく変化し、閉塞感が強まっている現在の日本に置かれてい

るからこそ、組織や人が長期的に繁栄を続け社会に貢献していくためには、小手先の事業再構築程度では不十分であり、グラン

ドデザインから愚直に問い直し、真のイノベーションを通じて新たな価値を創造していくことが求められているのだ。創造するとい

う、人に与えられた本来の生きる意義に真剣に対峙することが、グランドデザインそのものであるのだ。ありきたりの戦略、まして

や戦術レベルだけで改善を図っていこうとしても、もはや長期的な繁栄は無理な時代に置かれているのである。志向する分野・業

界を問わず、「自分は何者か/自分は何を目指すのか/自分は何を目指したいのか?」から愚直に問い直し、「自分はこう在りたい」

という理想の提示を、修了研究ビジネスプランを通じて実現していきたいと考える学生の受講を心から歓迎したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

2. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

3. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

4. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

5. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

6. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

7. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

8. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

9. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

10. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

11. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

12. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

13. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

14. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経営戦略、マーケティング戦略、財務・ファイナンス、組織・人事、マネジメント、 

リーダーシップ等経営学の幅広い分野において、深い知識を見につけておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究内容と結果(50%)/普段のコミュニケーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内一正、2014 年、『イーロン・マスクの挑戦』、宝島社 (ISBN:ISBN978-4-8002-2848-2) 

2. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 
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3. 高橋恭介＋田中道昭、2017、『あしたの履歴書』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-4-478-10393-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG064／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスプランの研究テーマ設定、構成・内容等の構想、分析手法の検討等について助言することを目的とする。先行研究の収

集・分析、フレームワーク活用での全体構造作成、定量・定性分析手法、ビジネスプラン作成方法等を一貫してレクチャー＆ワー

クで指導。適宜の個別指導も実施。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究ビジネスプランを通じて担当教官として指導していきたいこと。 それは、グランドデザインを意識したビジネスプランであ

る。 グランドデザインとは、世界観や歴史観に基づく大局的で壮大な視点から、国家・社会・ビジネス・企業の在り方を描いていく

ことであり、それらの全体像と構成要素を明快に指し示していくことである。 グランドデザインにおいて重要なことは、それが全体

像や構成要素を指し示すだけではなく、実際に提供していく商品・サービスの細部にまで哲学として行き渡っていくことを凡事徹

底していくことである。グランドデザインの中核は、徹底した分析や洞察に基づいて、自らの世界観・ミッション・ビジョン・アイデン

ティティーを構築していくことである。 「今、世界はどのような状況にあり、自分達が置かれている国家や社会や業界はどのような

立場にあるのか？」 「自分達が求められている/果たすべき役割とは何であるのか？」 「その役割にしたがって自分達は何をし

ていくのか？」 そして、グランドデザインとは、「自分達がどのように在りたいのか？」という自己実現上の目標でなければならな

いものでもある。 つまりは、「自分達はこう在りたい」という理想の提示でなければならない。 自分達の自己実現上の目標であり

理想の提示であるからこそ、現時点においては挑戦的であるからこそ、グランドデザインは自分達や周りの人達を鼓舞し、大きな

威力を発揮するものとなるのである。 人口が減少し、人口構造が大きく変化し、閉塞感が強まっている現在の日本に置かれてい

るからこそ、組織や人が長期的に繁栄を続け社会に貢献していくためには、小手先の事業再構築程度では不十分であり、グラン

ドデザインから愚直に問い直し、真のイノベーションを通じて新たな価値を創造していくことが求められているのだ。創造するとい

う、人に与えられた本来の生きる意義に真剣に対峙することが、グランドデザインそのものであるのだ。ありきたりの戦略、まして

や戦術レベルだけで改善を図っていこうとしても、もはや長期的な繁栄は無理な時代に置かれているのである。志向する分野・業

界を問わず、「自分は何者か/自分は何を目指すのか/自分は何を目指したいのか?」から愚直に問い直し、「自分はこう在りたい」

という理想の提示を、修了研究ビジネスプランを通じて実現していきたいと考える学生の受講を心から歓迎したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

2. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

3. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

4. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

5. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

6. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

7. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

8. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

9. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

10. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

11. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

12. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

13. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

14. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経営戦略、マーケティング戦略、財務・ファイナンス、組織・人事、マネジメント、 

リーダーシップ等経営学の幅広い分野において、深い知識を見につけておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究内容と結果(50%)/普段のコミュニケーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内一正、2014 年、『イーロン・マスクの挑戦』、宝島社 (ISBN:ISBN978-4-8002-2848-2) 

2. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 
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3. 高橋恭介＋田中道昭、2017、『あしたの履歴書』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-4-478-10393-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG065／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆に必要となる基礎知識や能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 修士論文の執筆に向け，研究テーマの絞り込みを検討し，それに合わせて文献や資料の収集方法を指導する。その中から先

行研究になりそうなものを選択し，輪読とディスカッションを行った後，先行研究のまとめ方の指導を行う。続いて，修士論文の構

成（章立て）についての指導を行う。 

 最後に，修士論文の執筆に必要となる PC スキル（Wordや Excel 等の機能），利用できるデータベースの使用について解説す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマの選定 

2. 文献や資料の検索方法 

3. 先行研究の輪読とディスカッション（１） 

4. 先行研究の輪読とディスカッション（２） 

5. 先行研究の輪読とディスカッション（３） 

6. 先行研究の輪読とディスカッション（４） 

7. 先行研究のまとめ（１） 

8. 先行研究のまとめ（２） 

9. 論点整理（１） 

10. 論点整理（２） 

11. 論文執筆に必要な PC スキルの修得 

12. データ収集とデータベースの利用 

13. 成果報告（１） 

14. 成果報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の内容は，演習終了時もしくは電子メール等を用いて指示する。 

研究テーマに即した基礎的な科目を履修しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への参加状況(30%)/演習内での報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

 本科目は，簡単な講義に続いて教員と履修者、あるいは履修者同士でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG066／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文の構成を確認し，執筆に関する種々の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習での研究テーマは，経営分析研究や会計学研究を基本とする（周辺分野の研究でも可）。 

 春学期までに終了しているであろう研究テーマの選定や先行研究のレビューや章立ての検討を基礎として修士論文の執筆指

導を進めていく。 

 指導方法はグループ指導と個別指導の２本立てで行う。グループ指導では，章ごとの内容の口頭発表と質疑を通じて多様な視

点を研究に取り込み，個別指導では論点整理を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 先行研究のレビューの確認（１） 

2. 先行研究のレビューの確認（２） 

3. 章立ての再検討 

4. 仮説の構築と検証（１） 

5. 仮説の構築と検証（２） 

6. 仮説の構築と検証（３） 

7. 論理一貫性の確認と討議（１） 

8. 論理一貫性の確認と討議（２） 

9. 論文執筆指導（１） 

10. 論文執筆指導（２） 

11. 論文執筆指導（３） 

12. 論文執筆指導（４） 

13. 成果報告（１） 

14. 成果報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前準備の内容は，演習終了時もしくは電子メール等を用いて指示する。授業の終了後には，授業内での指摘事項について

復習や修正を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への参加状況(30%)/演習内での報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

 本科目は，個別指導の４回を除き、教員と履修者、あるいは履修者同士でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向に

よる授業の割合は 71.4％（14 回中 10 回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG069 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG069／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を通じて経営学理論の習得とデータ分析手法を習得し、価値創造のためのスキルを確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に共通して必要な知識・スキルをテキスト輪読から学びます。また、各自の研究課題導出、先行研究探索と整理の報告

に対するフィードバックを行います。論文執筆は個人作業ですが、毎週互いに進捗状況を共有することにより、仮説導出や先行

研究レビューの効率化や、視野の拡大をはかります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究手法の概観、研究課題の導出 

2. 概念整理 1) プラットフォームの定義、研究課題の導出 

3. 概念整理 2) プラットフォーム戦略、研究課題の導出 

4. 概念整理 3) 複数市場、研究課題の導出 

5. 概念整理 4) オープン化、先行研究レビュー 

6. 概念整理 5) 協働と分担、先行研究レビュー 

7. 概念整理 6) プラットフォームの設計、先行研究レビュー 

8. 概念整理 7) プラットフォームマネジメント、先行研究レビュー 

9. 概念整理 8) 情報技術の特徴 、仮説導出 

10. 概念整理 9) ITビジネスにおけるステークホルダー、仮説導出 

11. 概念整理 10) ソフトウェアビジネスの産業構造、仮説導出 

12. 概念整理 11) ソフトウェアエコシステムにおけるガバナンス、調査計画立案 

13. 調査計画立案 

14. 調査計画立案、調査設計のブラッシュアップ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：調査研究報告（進捗状況）の準備 

復習：コメントを受けての論文執筆作業ブラッシュアップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Burrell, G. & Morgan, G. (鎌田伸一、金井一頼、野中郁次郎 共訳)、1986、『組織理論のパラダイム：機能主義の分析枠組』、

千倉書房 (ISBN:978-4-8051-0536-8) 

特に無し 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

2. 田村正紀、2006、『リサーチ・デザイン―経営知識創造の基本技術』、白桃書房 (ISBN:4561264574) 

3. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法』、新曜社 (ISBN:4788507889) 

4. Robert K. Yin. 2013. Case study research, 5th edition.. Sage communication (ISBN:1452242569) 

5. Gawer, A.. 2011. Platforms, markets and innovation.. Edward Elgar Publishing (ISBN:1848447892) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室 GitHub Organization: https://github.com/icat-lab 

研究室 Twitter: https://twitter.com/icat_lab 

 

【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG070 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG070／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を通じて経営学理論の習得とデータ分析手法を習得し、価値創造のためのスキルを確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文のドラフトや、調査計画・調査設計・調査データ・分析等を元に、ディスカッションを通じて修士論文の完成を目指します。論文

執筆は個人作業ですが、毎週互いに進捗状況を共有することにより、仮説導出や先行研究レビューの効率化や、視野の拡大を

はかります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究報告とディスカッション 

2. 調査研究報告とディスカッション 

3. 調査研究報告とディスカッション 

4. 調査研究報告とディスカッション 

5. 調査研究報告とディスカッション 

6. 調査研究報告とディスカッション 

7. 調査研究報告とディスカッション 

8. 調査研究報告とディスカッション 

9. 調査研究報告とディスカッション 

10. 調査研究報告とディスカッション 

11. 調査研究報告とディスカッション 

12. 調査研究報告とディスカッション 

13. 調査研究報告とディスカッション 

14. 調査研究報告とディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前：調査研究報告（進捗状況）の準備 

事後：フィードバックを受けてのブラッシュアップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に無し。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室 GitHub Organization: https://github.com/icat-lab 

研究室 Twitter: https://twitter.com/icat_lab 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG073／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識から修士論文のテーマを設定し、研究計画書にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文のテーマを設定するために、まず自身の問題意識や明らかにしたい課題を明確にする。関連分野の著書や論文を読

み、自分の研究領域を絞り込むとともに、先行研究との位置づけを明確にし、最終的に「研究計画書」としてまとめる。 

本コースでは、各自が報告する進捗状況や直面している問題に対して、参加者全員で考え、議論するプロセスから学び、その気

づきをそれぞれの研究に活かすようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文とは何か 

3. 先行研究の調査方法（大学図書館にてガイダンスを受ける） 

4. 問題意識の共有と議論（1） 

5. 問題意識の共有と議論（2） 

6. 問題意識の共有と議論（3） 

7. 先行研究の共有と議論（1） 

8. 先行研究の共有と議論（2） 

9. 先行研究の共有と議論（3） 

10. 研究計画書とは何か 

11. 研究計画の共有と議論（1） 

12. 研究計画の共有と議論（2） 

13. 研究計画の共有と議論（3） 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究は授業時間外に行う（授業はそれをベースとした報告と議論を中心に行う）。 

修了研究 Aでは特に、研究テーマの関連分野の著書や論文を調査し、読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(70%)/「研究計画書」の完成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤本 隆宏 (著), 新宅 純二郎 (著), 粕谷 誠 (著), 高橋 伸夫 (著), 阿部 誠 (著)、2005、『リサーチ・マインド 経営学研究

法』、有斐閣 (ISBN:4641122385) 

2. 戸田山 和久 (著)、2012、『新版 論文の教室：レポートから卒論まで』、NHK 出版 (ISBN:4140911948) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、教員を含め参加者全員でのディスカッション形式で授業を進める。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG074 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG074／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆に必要となる基礎知識や能力を身につけ、修士論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究 Aでまとめた「研究計画書」にもとづき研究を進め、修士論文としてまとめる。そのプロセスにおいて論理的整合性と経

験的妥当性、研究の新規性・独自性を確認する。 

本コースでは、各自が報告する進捗状況や直面している問題に対して、参加者全員で考え、議論するプロセスから学び、その気

づきをそれぞれの研究に活かすようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文完成に向けたプロセス確認 

2. 進捗中間報告と議論（1） 

3. 進捗中間報告と議論（2） 

4. 進捗中間報告と議論（3） 

5. 論文の構成 

6. 論理的整合性の視点 

7. 論理構成を考える（1） 

8. 論理構成を考える（2） 

9. 論理構成を考える（3） 

10. 経験的妥当性の確認 

11. 進捗最終報告と議論（1） 

12. 進捗最終報告と議論（2） 

13. 進捗最終報告と議論（3） 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究は授業時間外に行う（授業はそれをベースとした報告と議論を中心に行う）。 

修了研究 B では特に、研究で必要とされる調査（インタビューなど）を進める。 

また、継続して研究テーマの関連分野の著書や論文を調査し、読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(70%)/修士論文の完成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、教員を含め参加者全員でのディスカッション形式で授業を進める。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG075／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本研究科の修了要件となっているビジネスデザイン、または、ビジネスリサーチを作成し、完成させることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネスデザインについては、担当教員の経営コンサルティング会社社長及びベンチャーキャピタリストとしての実務経験を生か

して、指導する。また、ビジネスリサーチについては、担当教員の博士号を有した研究者及び国際学会発表やジャーナルへの査

読論文投稿の経験を踏まえて、指導する。なお、過年度の状況としては、大半の受講生が、ビジネスデザインを選択しているお

り、授業はビジネスデザインの指導を中心としたものとなる傾向にある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 冨田ゼミの進め方や教育方針（”半学半教”）などについての説明。履修者の自己紹介。 

2. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス①。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

3. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス②。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

4. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス③。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

5. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス④。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

6. 選択したテーマについての調査の実施①（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

7. 選択したテーマについての調査の実施②（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

8. 選択したテーマについての調査の実施③（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

9. 選択したテーマについての調査の実施④（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

10. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス① 

11. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス② 

12. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス③ 

13. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス④ 

14. 夏休み中の取り組み方や秋学期に向けての解説とアドバイス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

５月の GW～６月くらいには、取り組むテーマを選定・決定できるように、早め早めに取り組むことが必要です。担当教員からの指

導は、基本的には、金曜日の６限目の講義時間枠内でのみとなります。なお、担当教員の海外出張の関係から、１～２回、時間

変更となる可能性があることを、あらかじめ、ご了承をお願いします。ただし、必ず補講は行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（授業や課題への取り組み姿勢や意欲、勤勉さなど）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2014、『新規事業立ち上げの教科書 ～ビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル～』、総合法令出版 

(ISBN:978-4-86280-416-7) 

2. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎剛、2010、『社会科学系のための「優秀論文」作成術』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-00034-0) 

ビジネスリサーチを選択する学生は、上記を参考書として、読むこと。他方、ビジネスデザインを選択する学生は、事業計画書（ビ

ジネス・プラン）作成の書籍が多数出ているので、それらを参考にすること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員については、Webサイト等の情報を参考にしてください。http://www.tcconsulting.co.jp/ 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG076／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本研究科の修了要件となっているビジネスデザイン、または、ビジネスリサーチを作成し、完成させることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネスデザインについては、担当教員の経営コンサルティング会社社長及びベンチャーキャピタリストとしての実務経験を生か

して、指導する。また、ビジネスリサーチについては、担当教員の博士号を有した研究者及び国際学会発表やジャーナルへの査

読論文投稿の経験を踏まえて、指導する。なお、過年度の状況としては、大半の受講生が、ビジネスデザインを選択しているお

り、授業はビジネスデザインの指導を中心としたものとなる傾向にある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休み中の各人の進捗状況の確認① 

2. 夏休み中の各人の進捗状況の確認② 

3. 夏休み中の各人の進捗状況の確認③ 

4. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス① 

5. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス② 

6. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス③ 

7. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス④ 

8. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表① 

9. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表② 

10. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表③ 

11. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表④ 

12. 最終提出に向けた進捗に遅れのある履修者へのサポートと完成が近づいている履修者の内容の確認と最後の確認① 

13. 最終提出に向けた進捗に遅れのある履修者へのサポートと完成が近づいている履修者の内容の確認と最後の確認② 

14. 口頭試問に向けた全般的なアドバイス、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１１月初旬の修了研究の仮提出の段階で、ほぼ出来上がっている状態となるように、早め早めに取り組むことが必要です。担当

教員からの指導は、基本的には、金曜日の６限目の講義時間枠内でのみとなります。なお、担当教員の海外出張の関係から、１

～２回、時間変更となる可能性があることや年末年始は日本を不在にする可能性が高いことについて、あらかじめ、ご了承をお

願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（授業や課題への取り組み姿勢や意欲、勤勉さなど）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2014、『新規事業立ち上げの教科書 ～ビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル～』、総合法令出版 

(ISBN:978-4-86280-416-7) 

2. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎剛、2010、『社会科学系のための「優秀論文」作成術』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-00034-0) 

ビジネスリサーチを選択する学生は、上記を参考書として、読むこと。他方、ビジネスデザインを選択する学生は、事業計画書（ビ

ジネス・プラン）作成の書籍が多数出ているので、それらを参考にすること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員については、Webサイト等の情報を参考にしてください。http://www.tcconsulting.co.jp/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VG077 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG077／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成指導を行なう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不動産投資、ホテルマネジメントなどの分野でのビジネスデザインに関する論文作成指導 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講生と相談のうえ、決定する 

2. 受講生と相談のうえ、決定する 

3. 受講生と相談のうえ、決定する 

4. 受講生と相談のうえ、決定する 

5. 受講生と相談のうえ、決定する 

6. 受講生と相談のうえ、決定する 

7. 受講生と相談のうえ、決定する 

8. 受講生と相談のうえ、決定する 

9. 受講生と相談のうえ、決定する 

10. 受講生と相談のうえ、決定する 

11. 受講生と相談のうえ、決定する 

12. 受講生と相談のうえ、決定する 

13. 受講生と相談のうえ、決定する 

14. 受講生と相談のうえ、決定する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

指導面談の際の質疑内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG078 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG078／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成指導を行なう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不動産投資、ホテルマネジメントなどの分野でのビジネスデザインに関する論文作成指導 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講生と相談のうえ、決定する 

2. 受講生と相談のうえ、決定する 

3. 受講生と相談のうえ、決定する 

4. 受講生と相談のうえ、決定する 

5. 受講生と相談のうえ、決定する 

6. 受講生と相談のうえ、決定する 

7. 受講生と相談のうえ、決定する 

8. 受講生と相談のうえ、決定する 

9. 受講生と相談のうえ、決定する 

10. 受講生と相談のうえ、決定する 

11. 受講生と相談のうえ、決定する 

12. 受講生と相談のうえ、決定する 

13. 受講生と相談のうえ、決定する 

14. 受講生と相談のうえ、決定する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

指導面談の際の質疑内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG087／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を完成するために必要な知識・スキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では，経営組織論の理論的発展および主要理論を整理するとともに，現代的な課題，なかでもグローバル化とイノベーシ

ョン創出をテーマとして研究することが，基本的な関心である。 

そのうえで，以下の領域に関心のある学生を指導する。 

１）ホスピタリティ・ビジネスにおける今日的課題に関する研究 

２）ホスピタリティ・ビジネスの国際経営比較研究 

３）ホスピタリティ・ビジネス分野におけるニュー・ビジネスに関する研究 

４）観光研究の新領域としてのラグジュアリービジネスに関する研究 

５）企業組織に関する研究 

６）組織と社会との関係に関する研究 

７）組織と個人との関係に関する研究 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文とは何か 

2. 研究にとっての論文の意味 

3. アカデミズムとジャーナリズム 

4. 相関関係と因果関係 

5. 「科学的」とはなにか 

6. 帰納法と演繹法 

7. 1 次データと 2 次データ 

8. データの価値とサンプリング 

9. 統計ソフトの選択 

10. 図書館とデータベース 

11. 先行研究の調査と選別の基準 

12. 仮説の設定 

13. 学生プレゼンテーション 

14. 学生プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

とくに必要としない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終プレゼンテーション(50%)/授業への取組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG088／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の完成に向けて、必要な知識およびスキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では，経営組織論の理論的発展および主要理論を整理するとともに，現代的な課題，なかでもグローバル化とイノベーシ

ョン創出をテーマとして研究することが，基本的な関心である。 

そのうえで，以下の領域に関心のある学生を指導する。 

１）ホスピタリティ・ビジネスにおける今日的課題に関する研究 

２）ホスピタリティ・ビジネスの国際経営比較研究 

３）ホスピタリティ・ビジネス分野におけるニュー・ビジネスに関する研究 

４）観光研究の新領域としてのラグジュアリービジネスに関する研究 

５）企業組織に関する研究 

６）組織と社会との関係に関する研究 

７）組織と個人との関係に関する研究 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究対象の検討 

2. 研究テーマ・仮説の検討 

3. 研究意義の検討 

4. 研究方法の検討 

5. 仮説とその検定 

6. 目次の作成 

7. 先行研究の整理 

8. 参考文献と注釈 

9. 論文の体裁と表記 

10. 論文作成の指導 1 

11. 論文作成の指導 2 

12. 論文作成の指導 3 

13. プレゼンテーションの指導 1 

14. プレゼンテーションの指導 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

同一担当教員の修了研究 Aを履修していること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業において必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG089／修了研究３（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 3) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を目標に専門的な知見を高めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本研究では、実際の企業情報を多角的な観点から分析することに重点を置きつつ、各自の研究課題と研究計画に基づいて報告

を行い全員で討論を行う。修了研究 Aでは、下記の１～14 の全体を念頭に置きながら、主としてテーマ設定の意義、明確化に重

点を置く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大まかなテーマの設定 

2. テーマに関係する資料の収集 

3. 研究事例の吟味 

4. 予備調査（予備研究）の実施 

5. 研究テーマ・意義の確定 

6. 先行研究の収集と再検討 

7. 研究仮説の構築、仮説構築に向けてポイントを確認 

8. 方法論の明確化 

9. データ収集方法について検討 

10. データの分析方法について検討 

11. 仮説の検証方法について検討 

12. 論文のドラフト執筆 

13. さまざまな討論 

14. 内容の深化と文章推敲 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田健太郎、2013 年、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2004 年、『ベンチャー育成論入門』、大学教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG090／修了研究４（ビジネスリサーチ） 

(Business Research Studies Seminar 4) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を目標に専門的な知見をいっそう高めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、実際の企業情報を多角的な観点から分析することに重点を置きつつ、各自の研究課題と研究計画に基づいて報告

を行い全員で討論を行う。修了研究 B では、下記の１～14 の全体を念頭に置きながら、論文執筆に向けての具体的な検討に重

点を置く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大まかなテーマの設定 

2. テーマに関係する資料の収集 

3. 研究事例の吟味 

4. 予備調査（予備研究）の実施 

5. 研究テーマ・意義の確定 

6. 先行研究の収集と再検討 

7. 研究仮説の構築、仮説構築に向けてポイントを確認 

8. 方法論の明確化 

9. データ収集方法について検討 

10. データの分析方法について検討 

11. 仮説の検証方法について検討 

12. 論文のドラフト執筆 

13. さまざまな討論 

14. 内容の深化と文章推敲 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、報告内容などによって総合的に評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田健太郎、2017 年、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田健太郎、2013 年、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2004 年、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG193 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG193／ビジネスデザイン特講２Ａ 

(Special Seminar on Business Design 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業間アライアンスやオープン・イノベーション戦略、コーポレート・ベンチャーキャピタル投資による新規事業開発や製品開発、

営業展開についての知識や分析力、構築力を身に付ける科目である。日本企業の新規事業展開においては、外部企業との提

携や社外の技術やアイディアを取り込むことが今、求められており、そういった課題を解決し、推進できる能力を身に付けることが

目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員の経営コンサルティング会社社長及びベンチャーキャピタリストとしての実務経験やアライアンスの数理モデル等の研

究者としての研究成果を踏まえて、アライアンスやオープン・イノベーション、ベンチャーキャピタルに関する基本的な知識を教授

する。また、題材企業（東証１部上場の株式会社クレディセゾンと株式会社光通信を予定。時間割の決定後、ゲスト講師のアレン

ジメントをするため、授業計画の中のゲスト講師の回が変更になる可能性が高い）の状況を分析して、外部企業とのアライアンス

やベンチャー投資による外部からの新しい技術やアイディアの獲得によって、新しい事業展開を提案する。最終回までに、プレゼ

ン資料を作成し発表する。受講者数によって、一人でのワークか数名でのグループ・ワークかを決定予定。授業への参加姿勢や

貢献度合い、そして、最終発表会でのプレゼンテーションの内容によって、成績評価を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 当講義の概要、アライアンスとは何か、アライアンスの有用性、オープン・イノベーションの必要性、新規事業立ち上げにど

う取り組むか？ 

2. アライアンスの相互補完数理モデルの解説、IoTにおけるアライアンスの有効性、質疑応答 

3. オープン・イノベーションの推進のためのコーポ―レート・ベンチャーキャピタル投資、「知の探索」と「知の深化」、なぜベン

チャー企業と付き合う必要があるのか？ 

4. ベンチャーキャピタル（ベンチャー・ファンド）の仕組み・機能、米国カリフォルニアでのベンチャー投資事情、質疑応答 

5. ゲスト講師①：株式会社クレディセゾン（東証１部上場のカード会社）・代表取締役社長・林野宏氏 

 クレディセゾンのアライアンス戦略とコーポレート・ベンチャーキャピタル投資 

6. ゲスト講師の林野社長の講演を聞いた上での質疑応答及びディスカッション 

（クレディセゾン社は、国内カード会社として初の CVC であるセゾンベンチャーズを設立済み） 

7. ゲスト講師②：株式会社光通信（東証１部上場の営業会社）・アライアンス統括部長・大橋弘幸氏 

 営業推進のためのアライアンス及びジョイント・ベンチャー戦略、そして、ベンチャー投資 

8. ゲスト講師の大橋部長の講演を聞いた上での質疑応答及びディスカッション 

（営業展開や営業商品獲得のための JV設立や起業支援のベンチャー投資の実績を踏まえて） 

9. 題材企業２社について、どのようなアライアンスの可能性やベンチャー投資によるオープン・イノベーションによる新規事業

展開があるかについての検討、ディスカッション。追加的に必要な知識についてのレクチャー。 

10. 何人か、もしくは、何チームかの中間での発表とその講評・アドバイス、最終発表会に向けての準備（9～10 回または 11～

12 回でプレ発表の上で、最終発表会での発表を行う流れとする） 

11. 題材企業２社について、どのようなアライアンスの可能性やベンチャー投資によるオープン・イノベーションによる新規事業

展開があるかについての検討、ディスカッション。追加的に必要な知識についてのレクチャー。 

12. 何人か、もしくは、何チームかの中間での発表とその講評・アドバイス、最終発表会に向けての準備（9～10 回または 11～

12 回でプレ発表の上で、最終発表会での発表を行う流れとする） 

13. 最終発表会①：株式会社クレディセゾンもしくは株式会社光通信を題材企業として分析し、なんらかの新しいアライアンス戦

略やベンチャー投資による新規事業立ち上げ戦略を提案する。 

14. 最終発表会②：株式会社クレディセゾンもしくは株式会社光通信を題材企業として、分析し、なんらかの新しいアライアンス

戦略やベンチャー投資による新規事業立ち上げ戦略を提案する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

当科目は、「ビジネスデザイン特講２A」との科目名であるが、「ビジネスデザイン特講２B」との関係はまったくなく、単独の科目で

ある。課題の実施にあたり、一人での最終発表ではなく、グループ・ワークとした場合には、授業以外でのグループ・メンバーでコ

ミュニケーションを取る必要が出てくる。なお、シラバスの記載されている内容については、授業の際に、変更する旨を説明した上

で、変更する可能性があることを、あらかじめ了承願いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 54 - 

平常点(授業への取り組み姿勢や貢献度合いなど)(50%)/最終回の課題のプレゼンテーション(50%) 

授業への１０分以上の遅刻は、平常点から減点となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

2. 冨田賢、2014、『新規事業立ち上げの教科書 ～ビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル～』、総合法令出版 

(ISBN:978-4-86280-416-7) 

講義の受講と平行して、ネット検索及び新聞検索などでの情報収集も必要となる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安田洋史、2016、『新版 アライアンス戦略論』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-2357-1) 

2. 米倉誠一郎・清水洋、2015、『オープン・イノベーションのマネジメント』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16458-1) 

ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビューの各号も参考資料として有益である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員の情報については、Web サイトなどを参照のこと。http://www.tcconsulting.co.jp/  

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG201／ネゴシエーション 

(Negotiation Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス交渉の基本理論と実践手法を学び、ビジネスや社会活動において、実践活用できるレベルになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

欧米のビジネススクールでは「ハーバード流交渉術」などをはじめ、交渉術に関する講座が数多く行われている。日本のビジネス

スクールでは交渉術に関する講座は数少ないが、国内外で経営、ビジネスを推進していくための交渉力は不可欠なものである。 

この講座では、主にビジネスで活用できる交渉の基本的な考え方、フレームワークなどを理解し、受講者どうしの交渉演習トレー

ニングなどを通じて、交渉実践力を習得していく。また異文化要素を考慮したグローバル交渉についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／講座の目的／自己紹介 

2. 交渉の定義：交渉とは何か ／ ショートケース演習 

3. 交渉のタイプ ／ 交渉における問題解決の重要性と相手との関係性 

4. 交渉の基本フレームワーク①：ＷＩＮ-WIN ネゴシエーション など ／ケース演習 

ケース例）日本メーカー vs 中国サプライヤーの納期トラブル交渉 など 

5. 交渉の基本フレームワーク②：BATNA（バトナ） など 

ケース例）米国イーグルホテル vs ジャパンベッド 価格交渉 など 

6. 交渉戦略の構築と振り返り ／ ケース演習 

7. 交渉ケース ロールプレー演習とフィードバック① 

8. 交渉ケース ロールプレー演習とフィードバック② 

9. グローバル交渉（異文化交渉）のポイント 解説 日本・米国・中国・インド など 

10. グローバル交渉 ロールプレー演習  ケース例）日本企業 vs中国・米国企業 等 

11. ゲストスピーカー 講演(企業経営者・リーダーなど）① 

12. 自分自身の交渉における強み・弱み、今後の課題分析、行動プラン作成 

13. ゲストスピーカー 講演(企業経営者・リーダーなど）② 

14. 質疑応答・全体のまとめとフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内で別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業貢献（出席、発言など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロジャー フィッシャー、1998、『ハーバード流交渉術』、阪急コミュニケーションズ (ISBN:4484981017) 

講義時に配布，指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は約 70％（10 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG202／アントプレナーシップ 

(Entrepreneurship) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このアントレプレナーシップ講座では、起業（社内起業を含む）に求められるマインドとスキルを理論、ケーススタディ、起業家の講

演などから学ぶ。その知識を活かしながら、自分たちの起業におけるビジネスモデルを構築できるようになること、自分自身が起

業家となることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本は先進国の中で起業率が最も低い国に位置づけられ、また起業に関する教育や起業をサポートするインフラも不足してい

る。国内外の起業の理論・ケースなどを学び、起業家（社内起業家、社会起業家を含む）となるためのマインドとスキルを学ぶ。チ

ーム（個人でも可）で起業のためのビジネスモデルを検討、作成していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 講座の目的・自己紹介 

2. 起業とは ／ 国内外における起業の現状と課題  

3. 起業家マインドとスキルとは何か  中小企業とベンチャー企業 

4. 起業ビジネスモデル構築のためのチームプロジェクト 開始 

5. 自己分析と事業理念の検討   ケース例）旅工房 等 

6. 起業の３要素 ①事業機会 解説・ケース演習 ケース例）レアジョブ 等 

7. 起業の３要素 ②リソース（経営資源） 解説・ケース演習 ケース例）テラモータース等 

8. 起業の３要素 ③アントレプレナーとチーム 解説・ケース演習 ケース例）サイボウズ 

9. ゲストスピーカー（起業家による）講演とディスカッション① 

10. 起業における資金調達とキャッシュの流れ ／ 起業リスク分析 

11. ゲストスピーカー（起業家による）講演とディスカッション② 

12. 起業ビジネスモデルのチームディスカッション 

13. 各チームによる起業ビジネスモデルの発表・コンテスト 

14. 各チームによる起業ビジネスモデルへのフィードバックとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内で別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業貢献（出席、発言など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 忽那 憲治、2013、『アントレプレナーシップ入門 -- ベンチャーの創造を学ぶ』、アントレプレナーシップ入門 -- ベンチャーの

創造を学ぶ (ISBN:4641150028) 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川博和、2010、『マネジメント・テキスト ベンチャー・マネジメント［事業創造］入門』、日本経済新聞出版社 

(ISBN:4532133912) 

2. エリック・リース、2012、『リーン・スタートアップ』、日経 BP社 (ISBN:4822248976) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は約 70％（10 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG241／テクノロジー＆ストラテジー 

(Technology & Strategy) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新規事業立ち上げにおいて重要となっている IoT（Internet of Things）の仕組みや有用性、人工知能（AI）の機能・役割について

の基礎知識を身に付けるための科目である。IoTや AIの基本を理解し、ビジネスにいかに生かすか、そして、新規事業における

AIを有効に利用ができる能力及びビジネス構築力を得ることが授業の目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員の IoTや AIに関するビジネス面でのコンサルティングやベンチャー投資の実務経験を踏まえ、IoTや AIの機能や役

割、有用性などの基本的な知識を教授する。一部、具体的な AIベンチャーについての解説も行う。また、ゲスト講師による機械

学習等のデモや仕組みの解説も盛り込む。その上で、人工知能（AI）を用いたビジネスの事例を探索・選定し、そのサービスやプ

ロダクトを分析・発表する。受講者数によって、一人でのワークか数名でのグループ・ワークかを決定予定。授業への参加姿勢や

貢献度合い、そして、最終発表会でのプレゼンテーションの内容によって、成績評価を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 当講義の概要の説明、IoT（Internet of Things)とは何か？、IoTを構成する要素と複合的な事業構築 

2. IoTにおいて重要な役割を果たす人工知能(AI)、人工知能の機能とできることとできないこと、ニーズ・オリエンティッドとテク

ノロジー・オリエンティッド、 

3. オープン・ソースのアンサンブル機械学習のデモ①(重回帰分析との比較など)、人工知能の有用性 

4. オープン・ソースのアンサンブル機械学習のデモ②（様々なアルゴリズムとその解析の精度など）、人工知能が社会や企業

経営に与える影響 

5. ゲスト講師①：株式会社キカガク・代表取締役社長・吉崎亮介氏 

  「人工知能（機械学習）の仕組みとビジネスへの応用（仮題）」 

6. ゲスト講師の吉崎社長の講演を聞いた上での質疑応答及びディスカッション 

7. IoTや AIを用いたサービスやシステム、プロダクトの事例についての紹介と解説。最終発表会に向けたアドバイス 

8. 受講学生（希望者）による IoTや AIを用いたサービスやシステム、プロダクトの事例の発表。最終は票会に向けたアドバイ

ス等。 

9. ゲスト講師②：慶應義塾大学・環境情報学部・教授・武藤佳恭先生（冨田の博士号の指導教授） 

  「最先端の人工知能技術と IoTデバイスの開発事例（仮題）」 

10. ゲスト講師の武藤先生の講演を聞いた上での質疑応答及びディスカッション 

11. 最終発表会１日目①受講生が探索・選定した IoTや AIを用いたサービスについての事例分析の発表とディスカッション 

12. 最終発表会１日目②受講生が探索・選定した IoTや AIを用いたサービスについての事例分析の発表とディスカッション 

13. 最終発表会２日目①受講生が探索・選定した IoTや AIを用いたサービスについての事例分析の発表とディスカッション 

14. 最終発表会２日目②受講生が探索・選定した IoTや AIを用いたサービスについての事例分析の発表とディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題に取り組むにあたっての情報収集・探索の作業が必要となる。また、課題の実施にあたり、一人での最終発表ではなく、グル

ープ・ワークとした場合には、授業以外でのグループ・メンバーでコミュニケーションを取る必要が出てくる。なお、シラバスの記載

されている内容については、授業の際に、変更する旨を説明した上で、変更する可能性があることを、あらかじめ了承願いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(授業への取り組み姿勢や貢献度合いなど)(50%)/最終回の課題のプレゼンテーション(50%) 

授業への１０分以上の遅刻は、平常点から減点となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

2. 冨田賢、2014、『新規事業立ち上げの教科書 ～ビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル～』、総合法令出版 

(ISBN:978-4-86280-416-7) 

講義の受講と平行して、ネット検索及び新聞検索などでの情報収集も必要となる。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 武藤佳恭、2016、『超実践 アンサンブル機械学習』、近代科学社 (ISBN:978-4-7649-0529-0) 

2. 武藤佳恭、2015、『AVR マイコンと Python ではじめよう IoTデバイス設計・実装』、オーム社 (ISBN:978-4-274-21790-6) 

日経 BP社等が発行している AIや IoTに関するムック本も有益である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員の情報については、Web サイトなどを参照のこと。http://www.tcconsulting.co.jp/  

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG281／テクノロジーマネジメント１ 

(Technology Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

IoTやビッグデータなど、あらゆる業種においてインターネットを始めとする情報技術を用いたビジネスプロセスの革新が求められ

る。製品のみならず、サービス産業においても最新技術の活用と、オペレーションへの適用が常に求められるようになった。この

授業では、新技術を組織内でいかに生み出し、また活用することによりビジネスモデルならびにビジネススキームを創造・改善し

ていくかという経営学の一領域である MOT (Management of Technology)の基礎を学ぶ。理論を理解し、受講者自身のビジネスに

おいて技術開発やイノベーションを企業戦略立案において活かすことのできる能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

MOT分野における最新の教科書を用い、最新の技術トレンドをベースにした MOTの基礎知識を身につける。授業は教科書の

内容を解説する日本語の講義、ならびに講義内容をベースにしたディスカッションを実施する。単に知識を身につけるのではな

く、知識を元に施策を立案し、実行するための発想力と実行力を養うことを目指す。また、修了研究執筆における参考文献探索

の入り口としても活用できる情報を提供する。情報通信技術、特にソフトウェア・エンジニアリングやインターネットの活用と言った

点で、先進的な理論を収録する英語の教科書を用いるが、授業は日本語で行う。(発表・ディスカッションも日本語) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イノベーションとは(1) 

2. イノベーションとは(2) 

3. コアビジネスプロセスとしてのイノベーション(1) 

4. コアビジネスプロセスとしてのイノベーション(2) 

5. イノベーティブな組織を構築する(1) 

6. イノベーティブな組織を構築する(2) 

7. イノベーション戦略策定(1) 

8. イノベーション戦略策定(2) 

9. イノベーションの源泉(1) 

10. イノベーションの源泉(2) 

11. イノベーション・ネットワーク(1) 

12. イノベーション・ネットワーク(2) 

13. 不確実性下の意思決定(1) 

14. 不確実性下の意思決定(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：教科書の当該部分を熟読し、ディスカッションに備える。 

復習：学んだ内容を整理し、参考にできる事例や文献を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業の参加度・発言(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tidd, J., Pavitt, K., & Bessant, J.. 2013. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th 

Edition. Wiley (ISBN:111836063X) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://github.com/icat-lab/technology_management 

Innovation Portal http://www.innovation-portal.info/ 

 

【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 
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【双方向による授業割合】 

50% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG283／テクノロジーマネジメント２ 

(Technology Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

IoTやビッグデータなど、あらゆる業種においてインターネットを始めとする情報技術を用いたビジネスプロセスの革新が求められ

る。製品のみならず、サービス産業においても最新技術の活用と、オペレーションへの適用が常に求められるようになった。この

授業では、新技術を組織内でいかに生み出し、また活用することによりビジネスモデルならびにビジネススキームを創造・改善し

ていくかという経営学の一領域である MOT (Management of Technology)の基礎を学ぶ。理論を理解し、受講者自身のビジネスに

おいて技術開発やイノベーションを企業戦略立案において活かすことのできる能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

MOT分野における最新の教科書を用い、最新の技術トレンドをベースにした MOTの基礎知識を身につける。授業は教科書の

内容を解説する日本語の講義、ならびに講義内容をベースにしたディスカッションを実施する。単に知識を身につけるのではな

く、知識を元に施策を立案し、実行するための発想力と実行力を養うことを目指す。また、修了研究執筆における参考文献探索

の入り口としても活用できる情報を提供する。情報通信技術、特にソフトウェア・エンジニアリングやインターネットの活用と言った

点で、先進的な理論を収録する英語の教科書を用いるが、授業は日本語で行う。(発表・ディスカッションも日本語)テクノロジーマ

ネジメント 1 を既に履修していることが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イノベーション事例の創出(1) 

2. イノベーション事例の創出(2) 

3. 新製品・サービスの創造(1) 

4. 新製品・サービスの創造(2) 

5. オープンイノベーション (1) 

6. オープンイノベーション (2) 

7. コラボレーション (1) 

8. コラボレーション (2) 

9. アントレプレナーシップ(1) 

10. アントレプレナーシップ(2) 

11. イノベーションからの利益確保 (1) 

12. イノベーションからの利益確保 (2) 

13. イノベーションからの知見獲得 (1) 

14. イノベーションからの知見獲得 (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：教科書の当該部分を熟読し、ディスカッションに備える。 

復習：学んだ内容を整理し、参考にできる事例や文献を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業の参加度・発言(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tidd, J., Pavitt, K., & Bessant, J. 2013. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th 

Edition. Wiley (ISBN:111836063X) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://github.com/icat-lab/technology_management 

Innovation Portal http://www.innovation-portal.info/ 

 

【実務家教員による授業】 
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本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

【双方向による授業割合】 

50% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG284／テクノロジーマネジメント３ 

(Technology Management 3) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 二朗(Nakamura Jirou) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

製造業、サービス業、小売業などの経営者や経営スタッフ、そして各構成員がテクノロジーを経営に生かしていく際に必要となる

基礎的かつ戦略的な考え方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会のニーズの多様化、市場の成熟化、経済のグルーバル化などビジネスを取り巻く環境が大きく変化する中で、企業の生き残

りを左右するのはイノベーションを推進する力である。イノベーションにより事業を日々進化させ、変化する外部環境に対応させる

ことが企業の持続的な成長・発展のためのキーアクションである。まさに、ダーウィンの言葉の通りに、“最も強いものでなく最も環

境に適したものが生存機会を保障される。テクノロジーマネジメントでは、知見や道具を使って変化する環境に適応し制御する能

力を高める方法ならびに特定の目標を達成するために長期的視野と複合思考で能力や資源を総合的に運用する計画を立案す

ることを学ぶ。テクノロジーマネジメント３では、全体概観を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 技術と経営のつながりを知る 

2. 企業の進むべき方向を決める 

3. 外部環境変化を知る 

4. 制約条件の変化を知る 

5. 顧客がいくら払うかを知る 

6. 商品ライフサイクルの速度を知る 

7. 良いものをマーケティングする-テクノロジーマーケティングー 

8. 良いものをつくる 

9. 良いものを社会へ普及させる 

10. 技術をブランディングする-テクノロジーブランディング- 

11. 課題発表（１） 

12. 課題発表（２） 

13. まとめ（１） 

14. まとめ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に次回までの学習内容を指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ハンドアウト配布 

 

参考文献（Readings） 

講義にて随時紹介 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 100％（14 回中 14 回）である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG286／テクノロジーマネジメント４ 

(Technology Management 4) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 二朗(Nakamura Jirou) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

製造業、サービス業、小売業などの経営者や経営スタッフ、そして各構成員がテクノロジーを経営に生かしていく際に必要となる

基礎的かつ戦略的な考え方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会のニーズの多様化、市場の成熟化、経済のグルーバル化などビジネスを取り巻く環境が大きく変化する中で、企業の生き残

りを左右するのはイノベーションを推進する力である。イノベーションにより事業を日々進化させ、変化する外部環境に対応させる

ことが企業の持続的な成長・発展のためのキーアクションである。まさに、ダーウィンの言葉の通りに、“最も強いものでなく最も環

境に適したものが生存機会を保障される。テクノロジーマネジメントでは、知見や道具を使って変化する環境に適応し制御する能

力を高める方法ならびに特定の目標を達成するために長期的視野と複合思考で能力や資源を総合的に運用する計画を立案す

ることを学ぶ。テクノロジーマネジメント４では、具体的な方策および事例を中心に学習し、理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義全体概観 

2. テクノロジーと企業競争力 

3. 新商品開発のマネジメント 

4. ビジネスモデルのマネジメント 

5. 技術開発・新商品開発の組織マネジメント 

6. テクノロジーとベンチャービジネス 

7. 分野別事例（IoT） 

8. 分野別事例（人工知能（AI)、ロボット） 

9. 分野別事例（エネルギー） 

10. 分野別事例（環境・素材） 

11. 課題発表（１） 

12. 課題発表（２） 

13. まとめ（１） 

14. まとめ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に次回までの学習内容を指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ハンドアウト配布 

 

参考文献（Readings） 

講義にて随時紹介 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 100％（14 回中 14 回）である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG311／日本経済論１ 

(Japanese Economy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 鉱(KATO KO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済・社会事象のファクトを読み取る視座、考えかたを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済・社会事象に対する評価にはメディアのミスリードにより歪められてしまったものが少なくない。長年にわたるジャーナリスト・

作家活動、10 年間におよぶ香港在住経験で培った国際的な視野から毎回、国内外のテーマを選び、ディスカッションを交えなが

ら各事象を解き明かしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 最新トピックスについての解説とディスカッション。世界のなかの日本の立ち位置。 

2. 最新トピックスについての解説とディスカッション。中国、東南アジアビジネスの変遷。 

3. 最新トピックスについての解説とディスカッション。中国、東南アジアビジネスに進出した日本企業の成功例。 

4. 最新トピックスについての解説とディスカッション。中国、東南アジアビジネスに進出した日本企業の失敗例。 

5. 最新トピックスについての解説とディスカッション。中国の EVへのゲームチェンジ。 

6. 最新トピックスについての解説とディスカッション。台湾問題を考察。 

7. 最新トピックスについての解説とディスカッション。香港問題を考察。 

8. 最新トピックスについての解説とディスカッション。新聞の読みかたと、それぞれのポジショントーク。 

9. 最新トピックスについての解説とディスカッション。FRB とは何か。 

10. 最新トピックスについての解説とディスカッション。世界の中央銀行の悩み。 

11. 最新トピックスについての解説とディスカッション。なぜ日本の輸出は伸びないのか。 

12. 最新トピックスについての解説とディスカッション。日本経済の劣化をもたらしているもの。 

13. 最新トピックスについての解説とディスカッション。世界経済はサイクルで動いている。 

14. 最新トピックスについての解説とディスカッション。いったい日本の景気は良いのか、悪いのか。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/授業時の討論・発言状況(50%) 

双方向によるディスカッション授業の割合は 100%(14 回中 14 回である)。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤鉱、2015、『大班』、集英社 (ISBN:ISBN978-4-08-786055-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG316／日本経済論２ 

(Japanese Economy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 鉱(KATO KO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバルな視座から世界経済、日本経済を俯瞰して、日本市場、日本企業の独自性、特殊性を認識する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの孤立化により、世界経済は激変期を迎えることになる。20 世紀最晩年から今日までの経済史、事象などを確認しなが

ら、日本企業の実態と進むべき道をさぐる。同時に、海外、国内企業数社を俎上にあげて、良い会社とは何かという究極のテーマ

について、ディスカッションを交えながら理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 最新トピックスについての解説とディスカッション。日本企業盛衰史① 

2. 最新トピックスについての解説とディスカッション。日本企業盛衰史② 

3. 最新トピックスについての解説とディスカッション。日本企業盛衰史③ 

4. 最新トピックスについての解説とディスカッション。日本のユニコーン企業① 

5. 最新トピックスについての解説とディスカッション。日本のユニコーン企業② 

6. 最新トピックスについての解説とディスカッション。世界のプラットホーム企業① 

7. 最新トピックスについての解説とディスカッション。世界のプラットホーム企業② 

8. 最新トピックスについての解説とディスカッション。世界のプラットホーム企業③ 

9. 最新トピックスについての解説とディスカッション。企業の倫理観を検証する① 

10. 最新トピックスについての解説とディスカッション。企業の倫理観を検証する② 

11. 最新トピックスについての解説とディスカッション。私が取材した経営者について話そう① 

12. 最新トピックスについての解説とディスカッション。私が取材した経営者について話そう② 

13. 最新トピックスについての解説とディスカッション。私が取材した経営者について話そう③ 

14. 最新トピックスについての解説とディスカッション。良い会社とは何か。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/授業時の討論・発言状況(50%) 

双方向によるディスカッション授業の割合は 100%(14 回中 14 回である)。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 船井幸雄・加藤鉱、2011、『世界でもっとも入りたい 5 つの会社』、フォレスト出版 (ISBN:ISBN978-4-89451-935-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG331／インダストリアルマネジメント１ 

(Industrial Management 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「イノベーションの最終解」（翔泳社 2014 年版）を読む 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イノベーションに関連する基本文献を読み、イノベーション論の基本的な内容を学ぶとともに、学術研究の読解能力を養うことを

目標とする。今年度は、今日のイノベーションを理解するうえでも示唆に富むクレイトン・M・クリステンセンの『イノベーションの最

終解』を読解する。 

 イノベーションの基本原則と最近の新たな個別事例とのあいだの乖離（ズレ）がなぜ発生しているかの要因を、関連資料を通じ

て客観的に説明できる。 

 過去の個別事例からいかにしてイノベーションの基本原則が導き出されてきたかの過程を、関連資料を通じて客観的に説明で

きる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イノベーションの理論は、社会の要請に応じて、(1)Foster、Abernathy、Utterback の議論、(2)Henderson、Clark の議論、

(3)Cristensen の議論の 3 つの段階で展開されてきた。 

 この講義では、これらのうち(3)を中心に取り上げ、現実的な背景、経営的な課題との関連で、基礎的な概念規定、基本的な論

理構造を検証する。 

 イノベーションの理論の学習を通じて受講生のみなさんはイノベーションの理論の基本的な考え方、枠組みおよびそれらの重要

性を理解することになる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 既存のイノベーション理論①Foster、Abernathy、Utterback の要点 

3. 既存のイノベーション理論②Henderson、Clark の要点 

4. 既存のイノベーション理論③Cristensen の要点 

5. イノベーションの理論①破壊的イノベーションの理論 

6. イノベーションの理論②資源・プロセス・価値の理論（RPV理論） 

7. イノベーションの理論③バリューチェーン進化の理論（VCE理論） 

8. イノベーションとマネジメント①イノベーションと動機付け motivation 

9. イノベーションとマネジメント②イノベーションと創発的戦略 emergent strategy 

10. 事例研究①半導体業界の過去・現在とイノベーション 

11. 事例研究②半導体業界の未来とイノベーション 

12. 事例研究③通信業界の過去・現在とイノベーション 

13. 事例研究④通信業界の未来とイノベーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は全員事前にテキストを購入して頂きたい。毎回全員事前にテキストに目を通して頂きたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の課題提出(30%)/毎回の討論参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. クレイトン・M・クリステンセン＋スコット・D・アンソニー＋エリック・A・ロス、2014 年、『イノベーションの最終解』、翔泳社 

(ISBN:978-4-7981-3231-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜、紹介する。。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（連絡事項） 2005 年刊行のランダムハウス講談社版『明日は誰のものか－イノベーションの最終解－』ではなく、必ず 2014 年刊
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行の翔泳社版『イノベーションの最終解』を購入して頂きたい。 

 

（授業形態） 全員事前にテキストを準備する。授業では（できるだけグループ編成し）黒板を活用して討論をおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■VG336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG336／インダストリアルマネジメント２ 

(Industrial Management 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代企業成長の理論と実態を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 20 世紀初頭に形成してきた「近代企業」が今日どのように変容してきたのかを学ぶことを通じて、近代企業とその成長様式の基

礎的な知識および現代企業の歴史的位置付けとを学ぶとともに、研究方法や論文の作成方法についても学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 1990 年代以降、企業成長様式において垂直分業化、脱統合化、「オープン化」が進み、「組織による調整」から「市場による調

整」へと逆転し、近代企業の終焉が言われるようになった。今日、確かに脱統合化の進展が見られ、専業化も進んできている。し

かし 90 年代以降の趨勢を見れば、近代企業と同様、現代においても、企業の成長は多角化と多国籍化によって実現しており、イ

ノベーションとグローバリゼーションがいまなお企業の成長様式であり続けている。すなわち、一時的な脱統合化、オープン化の

流れは、しだいに企業間関係が階層化され、リーダー企業による調整すなわち、「市場における組織による調整」が進展してきて

いる。この授業ではそのような現代企業を理論と実態の両面から学ぶ。 

 この授業では、下の「授業時間外（予習・復習等）の学習」の欄にあるように、各自の予習･復習の準備が不可欠である。その上

で参加者全員が節や段落などの内容を要約、発表、報告するなど全員が発言し、適宜討論をしながら授業を進めていく。また随

時、課題を提出してもらい、テキストの理解を深める。 

 この授業では、単に内容を理解するというだけではなく、テキストを読んでいく過程でどのような資料をどのように活用していくの

かということも学んでいく。また受講者の理解が深まるまで時間をかけて議論・読解を行う。こうすることで参加者各自が論文執筆

にあたっての方法をも学ぶ。 

 なお具体的な講義の進め方はガイダンスにおいて説明するが、受講者数に応じて進め方や内容を変更する場合がある。受講

を希望する者は第一回目のガイダンスへの出席が必須である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 企業経営の基礎的理解 

3. 企業成長と事業構造の変容 

4. 企業成長と多角化 

5. 企業成長と国際化 

6. 企業成長とイノベーション 

7. 企業多角化の歴史的展開 

8. 企業の国際化の歴史的展開 

9. 企業のイノベーション活動の歴史的展開 

10. 1980 年代以降の企業環境の変化 

11. 現代企業成長の実態（１） グローバル化と生産の変化の実態 

12. 現代企業成長の実態（２） グローバル化の展開とイノベーションのオープン化 

13. 現代企業成長の実態（３） 企業の成長とプラットフォームの形成・発展 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 

 受講者は、全員が毎回の講義に先だって、テキストの指示された箇所を熟読し、論点や質問を整理し、ノートやレジュメを作成

し、あらかじめ準備したうえで参加しなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の提出物(30%)/出席・発言等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋野晶二他編、2018、『グローバル化とイノベーションの経営学』、税務経理協会 

テキストは 2018 年 9 月に発売予定である。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜、講義において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VG501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG501／経営財務１ 

(Financial Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、企業評価や事業採算に関する幅広い知識の修得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

財務諸表の見方、事業収支の計算、ファイナンス理論などについて解説する。実際の企業の動きを見ながら、ディスカッションを

ベースに授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 財務諸表と財務データの活用を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

3. 収益分析を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

4. 安全性分析を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

5. キャッシュフロー分析を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

6. マクロ環境分析・セグメント分析を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

7. 企業価値関連情報を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

8. 将来予想分析を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

9. 企業行動分析を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

10. 産業分析でディスカッションを行う（１）。 

11. 産業分析でディスカッションを行う（２）。 

12. 産業分析でディスカッションを行う（３）。 

13. 企業価値評価を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

14. まとめ（最終テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の講義範囲を復習すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、報告内容などによって総合的に評価する。(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2004、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版 

3. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値入門』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でディスカッション、プレゼン形式で授業を展開する。双方向による授

業の割合は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG506／経営財務２ 

(Financial Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、企業評価や事業採算に関する幅広い知識の修得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

財務諸表の見方、事業収支の計算、ファイナンス理論、企業審査について解説する。後半では無形資産やＣＳＲのトピックについ

ても触れる。実際の企業の動きを見ながら、プレゼン・ディスカッションをベースに授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 企業審査を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

3. リスクマネジメントを取り上げ解説及びディスカッションを行う（１）。 

4. リスクマネジメントを取り上げ解説及びディスカッションを行う（２）。 

5. CSR を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

6. コーポレートガバナンスを取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

7. リスクコミュニケーションを取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

8. リスクマネジメントの効果を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

9. 実証分析を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

10. リスクマネジメントの事例についてプレゼン・ディスカッションを行う（１）。 

11. リスクマネジメントの事例についてプレゼン・ディスカッションを行う（2）。 

12. リスクマネジメントの事例についてプレゼン・ディスカッションを行う（3）。 

13. リスク情報の活用を取り上げ解説及びディスカッションを行う。 

14. まとめ（最終テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の回についてはレジメを準備すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、報告内容などによって総合的に評価する。(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-08320-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田健太郎、2017 年、『戦略的リスクマネジメントで企業を強くする』、中央経済社 (978-4-502-21761-6 C3034) 

2. 野田健太郎、2004 年、『ベンチャー育成論入門』、大学教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でプレゼン、ディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授

業の割合は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG507／経営財務３ 

(Financial Management 3) 

担当者名 

（Instructor） 
下川 智広(SHIMOKAWA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営財務ではファイナンス的意思決定がどのように行われているのかについて理論的観点から学習するが、本講義では投資決

定論（インベストメント理論）について習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ファイナンスを学ぶにおいて重要な問題意識として，①投資決定論（資金を何に投資をするか），②資金調達論（どこから資金を

調達するか），③利益還元論（利益はどのように還元するか）などがとりあげられるが、経営財務 3 では①投資決定論(インベスト

メント)を中心に取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. イントロダクション 

2. 2. イントロダクションファイナンス理論の体系 

3. 3. リスクとリターン 

4.   3-1. リスクのマネジメント 

5. 4. 投資決定論① 

6.   4-1. リスクと選好 

7.   4-2. 最適ポートフォリオ選択 

8.   4-3. 市場の均衡価格(CAPM)① 

9.   4-4. 市場の均衡価格(CAPM)② 

10.   4-5. 債券投資 

11. 5. 投資決定論②   

12.   5-2. デリバティブ 

13.     5-2-1. オプション 

14.     5-2-2. リアルオプション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習範囲や課題は講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の予習範囲や課題は講義内で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

全体を通じた教科書は指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG508／経営財務４ 

(Financial Management 4) 

担当者名 

（Instructor） 
下川 智広(SHIMOKAWA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
VGS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営財務ではファイナンス的意思決定がどのように行われているのかについて理論的観点から学習する。本講義では、資金調

達論(コーポレートファイナンス理論)について習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ファイナンスを学ぶにおいて重要な問題意識として，①投資決定論（資金を何に投資をするか），②資金調達論（どこから資金を

調達するか），③利益還元論（利益をどのように還元するか）などがとりあげられるが、経営財務 4 では②資金調達論，③利益還

元論を中心に取り上げる。また、資金調達で成熟企業と異なる特性を有するベンチャー企業の資金調達戦略を取り上げ実務的

に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. イントロダクション 

2. 2. 資本構成と資本コスト 

3.   2-1. 負債コストと株主資本コスト 

4.   2-1. 最適資本構成 

5. 3. 株主への利益還元 

6.   3-1. 現金保有政策 

7.   3-2. 配当政策 

8. 4. 企業のコントロールとガバナンス 

9. 5. ベンチャー企業の資金調達戦略 

10.   5-1. ベンチャー投資の概要 

11.   5-2. ベンチャーキャピタルメソッド 

12.   5-3. ベンチャーキャピタル・ファンドの投資行動 

13.   5-4. ベンチャー企業の資本構成 

14.   5-5. ベンチャー企業の資金調達戦略と投資契約 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習範囲や課題は講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

全体を通じた教科書は指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で参考となる文献を推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は、会計科目・ファイナンス科目を履修していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG551／証券経済論１ 

(Stock Market 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

証券経済論１および２を通じて、社会・経済の発展において証券市場が企業や家計に果たす重要な機能・役割について理解す

る。大企業のみならず、起業やベンチャー企業、中小企業の経営でも適切な理解が不可欠な資金調達（とくに株式や負債の本

質）や企業価値評価、ガバナンスなどについて理解する。Fintech や AI といった Digital Transformation の金融サービス産業への

影響なども取り扱う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

証券経済論１では、前半では主に資金調達の場としての観点から、後半では主に資金運用の場として観点から、その機能と仕組

みなどを取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 証券市場の経済における位置づけ（１）・・・直接金融（投資⇒証券市場、市場型金融モデル）の役割と機能、とくに間接金融

（預金⇒融資）との相違 

2. 証券市場の経済における位置づけ（２）・・・「間接金融の偏重」だった日本において「市場型金融の拡大」が必要とされる理

由や背景、課題 

3. 証券による資金調達（１）・・・株式と負債（とくに社債）の相違や特徴 

4. 証券による資金調達（２）・・・資本構成を巡る議論 

5. 証券による資金調達（３）・・・優先株式や種類株式、デット・エクイティ・スワップ、証券化 

6. 小テスト（１）と前半総括・補論 

7. ゲストスピーカー（１）・・・企業財務のプロフェッショナルを招聘して 

8. 証券の価値評価（１）・・・割引現在価値の考え方 

9. 証券の価値評価（２）・・・配当割引モデル、PER、PBR、DCF 法 

10. 証券の価値評価（３）・・・オプションの考え方 

11. ポートフォリオによる投資の重要性（１）・・・リターン、リスク、分散効果などポートフォリオ理論の基本 

12. ポートフォリオによる投資の重要性（２）・・・個人による中核的証券投資手段としての投資信託の役割、欧米豪などに見る確

定拠出型年金の普及と、それに伴う投資信託の家計⇒企業の資金仲介チャネルとしての台頭 

13. 小テスト（２）と後半総括・補論 

14. ゲストスピーカー（２）・・・資産運用ビジネスのプロフェッショナルを招聘して 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回配布ないし指示する参考文献を必ず読むこと。関連科目の履修。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（１）(30%)/小テスト（２）(30%)/ゲストスピーカー（１）に関するレポート(20%)/ゲストスピーカー（２）に関するレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。毎回配布ないし指示する参考文献を必ず読むこと。 

 

参考文献（Readings） 

毎回配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

50% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG552／証券経済論１ 

(Stock Market 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

証券経済論１および２を通じて、社会・経済の発展において証券市場が企業や家計に果たす重要な機能・役割について理解す

る。大企業のみならず、起業やベンチャー企業、中小企業の経営でも適切な理解が不可欠な資金調達（とくに株式や負債の本

質）や企業価値評価、ガバナンスなどについて理解する。Fintech や AI といった Digital Transformation の金融サービス産業への

影響なども取り扱う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

証券経済論１では、前半では主に資金調達の場としての観点から、後半では主に資金運用の場として観点から、その機能と仕組

みなどを取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 証券市場の経済における位置づけ（１）・・・直接金融（投資⇒証券市場、市場型金融モデル）の役割と機能、とくに間接金融

（預金⇒融資）との相違 

2. 証券市場の経済における位置づけ（２）・・・「間接金融の偏重」だった日本において「市場型金融の拡大」が必要とされる理

由や背景、課題 

3. 証券による資金調達（１）・・・株式と負債（とくに社債）の相違や特徴 

4. 証券による資金調達（２）・・・資本構成を巡る議論 

5. 証券による資金調達（３）・・・優先株式や種類株式、デット・エクイティ・スワップ、証券化 

6. 小テスト（１）と前半総括・補論 

7. ゲストスピーカー（１）・・・企業財務のプロフェッショナルを招聘して 

8. 証券の価値評価（１）・・・割引現在価値の考え方 

9. 証券の価値評価（２）・・・配当割引モデル、PER、PBR、DCF 法 

10. 証券の価値評価（３）・・・オプションの考え方 

11. ポートフォリオによる投資の重要性（１）・・・リターン、リスク、分散効果などポートフォリオ理論の基本 

12. ポートフォリオによる投資の重要性（２）・・・個人による中核的証券投資手段としての投資信託の役割、欧米豪などに見る確

定拠出型年金の普及と、それに伴う投資信託の家計⇒企業の資金仲介チャネルとしての台頭 

13. 小テスト（２）と後半総括・補論 

14. ゲストスピーカー（２）・・・資産運用ビジネスのプロフェッショナルを招聘して 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回配布ないし指示する参考文献を必ず読むこと。関連科目の履修。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（１）(30%)/小テスト（２）(30%)/ゲストスピーカー（１）に関するレポート(20%)/ゲストスピーカー（２）に関するレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。毎回配布ないし指示する参考文献を必ず読むこと。 

 

参考文献（Readings） 

毎回配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

50% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG556／証券経済論２ 

(Stock Market 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

証券経済論１および２を通じて、社会・経済の発展において証券市場が企業や家計に果たす重要な機能・役割について理解す

る。大企業のみならず、起業やベンチャー企業、中小企業の経営でも適切な理解が不可欠な資金調達（とくに株式や負債の本

質）や企業価値評価、ガバナンスなどについて理解する。Fintech や AI といった Digital Transformation の金融サービス産業への

影響なども取り扱う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

証券経済論２では日本の経済成長にとっての証券市場の役割や課題という観点で、政策や実務において現在、とくに注目されて

いる議論を主に取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スチュワードシップ・コード／コーポレート・ガバナンス・コード／伊藤レポートを巡る議論（１） 

2. スチュワードシップ・コード／コーポレート・ガバナンス・コード／伊藤レポートを巡る議論（２） 

3. スチュワードシップ・コード／コーポレート・ガバナンス・コード／伊藤レポートを巡る議論（３） 

4. IR、CSR や SRIを巡る議論 

5. ゲストスピーカー（１）・・・コーポレート・ガバナンスや IR の専門家を招聘して 

6. 少子高齢化、人口減少社会を巡る議論（１） 

7. 少子高齢化、人口減少社会を巡る議論（２） 

8. イノベーション・起業・Digital Transformation を巡る議論（１） 

9. イノベーション・起業・Digital Transformation を巡る議論（２） 

10. イノベーション・起業・Digital Transformation を巡る議論（３） 

11. 金融経済・投資教育を巡る議論（１) 

12. 金融経済・投資教育を巡る議論（２） 

13. 小テストと補論 

14. ゲストスピーカー（２）・・・Digital Transformation、ベンチャー・ビジネスの専門家を招聘して 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回配布ないし指示する参考文献を必ず読むこと。関連科目の履修。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/ゲストスピーカー（１）に関するレポート(30%)/ゲストスピーカー（２）に関するレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。毎回配布するないし指示する参考文献を必ず読むこと。 

 

参考文献（Readings） 

毎回配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

50% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG557 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG557／証券経済論２ 

(Stock Market 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

証券経済論１および２を通じて、社会・経済の発展において証券市場が企業や家計に果たす重要な機能・役割について理解す

る。大企業のみならず、起業やベンチャー企業、中小企業の経営でも適切な理解が不可欠な資金調達（とくに株式や負債の本

質）や企業価値評価、ガバナンスなどについて理解する。Fintech や AI といった Digital Transformation の金融サービス産業への

影響なども取り扱う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

証券経済論２では日本の経済成長にとっての証券市場の役割や課題という観点で、政策や実務において現在、とくに注目されて

いる議論を主に取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スチュワードシップ・コード／コーポレート・ガバナンス・コード／伊藤レポートを巡る議論（１） 

2. スチュワードシップ・コード／コーポレート・ガバナンス・コード／伊藤レポートを巡る議論（２） 

3. スチュワードシップ・コード／コーポレート・ガバナンス・コード／伊藤レポートを巡る議論（３） 

4. IR、CSR や SRIを巡る議論 

5. ゲストスピーカー（１）・・・コーポレート・ガバナンスや IR の専門家を招聘して 

6. 少子高齢化、人口減少社会を巡る議論（１） 

7. 少子高齢化、人口減少社会を巡る議論（２） 

8. イノベーション・起業・Digital Transformation を巡る議論（１） 

9. イノベーション・起業・Digital Transformation を巡る議論（２） 

10. イノベーション・起業・Digital Transformation を巡る議論（３） 

11. 金融経済・投資教育を巡る議論（１) 

12. 金融経済・投資教育を巡る議論（２） 

13. 小テストと補論 

14. ゲストスピーカー（２）・・・Digital Transformation、ベンチャー・ビジネスの専門家を招聘して 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回配布ないし指示する参考文献を必ず読むこと。関連科目の履修。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/ゲストスピーカー（１）に関するレポート(30%)/ゲストスピーカー（２）に関するレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。毎回配布するないし指示する参考文献を必ず読むこと。 

 

参考文献（Readings） 

毎回配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

50% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG731／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）の作成 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）を執筆するための研究論文指導を行うことを目

的とする。 

 修士論文（ビジネスリサーチ）においては、自己の実務経験や社会経験という素材を批判的に捉え、そこから自己の問題関心を

見つめ、これに基づいて、社会や経営現象に対する具体的な問いを立て、社会科学的な探求課題へと練り上げていく必要があ

る。 

 そのためには、同様の関心からどのような研究が行われてきたのか、研究対象である社会現象に対してどのような観点から研

究が行われてきたのかを丁寧に検討し、そのうえで独自の研究課題を設定する必要がある。 

 加えて、社会科学的な探求を実践するには、適切な方法の選択が不可欠である。従って、研究課題に適合的な方法を選択する

には、一定の方法論的な知識が要求されることとなろう。 

 修士論文（ビジネスデザイン）の指導では、創造的な事業を構想し、具体的なビジネスプランとして策定することを目的とする。

外部環境と内部環境を分析し、社会生活に関わる問題を発見した上でこれらを解決するための新たな事業を構想し、これを具体

的な実行可能プランにするための計画を策定する。それは新たな価値を社会に提供するものであり、社会の豊かさに貢献するも

のでなければならない。それゆえビジネスに関する単なる技法だけではなく、社会や人間の生活に対する深い洞察やビジネスの

本質についての議論を深めることが重要となる。 

本授業では、ディスカッション及び個別指導を通じて、上記の点について指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題意識を練る・ビジネスデザインについて 

2. 問題意識を練る・ビジネスデザインの 5 つのステップ 

3. 具体的「問い」を立てる・事業機会の分析と把握 

4. 具体的「問い」を立てる・事業機会の分析と把握 

5. 先行研究を検討する・事業機会の分析と把握 

6. 先行研究を検討する・ビジネスプランの中間報告 

7. 先行研究を検討する・事業機会の発見 

8. 調査方法を検討する・事業機会の発見 

9. 調査方法を検討する・事業機会の発見 

10. 調査方法を検討する・ビジネスプランの中間報告 

11. 仮説を構築する・ビジネスモデルの構想と構築 

12. 仮説を構築する・ビジネスモデルの構想と構築 

13. 仮説を構築する・ビジネスモデルの構想と構築 

14. ビジネスリサーチあるいはビジネスプランの中間報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の課題、作業に取り組んだうえで授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに合わせて必要な文献を指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ビジネスリサーチに取り組む方は調査法関係の科目を履修しておくとよいでしょう。ビジネスデザインに取り組む方は、会計系、財
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務系の科目、戦略やマーケティングなどの科目を体系的に履修しておくとよいでしょう。加えてビジネスデザインモジュールの科目

を履修することをお勧めします。 

 

【双方向による授業】 

本科目は、受講生によるプレゼンテーションと相互フィードバックによるディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授

業の割合は 100％（14 回中 14回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 83 - 

■VG732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG732／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）の作成 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は修了研究 Aに続き、修士論文（ビジネスリサーチ）あるいは修士論文（ビジネスデザイン）を執筆するための研究論文

指導を行うことを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査項目を検討する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

2. 調査項目を検討する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

3. 調査項目を検討する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

4. 予備調査を実施する・ビジネスプランの具体的策定と評価 

5. 予備調査を実施する・ビジネスプランの中間報告 

6. 本調査を実施する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

7. 本調査を実施する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

8. 本調査を実施する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

9. 調査結果を分析する・経営理念の策定と成長戦略の構想 

10. 調査結果を分析する・ビジネスプランの中間報告 

11. 調査結果を解釈する・ビジネスプランの中間報告 

12. 調査結果を解釈する・ビジネスプランの中間報告 

13. 結論を導出する・ビジネスプランの最終報告 

14. 結論を導出する・ビジネスプランの最終報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自、毎回の課題、作業に取り組んだうえで授業に臨みましょう。自己の仮説やアイデアの批判的検証を行うことが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマおよび研究の進捗状況に合わせて必要な文献を指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

修了研究 Aを履修しておくとよいでしょう。また他の教員の修了研究も履修することを勧めます。 

 

【双方向による授業】 

本科目は、受講生によるプレゼンテーションと相互フィードバックによるディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授

業の割合は 100％（14 回中 14回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG733／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独創的で社会に貢献できる持続可能な事業を構想し，修士論文（ビジネスデザイン）を作成することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境分析と事業構想者の能力分析を考察して、事業領域を決定し、具体的な事業構想プランを策定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分の経験、能力、将来性に関する考察（事業構想者の能力評価） 

2. 環境分析（社会・歴史・文化環境の分析） 

3. 環境分析（経済環境の分析） 

4. 環境分析（自然・人口・地域環境の分析） 

5. 環境分析（法的環境の分析） 

6. 環境分析（自然科学・工学・技術環境の分析） 

7. 事業領域に関する考察（１） 

8. 事業領域に関する考察（２） 

9. 事業領域に関する考察（３） 

10. 事業領域に関する考察（４） 

11. 事業領域の決定 

12. 事業内容の考察（１） 

13. 事業内容の考察（２） 

14. 事業内容の考察（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

多様な科目を履修し、異なる視点で物事を認識・評価できるような幅広い教養を身に付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献度(30%)/ビジネスプランのプレゼンテーション(30%)/企画能力(20%)/調査能力(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG734／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独創的で社会貢献できる持続可能な事業を構想し，修士論文（ビジネスデザイン）を作成することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

構築した事業プランの検証を繰り返す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事業構想プランの発表（１） 

2. 事業構想プランの検証（１）（5W2H、SWOT 分析など） 

3. 事業構想プランの検証（２）（5W2H、SWOT 分析など） 

4. 問題点の指摘 

5. 事業構想の再構築（１） 

6. 事業構想の再構築（２） 

7. 事業構想の再構築（３） 

8. 事業構想プランの発表（２） 

9. 事業構想プランの検証と問題点の指摘 

10. 事業構想の再構築（４） 

11. 事業構想プランの発表（３） 

12. キャッシュフローの予測や財務データに関する確認 

13. キャッシュフローのリスクの見積もり 

14. 完成プランの発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

修了研究 Aを履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献度(30%)/ビジネスプランのプレゼンテーション(30%)/企画能力(20%)/調査能力(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG735／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修了研究として、起業（含む、社内起業、社会的起業）、新規事業創造に向けての具体的なビジネスモデル・プランとして策定し、

修士論文（ビジネスデザイン）を作成することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は修了研究として、新規性・実現可能性・社会性のある事業を構想し、具体的なビジネスモデル・プランとして策定するこ

とを目的とする。自己分析、事業機会の発見、チームの構成、経営リソースの調達など具体的なビジネスデザインを構築してい

く。年度末に各チームもしくは個人のビジネスモデル・プランを作成し、最終審査にのぞむ。 

毎回、各自のビジネスモデル・プランの進捗を発表し、教員と他の学生よりフィードバック、アドバイスを行い、プランを完成させて

いく。学生の状況・ニーズ、進捗に応じ、内容を講義する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【下記計画をもとに受講者と相談の上、また各自の進捗状況にあわせ、調整する】 

ビジネスデザインについて／修士論文（ビジネスデザイン）の構成 

2. ビジネスデザインの進め方／ビジネスモデルとビジネスプラン 

3. 自己分析①：自分自身のミッション・ビジョン・価値観など 

4. 自己分析②：自分自身の強み・弱み、特徴など 

5. 事業機会の分析と検討① 

6. 事業機会の分析と検討② 

7. アントレプレナー＆チーム(組織）について分析と検討① 

8. アントレプレナー＆チーム(組織)について分析と検討② 

9. 経営リソース(ヒト・モノ・カネ・ノウハウ・情報など）の分析と検討① 

10. 経営リソース(ヒト・モノ・カネ・ノウハウ・情報など）の分析と検討② 

11. 教員による全体へのアドバイス・フィードバック① 

12. 教員による全体へのアドバイス・フィードバック② 

13. ビジネスモデル 発表とフィードバック① 

14. ビジネスモデル 発表とフィードバック② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業までに少しずつでもビジネスモデルに関する調査、検討を進めること。 

着実な作業の蓄積が修士論文の成果につながっていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(50%)/完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 忽那 憲治、2013、『アントレプレナーシップ入門 -- ベンチャーの創造を学ぶ』、有斐閣ストゥディア (ISBN:9784641150027) 

「ビジネスデザインハンドブック」（ビジネスデザイン研究科発行）を全員に配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川 博和、2010、『マネジメント・テキスト ベンチャー・マネジメント［事業創造］入門』、日本経済新聞出版社 

(ISBN:4532133912) 

2. エリック・リース、2012、『リーン・スタートアップ』、日経 BP社 (ISBN:4822248976) 

授業のなかで適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

戦略・マーケティング系、会計・財務系、組織・人事系の科目の体系的履修を推奨する。 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による
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授業の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG736／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修了研究 A（ビジネスデザイン）に同じ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 修了研究 A（ビジネスデザイン）に続き、修了研究として、具体的なビジネスプランとして策定することを目的とする。修了研究に

おけるビジネスプランは、単なるビジネスアイデアではなく、革新性、実現可能性、社会性を備えていることが必須である。ヒアリ

ング調査、トライアルなども行いながら、事業の実現可能性と実現方法を検討する必要がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【下記計画をもとに、受講者と相談の上、決定する】 

ビジネスモデル・プランの概要報告① 

2. ビジネスモデル・プランの概要報告② 

3. 経営理念の構築① 

4. 経営理念の構築② 

5. 財務戦略 資金調達プランとリスク分析① 

6. 財務戦略 資金調達プランとリスク分析② 

7. 経営チームと組織検討① 

8. 経営チームと組織検討② 

9. ビジネスプランのプレゼンテーション演習とブラッシュアップ① 

10. 教員・学生によるアドバイス・フィードバック① 

11. ビジネスプランのプレゼンテーション演習とブラッシュアップ② 

12. 教員・学生によるアドバイス・フィードバック② 

13. ビジネス最終プラン報告① 

14. ビジネス最終プラン報告② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、着実にプランの調査、分析を進めること。 

学外でも可能な限り、ビジネスプランに関する調査、ヒアリング、実験などを実施すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(50%)/完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ビジネスデザインハンドブック」（ビジネスデザイン研究科発行）を全員に配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

計画的なビジネスモデル・プラン策定のために，修了研究 Aを履修すること。 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG737／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が選んだテーマやビジネスプランについての経営者・実務者視点での助言を行うこと 

 

授業の内容（Course Contents） 

自分でテーマを設定（架空でも、現実でも可）し、ビジネスのミッションや事業性を検討しながら、実際のビジネスプランを作成す

る。できるだけ現実的なビジネスプランになるよう指導をしていく。 

講義スケジュールや内容については各受講者と相談の上決定。 

原則ゼミ全体での授業はない。 

必要に応じて、経営者や実務者に対してのインタビュー 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

2. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

3. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

4. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

5. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

6. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

7. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

8. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

9. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

10. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

11. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

12. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

13. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

14. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員の著書（特に「ミッション」（アスコム）、「ついていきたい」と思われるリーダーになる 51の考え方（サンマーク）、「スター

バックス CEOだった私が伝えたいこれからの経営に必要な 41のこと」（中経出版））について、事前に読んでおくことを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究テーマ(20%)/研究の進捗(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG738 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG738／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が選んだテーマやビジネスプランについての経営者・実務者視点での助言を行うこと 

 

授業の内容（Course Contents） 

自分でテーマを設定（架空でも、現実でも可）し、ビジネスのミッションや事業性を検討しながら、実際のビジネスプランを作成す

る。できるだけ現実的なビジネスプランになるよう指導をしていく。 

講義スケジュールや内容については各受講者と相談の上決定。 

原則ゼミ全体での授業はない。 

必要に応じて、経営者や実務者に対してのインタビュー 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

2. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

3. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

4. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

5. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

6. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

7. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

8. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

9. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

10. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

11. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

12. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

13. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

14. 講義スケジュールや内容については受講者と相談の上決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員の著書（特に「ミッション」（アスコム）、「ついていきたい」と思われるリーダーになる 51の考え方（サンマーク）、「スター

バックス CEOだった私が伝えたいこれからの経営に必要な 41のこと」（中経出版））について、事前に読んでおくことを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究テーマ(20%)/研究の進捗(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG739／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスデザイン研究科の教育方針であるゼネラリストのスペシャリストは、自らの専門性を理解しつつ経営を俯瞰できる人材で

ある。リサーチとしての修士論文は、テーマ設定と仮説・検証方法を習得し、論理的な思考を修得する。ビジネスデザインとしての

修士論文は、内外の企業環境を最適に結合するプランの創造にある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマを設定するために、関心領域と先行研究もしくは企業内外の環境について考察する。論文のテーマや事業領域を探すこと

の難しさを認識する。多くの関連分野の著書や論文、経済、社会、法、技術、そして自然環境を読み取り、自分の研究領域や事

業領域を絞り込む。各自の論文ないしプランの進捗状況を確認しながら、他者の論文やプランと比較し、自己の不足している点

や改善すべき点を確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 関心領域に関する発表 ゼミ形成により、多様な視点や考え方を発見する。 

2. 関心領域と周辺領域の参考文献と先行研究ないしはデータ等についての発表（１） 

3. 関心領域と周辺領域の参考文献と先行研究ないしはデータ等についての発表（２） 

4. テーマ（事業領域）の仮設定（１） 

5. テーマ（事業領域）の仮設定（２） 

6. テーマ（事業領域）の先行研究（関連事業等）レビュー（１） 

7. テーマ（事業領域）の先行研究（関連事業等）レビュー（２） 

8. テーマ（事業領域）の発表（１） 研究テーマ（事業領域）の選択肢を列挙する。 

9. テーマ（事業領域）の発表（２） 研究テーマ（事業領域）を一つに絞り込む。 

10. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法（１） 

11. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法（２） 

12. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法（３） 

13. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法について指導（１） 

14. 仮説（事業案）と検証（実現可能性の探索）方法について指導（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済、経営、会計、統計学などの基礎的な知識を身につけておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(50%)/意見交換(30%)/論文の完成度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG740／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文（ビジネスリサーチ及びビジネスデザイン）の完成 自らの専門領域と社会における立ち位置を確認する。テーマ（プラ

ン）が社会的に意義のあるものか否かを確認し、自らの問題意識と独創的な仮説・検証方法（事業プラン）を提示する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ（事業プラン）が社会的に意義のあるテーマとなっているか否かを繰り返し検討しながら、そのテーマ（事業プラン）の仮説・

検証（実現可能性）方法を確認し、論文（リサーチ及びデザイン）として完成度を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（１） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

2. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（２） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

3. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（３） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

4. 問題点の指摘 論文（プラン）の全体像と個々の仮説（事業要素）の整合性を考える。 

5. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（４） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

6. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（５） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

7. 問題点の指摘 考えられる他の検証方法（実現プラン）について考察する。 

8. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（６） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

9. 仮提出の論文（プラン）を完成させる。 

10. 問題点の指摘 再度、仮説（プラン）のもつ意義を確認する。 

11. テーマ（事業プラン）・仮説（内外環境の結合）・検証（実現可能性）方法の確認（７） 仮説（プラン）がテーマ（事業）として適

切か否か 

12. 問題点の指摘 最終的なチェックを行う。 

13. 完成した論文（プラン）の発表 

14. 残された課題を考察する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

修了研究 Aの履修が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(20%)/意見交換(20%)/論文の完成度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG741／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が選んだテーマを論文として書くことを指導する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が選んだテーマに関連する過去の論文，書籍等の発表をしたり，討論をする。また，論文の書き方等を指導する。 

 経営戦略と国際ビジネスの Advanced Topics を学ぶ。 

Advanced topics in Strategic Management and International Business. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. イントロダクション 

3. 戦略領域における先行研究レビュー1 

4. 戦略領域における先行研究レビュー1 

5. 国際ビジネス領域における先行研究レビュー1 

6. 国際ビジネス領域における先行研究レビュー1 

7. テーマ設定 1 

8. テーマ設定 1 

9. 論文に関する相談 1 

10. 論文に関する相談 2 

11. 論文に関する相談 3 

12. 論文に関する相談 4 

13. テーマ設定 2 

14. テーマ設定 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テーマを考えておくこと. 

先行文献を読んだり、データ収集・分析したり、論文を書く。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の質(60%)/出席及び授業への貢献(20%)/発表点(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG742／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が選んだテーマを論文として書くことを指導する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が選んだテーマに関連する過去の論文，書籍等の発表をしたり，討論をする。また，論文の書き方等を指導する。 

 経営戦略と国際ビジネスの Advanced Topics を学ぶ。 

Advanced topics in Strategic Management and International Business. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文に関する相談 1 

2. 論文に関する相談 2 

3. 論文に関する相談 3 

4. 論文に関する相談 4 

5. 論文に関する相談 5 

6. 論文に関する相談 6 

7. Reserch Methodology1 

8. Reserch Methodology2 

9. Reserch Methodology3 

10. Reserch Methodology4 

11. データの分析方法 

12. データの分析方法 

13. 論文の提出 

14. 論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テーマを考えておくこと. 

先行文献を読んだり、データ収集・分析したり、論文を書く。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の質(60%)/出席及び授業への貢献(20%)/発表点(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG743／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院生生活の最後の仕上げとして，社会での経験を活かしつつ，修士論文を作成することを目的とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員は流通論やリテイルマーケティング，消費財メーカーのブランディングなどを専門としています。これらの知識と経験にも

とづき,指導を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容については受講生と相談の上，決定します。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

その他，各自の研究テーマや進捗に応じて参考文献やデータを紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG744／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院生生活の最後の仕上げとして，社会での経験を活かしつつ，修士論文を作成することを目的とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員は流通論やリテイルマーケティング，消費財メーカーのブランディングなどを専門としています。これらの知識と経験にも

とづき,指導を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容については受講生と相談の上，決定します。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

その他，各自の研究テーマや進捗に応じて参考文献やデータを紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG745／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業および食品産業の関連性を「フードシステム」の視点で理解し，農産物（モノ）の流通にくわえて，食品安全・付加価値情報の

流通，表示・認証，マーケティングなどについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

農業は，さまざまな関連産業と結びついて多くのビジネス機会を提供している。農業および関連産業は，一方でグローバル化を

指向するが，他方でローカル化に強みを発揮する事業者も少なくない。この授業では， 農業および関連産業をフードシステムと

いう視点で把握し，そこに見られる具体的な問題点や論点について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 農産物市場の特性（１） 

2. 農産物市場の特性（２） 

3. 食品産業とフードシステム（１） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

4. 食品産業とフードシステム（２） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

5. 品質とは何か 

 （品質属性，付加価値，付加的サービスほか） 

6. 情報の不完全と表示（１） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

7. 情報の不完全と表示（２） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

8. 食のリスク管理（１） 

（安全基準・表示規制等） 

9. 食のリスク管理（２） 

（生産情報トレーサビリティシステム） 

10. 表示制度と基準・認証（１） 

11. 表示制度と基準・認証（２） 

12. 表示制度と基準・認証（３） 

13. 産地呼称制度，地域ブランド（１） 

14. 産地呼称制度，地域ブランド（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録後に Blackboard 上で行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(30%)/議論への貢献(40%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG746／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の作成に向けた課題設定と研究計画の立案，調査研究のためのスキルの向上をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者には，各自の問題意識にそった研究成果を随時報告してもらう。それぞれ問題意識や関心分野がちがっても，論文作成

には幅広い知見とアイディアが必要であり，活発に議論を行うものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究のすすめ方について 

2. テーマの選定，仮説の設定について 

3. 先行研究の収集・分析（１） 

4. 先行研究の収集・分析（２） 

5. 実証研究のすすめ方（１） 

6. 実証研究のすすめ方（２） 

7. 実証研究のすすめ方（３） 

8. 論文作法について（１） 

9. 論文作法について（２） 

10. 論文作法について（３） 

11. 調査研究報告（１） 

12. 調査研究報告（２） 

13. 調査研究報告（３） 

14. 調査研究報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG747／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の研究課題を設定できるよう、各自、着地点を見極める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

関心のあるテーマについて、論文を輪読する。その上で、１人ずつ、個人指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介と、関心のあるテーマについて報告。 

2. 関心のあるテーマについて、論文を渉猟し、紹介をしてもらう。 

3. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

4. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

5. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

6. 各自順番に、論文について発表してもらう。 

7. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

8. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

9. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

10. 順番に個人指導を行い、テーマについて皆で検討する。 

11. 観光経済学について講義、紹介する。 

12. 観光経済学についての講義、2。 

13. マクロ経済学についての概説。 

14. マクロ経済学についての概説 2。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に向けて、各自の責任を果たせるよう、しっかり準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/毎回の出席と報告(80%) 

期末に各自、論文の予定テーマについて、レポートを提出してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 薮田編、2017、『観光経済学の基礎講義』、九州大学出版会 

授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG748／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の完成に向けて、努力する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに沿って、毎回、指導、皆で検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミクロ経済学の講義。 

2. 経済学の歴史について、1、カンティロン、ケネー、チユルゴ、スミス 

3. 経済学の歴史について、2、ワルラス、ケインズ、新古典派。 

4. 各自、論文テーマについて報告してもらう。 

5. 論文に関係する資料について、輪読する。 

6. 論文に関係する資料について、輪読する。 

7. 論文に関係する資料について、輪読する。 

8. 論文に関係する資料について、輪読する。 

9. 各自、論文の進行状況について報告。 

10. 各自、論文の進行状況について報告。 

11. 各自、論文の進行状況について報告。 

12. 各自、論文の進行状況について報告。 

13. 論文について最終的な個人指導を行う、１。 

14. 論文について最終的な個人指導を行う、２。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自、授業に積極的に取り組むよう、準備をしっかりすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と修士論文の評価(100%) 

後期で、論文の完成を目指す。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で指示。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG749 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG749／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

連係科目の修了研究 B でホスピタリティ産業を対象とした論文策定に向けて、本科目では論文に必要な知識およびスキルの習

得と論文で最も大事な問題設定などの骨子づくりを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は我が国ホスピタリティ産業の生産性革命・生産性向上をいかに図るかを研究テーマとしている。修了研究Ａでは、主に

「サービス立国論」を教科書にして、サービス産業の課題と問題点について専門的に研究する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期のゼミの進め方の説明、受講生の自己紹介 

2. ＭＢＡで論文をいかに書くか 

3. ＭＢＡ論文に必要な経営戦略論①競争戦略 

4. ＭＢＡ論文に必要な経営戦略論②ＨＲＭ 

5. サービス立国論：序章サービス立国論：ものづくりからサービスへ、第１章サービス化する日本経済 

6. サービス立国論第２章 サービス経済化と生産性・経済成長 

7. サービス立国論第３章 サービス産業のイノベーション 

8. サービス立国論第４章 サービス経済化と労働市場 

9. サービス立国論第５章 都市、地域経済とサービス産業 第６章 国際化するサービス産業 

10. サービス立国論第７章 サービス産業と景気変動 第８章 サービス経済化の下での政策課題、おわりに 

11. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）① 

12. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）② 

13. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）③ 

14. 前期末の進捗状況の発表（問いをいかに立てたか）④ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書に基づき筆者がパワポの資料も発表されていますので各自ダウンロードして活用ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加度(50%)/論文骨子完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神戸大学専門職大学院、2015、『人生を変えるＭＢＡ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16460-4) 

2. 森川正之、2016、『サービス立国論』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-35692-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の中でホスピタリティ産業の受講生の業界報告も大歓迎であり、参加状況を見ながら柔軟に組み替えることとします。

本研究では実務へ反映することを第一義に運営します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG750 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG750／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

修了研究 Aに続き、ホスピタリティ産業を対象としたＭＢＡ論文を策定し修了審査に向けた最終とりまとめを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究 B では、論文完成へ向けたサービスデザインと我が国サービス産業の国際生産性の知識付与を行いつつ、個別指導

を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期のゼミの進め方の説明、これまでの各人の進捗状況の把握① 

2. これまでの各人の進捗状況の把握② 

3. サービスデザインの教科書①サービス・ドミナント・ロジック 

4. サービスデザインの教科書②価値共創 

5. 中間発表と個別指導① 

6. 中間発表と個別指導② 

7. 中間発表と個別指導③ 

8. 中間発表と個別指導④ 

9. 日本の労働生産性の動向 2017年版 

10. サービス産業の生産性革命の提言 

11. 修了審査に向けた最終発表会① 

12. 修了審査に向けた最終発表会② 

13. 修了審査に向けた最終発表会③ 

14. 修了審査に向けた最終発表会④ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考資料、レポートは必ず事前学習し討議ができる準備をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と参加度(50%)/論文完成度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武山政直、2017、『サービスデザインの教科書』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-2365-6) 

講義で使用する「日本の労働生産性 2017 年版」（日本生産性本部、2017年 11 月 17 日）及び「サービス産業の生産性革命のた

めの提言」（経済成長フォーラム、2017年 6月 14 日）を各自で各ホームページよりダウンロードして入手すること 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各人のＭＢＡ論文の完成度を見ながら個別指導の時間と講義の配分を柔軟に調整いたします。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG751／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス・リサーチ、ビジネス・デザイン共にテーマを早めに決め、リサーチでは先行研究、デザインでは市場調査など具体的な

作業を着実に進めること。春学期の終了後、夏期休暇中にリサーチでは実証に向けた分析や事例研究、デザインでは戦略の構

成に取り組めるように準備できていること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最終的な人数や、各々のテーマの共通性などにもよるが、原則、上記の授業の目標達成に向けて、お互いの発表・レビューを通

じながら、進めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 １ 

2. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ２ 

3. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ３ 

4. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ４ 

5. 模範となる論文（リサーチ）／企画書（デザイン）の確認 ５ 

6. テーマ・構想の発表 １ 

7. テーマ・構想の発表 ２ 

8. 当校・優秀論文賞の先輩の経験談を聞く １ 

9. 当校・優秀論文賞の先輩の経験談を聞く ２ 

10. 進捗状況の発表 

11. 進捗状況の発表 

12. 進捗状況の発表 

13. 進捗状況の発表 

14. 進捗状況の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翌週の発表、ひいては論文完成に向けて、論文の部品について着実に文章化（執筆）を進めること。参考文献を着実に読み、ま

とめる作業を進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自分の研究についての準備と発表(60%)/積極的な発言や質問を通じての授業全体への貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

随時、配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG752／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一の目標は 11 月の仮提出日までに 90％の成果物を必ず準備すること。第二の目標は最終提出日までに必ず完成すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最終的な人数や、各々のテーマの共通性などにもよるが、原則、上記の授業の目標達成に向けて、院生別の個別指導で進めて

いきたい。お互いに発表、検討も行う機会も随時、設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏期休暇中の成果を確認 

2. 同上 

3. 分析手法や事例研究について補足すべき内容を確認 

4. 同上 

5. 分析手法や事例研究についてまとめたものの発表 

6. 同上 

7. 進捗状況の確認 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 成果物の確認 

12. 同上 

13. 成果物の発表・検討会 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

仮提出、そして完成に向けて、着実に執筆（リサーチ）・資料作成（デザイン）を進めること。とくに仮提出までに全体を仕上げるこ

とを意識すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

仮提出論文の提出と内容(50%)/最終論文の提出と内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

随時、配布ないし指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG753／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミでは、実際に実現可能な事業構想を行い、全員で議論しあいながら磨いていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１年次に学んだビジネスシミュレーションの授業を復習しながら、自分のビジネスプランを描くことに、落とし込みましょう。実践が

前提のゼミになります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分が創造するビジネスプラン（事業機会の発見と価値提案）  

2. 自分が創造するビジネスプラン（環境分析と顧客セグメント）  

3. 自分が創造するビジネスプラン（事業活動とチャネル構築）  

4. 自分が創造するビジネスプラン（収益構造と費用構造、資源調達）  

5. 自分が創造するビジネスプラン（競争優位の構築と参入障壁）  

6. 自分が創造するビジネスプラン（成長戦略と長期計画）  

7. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

8. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

9. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

10. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

11. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

12. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

13. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。 

14. 自分がデザインしたビジネスプラン（外部講師を呼んでのビジネスプランの評価） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

いろいろなことにアンテナを張り、多くの人に出会って、色々な人から話を聞きましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼン力(40%)/質問力およびコメント力(30%)/相手の意見を受容しながら、自分の意見を言う力(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

１年生の時に学んだビジネスシミュレーションの資料を毎回持参して、復習しながら、実践に使いましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

さまざまな新聞、ニュースに毎日、目を通してください。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG754／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミでは、実際に実現可能な事業構想を行い、全員で議論しあいながら磨いていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１年次に学んだビジネスシミュレーションの授業を復習しながら、自分のビジネスプランを描くことに、落とし込みましょう。実践が

前提のゼミになります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分が創造するビジネスプラン（事業機会の発見と価値提案） の発表 

2. 自分が創造するビジネスプラン（環境分析と顧客セグメント） の発表 

3. 自分が創造するビジネスプラン（事業活動とチャネル構築） の発表 

4. 自分が創造するビジネスプラン（収益構造と費用構造、資源調達） の発表 

5. 自分が創造するビジネスプラン（競争優位の構築と参入障壁） の発表 

6. 自分が創造するビジネスプラン（成長戦略と長期計画） の発表 

7. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

8. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

9. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

10. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

11. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

12. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

13. さあ、実現可能なビジネスプランをデザインしよう。発表とディスカッション。 

14. 自分がデザインしたビジネスプラン（外部講師を呼んでのビジネスプランの評価） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

いろいろなことにアンテナを張り、多くの人に出会って、色々な人から話を聞きましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼン力(40%)/質問力およびコメント力(30%)/相手の意見を受容しながら、自分の意見を言う力(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

１年生の時に学んだビジネスシミュレーションの資料を毎回持参して、復習しながら、実践に使いましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

さまざまな新聞、ニュースに毎日、目を通してください。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG761／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式による研究成果報告、ディスカッションと個別指導による研究指導。    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（修士論文の書き方）   

2. イントロダクション（修士論文の書き方）   

3. 研究指導・統計（基本編） 

4. 研究指導・統計（基本編） 

5. 研究指導・統計（基本編） 

6. 研究指導・統計（基本編） 

7. 研究指導・統計（応用編） 

8. 研究指導・統計（応用編） 

9. 研究指導・統計（応用編） 

10. 研究指導・統計（応用編） 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG762／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式による研究成果報告、・ディスカッションと個別指導による研究指導。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導 

2. 研究指導 

3. 研究指導 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 研究指導 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG763／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスプランの研究テーマ設定、構成・内容等の構想、分析手法の検討等について助言することを目的とする。先行研究の収

集・分析、フレームワーク活用での全体構造作成、定量・定性分析手法、ビジネスプラン作成方法等を一貫してレクチャー＆ワー

クで指導。適宜の個別指導も実施。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究ビジネスプランを通じて担当教官として指導していきたいこと。 それは、グランドデザインを意識したビジネスプランであ

る。 グランドデザインとは、世界観や歴史観に基づく大局的で壮大な視点から、国家・社会・ビジネス・企業の在り方を描いていく

ことであり、それらの全体像と構成要素を明快に指し示していくことである。 グランドデザインにおいて重要なことは、それが全体

像や構成要素を指し示すだけではなく、実際に提供していく商品・サービスの細部にまで哲学として行き渡っていくことを凡事徹

底していくことである。グランドデザインの中核は、徹底した分析や洞察に基づいて、自らの世界観・ミッション・ビジョン・アイデン

ティティーを構築していくことである。 「今、世界はどのような状況にあり、自分達が置かれている国家や社会や業界はどのような

立場にあるのか？」 「自分達が求められている/果たすべき役割とは何であるのか？」 「その役割にしたがって自分達は何をし

ていくのか？」 そして、グランドデザインとは、「自分達がどのように在りたいのか？」という自己実現上の目標でなければならな

いものでもある。 つまりは、「自分達はこう在りたい」という理想の提示でなければならない。 自分達の自己実現上の目標であり

理想の提示であるからこそ、現時点においては挑戦的であるからこそ、グランドデザインは自分達や周りの人達を鼓舞し、大きな

威力を発揮するものとなるのである。 人口が減少し、人口構造が大きく変化し、閉塞感が強まっている現在の日本に置かれてい

るからこそ、組織や人が長期的に繁栄を続け社会に貢献していくためには、小手先の事業再構築程度では不十分であり、グラン

ドデザインから愚直に問い直し、真のイノベーションを通じて新たな価値を創造していくことが求められているのだ。創造するとい

う、人に与えられた本来の生きる意義に真剣に対峙することが、グランドデザインそのものであるのだ。ありきたりの戦略、まして

や戦術レベルだけで改善を図っていこうとしても、もはや長期的な繁栄は無理な時代に置かれているのである。志向する分野・業

界を問わず、「自分は何者か/自分は何を目指すのか/自分は何を目指したいのか?」から愚直に問い直し、「自分はこう在りたい」

という理想の提示を、修了研究ビジネスプランを通じて実現していきたいと考える学生の受講を心から歓迎したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

2. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

3. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

4. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

5. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

6. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

7. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

8. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

9. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

10. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

11. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

12. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

13. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

14. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経営戦略、マーケティング戦略、財務・ファイナンス、組織・人事、マネジメント、 

リーダーシップ等経営学の幅広い分野において、深い知識を見につけておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究内容と結果(50%)/普段のコミュニケーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内一正、2014 年、『イーロン・マスクの挑戦』、宝島社 (ISBN:ISBN978-4-8002-2848-2) 

2. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 
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3. 高橋恭介＋田中道昭、2017、『あしたの履歴書』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-4-478-10393-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG764 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG764／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスプランの研究テーマ設定、構成・内容等の構想、分析手法の検討等について助言することを目的とする。先行研究の収

集・分析、フレームワーク活用での全体構造作成、定量・定性分析手法、ビジネスプラン作成方法等を一貫してレクチャー＆ワー

クで指導。適宜の個別指導も実施。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究ビジネスプランを通じて担当教官として指導していきたいこと。 それは、グランドデザインを意識したビジネスプランであ

る。 グランドデザインとは、世界観や歴史観に基づく大局的で壮大な視点から、国家・社会・ビジネス・企業の在り方を描いていく

ことであり、それらの全体像と構成要素を明快に指し示していくことである。 グランドデザインにおいて重要なことは、それが全体

像や構成要素を指し示すだけではなく、実際に提供していく商品・サービスの細部にまで哲学として行き渡っていくことを凡事徹

底していくことである。グランドデザインの中核は、徹底した分析や洞察に基づいて、自らの世界観・ミッション・ビジョン・アイデン

ティティーを構築していくことである。 「今、世界はどのような状況にあり、自分達が置かれている国家や社会や業界はどのような

立場にあるのか？」 「自分達が求められている/果たすべき役割とは何であるのか？」 「その役割にしたがって自分達は何をし

ていくのか？」 そして、グランドデザインとは、「自分達がどのように在りたいのか？」という自己実現上の目標でなければならな

いものでもある。 つまりは、「自分達はこう在りたい」という理想の提示でなければならない。 自分達の自己実現上の目標であり

理想の提示であるからこそ、現時点においては挑戦的であるからこそ、グランドデザインは自分達や周りの人達を鼓舞し、大きな

威力を発揮するものとなるのである。 人口が減少し、人口構造が大きく変化し、閉塞感が強まっている現在の日本に置かれてい

るからこそ、組織や人が長期的に繁栄を続け社会に貢献していくためには、小手先の事業再構築程度では不十分であり、グラン

ドデザインから愚直に問い直し、真のイノベーションを通じて新たな価値を創造していくことが求められているのだ。創造するとい

う、人に与えられた本来の生きる意義に真剣に対峙することが、グランドデザインそのものであるのだ。ありきたりの戦略、まして

や戦術レベルだけで改善を図っていこうとしても、もはや長期的な繁栄は無理な時代に置かれているのである。志向する分野・業

界を問わず、「自分は何者か/自分は何を目指すのか/自分は何を目指したいのか?」から愚直に問い直し、「自分はこう在りたい」

という理想の提示を、修了研究ビジネスプランを通じて実現していきたいと考える学生の受講を心から歓迎したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

2. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

3. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

4. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

5. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

6. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

7. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

8. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

9. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

10. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

11. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

12. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

13. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

14. スケジュールや内容等については学生と相談の上で決定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経営戦略、マーケティング戦略、財務・ファイナンス、組織・人事、マネジメント、 

リーダーシップ等経営学の幅広い分野において、深い知識を見につけておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究内容と結果(50%)/普段のコミュニケーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内一正、2014 年、『イーロン・マスクの挑戦』、宝島社 (ISBN:ISBN978-4-8002-2848-2) 

2. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 
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3. 高橋恭介＋田中道昭、2017、『あしたの履歴書』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-4-478-10393-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG765／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆に必要となる基礎知識や能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 修士論文の執筆に向け，研究テーマの絞り込みを検討し，それに合わせて文献や資料の収集方法を指導する。その中から先

行研究になりそうなものを選択し，輪読とディスカッションを行った後，先行研究のまとめ方の指導を行う。続いて，修士論文の構

成（章立て）についての指導を行う。 

 最後に，修士論文の執筆に必要となる PC スキル（Wordや Excel 等の機能），利用できるデータベースの使用について解説す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマの選定 

2. 文献や資料の検索方法 

3. 先行研究の輪読とディスカッション（１） 

4. 先行研究の輪読とディスカッション（２） 

5. 先行研究の輪読とディスカッション（３） 

6. 先行研究の輪読とディスカッション（４） 

7. 先行研究のまとめ（１） 

8. 先行研究のまとめ（２） 

9. 論点整理（１） 

10. 論点整理（２） 

11. 論文執筆に必要な PC スキルの修得 

12. データ収集とデータベースの利用 

13. 成果報告（１） 

14. 成果報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の内容は，演習終了時もしくは電子メール等を用いて指示する。 

研究テーマに即した基礎的な科目を履修しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への参加状況(30%)/演習内での報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

 本科目は，簡単な講義に続いて教員と履修者、あるいは履修者同士でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG766 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG766／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文の構成を確認し，執筆に関する種々の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習での研究テーマは，経営分析研究や会計学研究を基本とする（周辺分野の研究でも可）。 

 春学期までに終了しているであろう研究テーマの選定や先行研究のレビューや章立ての検討を基礎として修士論文の執筆指

導を進めていく。 

 指導方法はグループ指導と個別指導の２本立てで行う。グループ指導では，章ごとの内容の口頭発表と質疑を通じて多様な視

点を研究に取り込み，個別指導では論点整理を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 先行研究のレビューの確認（１） 

2. 先行研究のレビューの確認（２） 

3. 章立ての再検討 

4. 仮説の構築と検証（１） 

5. 仮説の構築と検証（２） 

6. 仮説の構築と検証（３） 

7. 論理一貫性の確認と討議（１） 

8. 論理一貫性の確認と討議（２） 

9. 論文執筆指導（１） 

10. 論文執筆指導（２） 

11. 論文執筆指導（３） 

12. 論文執筆指導（４） 

13. 成果報告（１） 

14. 成果報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前準備の内容は，演習終了時もしくは電子メール等を用いて指示する。授業の終了後には，授業内での指摘事項について

復習や修正を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への参加状況(30%)/演習内での報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

 本科目は，個別指導の４回を除き、教員と履修者、あるいは履修者同士でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向に

よる授業の割合は 71.4％（14 回中 10 回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG769 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG769／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を通じて経営学理論の習得とデータ分析手法を習得し、価値創造のためのスキルを確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文執筆に共通して必要な知識・スキルをテキスト輪読から学びます。また、各自の研究課題導出、先行研究探索と整理の報告

に対するフィードバックを行います。論文執筆は個人作業ですが、毎週互いに進捗状況を共有することにより、仮説導出や先行

研究レビューの効率化や、視野の拡大をはかります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究手法の概観、研究課題の導出 

2. 概念整理 1) プラットフォームの定義、研究課題の導出 

3. 概念整理 2) プラットフォーム戦略、研究課題の導出 

4. 概念整理 3) 複数市場、研究課題の導出 

5. 概念整理 4) オープン化、先行研究レビュー 

6. 概念整理 5) 協働と分担、先行研究レビュー 

7. 概念整理 6) プラットフォームの設計、先行研究レビュー 

8. 概念整理 7) プラットフォームマネジメント、先行研究レビュー 

9. 概念整理 8) 情報技術の特徴 、仮説導出 

10. 概念整理 9) ITビジネスにおけるステークホルダー、仮説導出 

11. 概念整理 10) ソフトウェアビジネスの産業構造、仮説導出 

12. 概念整理 11) ソフトウェアエコシステムにおけるガバナンス、調査計画立案 

13. 調査計画立案 

14. 調査計画立案、調査設計のブラッシュアップ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：調査研究報告（進捗状況）の準備 

復習：コメントを受けての論文執筆作業ブラッシュアップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Burrell, G. & Morgan, G. (鎌田伸一、金井一頼、野中郁次郎 共訳)、1986、『組織理論のパラダイム：機能主義の分析枠組』、

千倉書房 (ISBN:978-4-8051-0536-8) 

特に無し 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

2. 田村正紀、2006、『リサーチ・デザイン―経営知識創造の基本技術』、白桃書房 (ISBN:4561264574) 

3. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法』、新曜社 (ISBN:4788507889) 

4. Robert K. Yin. 2013. Case study research, 5th edition.. Sage communication (ISBN:1452242569) 

5. Gawer, A.. 2011. Platforms, markets and innovation.. Edward Elgar Publishing (ISBN:1848447892) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室 GitHub Organization: https://github.com/icat-lab 

研究室 Twitter: https://twitter.com/icat_lab 

 

【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG770 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG770／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を通じて経営学理論の習得とデータ分析手法を習得し、価値創造のためのスキルを確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文のドラフトや、調査計画・調査設計・調査データ・分析等を元に、ディスカッションを通じて修士論文の完成を目指します。論文

執筆は個人作業ですが、毎週互いに進捗状況を共有することにより、仮説導出や先行研究レビューの効率化や、視野の拡大を

はかります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究報告とディスカッション 

2. 調査研究報告とディスカッション 

3. 調査研究報告とディスカッション 

4. 調査研究報告とディスカッション 

5. 調査研究報告とディスカッション 

6. 調査研究報告とディスカッション 

7. 調査研究報告とディスカッション 

8. 調査研究報告とディスカッション 

9. 調査研究報告とディスカッション 

10. 調査研究報告とディスカッション 

11. 調査研究報告とディスカッション 

12. 調査研究報告とディスカッション 

13. 調査研究報告とディスカッション 

14. 調査研究報告とディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前：調査研究報告（進捗状況）の準備 

事後：フィードバックを受けてのブラッシュアップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に無し。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室 GitHub Organization: https://github.com/icat-lab 

研究室 Twitter: https://twitter.com/icat_lab 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 119 - 

■VG773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG773／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の問題意識から修士論文のテーマを設定し、研究計画書にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文のテーマを設定するために、まず自身の問題意識や明らかにしたい課題を明確にする。関連分野の著書や論文を読

み、自分の研究領域を絞り込むとともに、先行研究との位置づけを明確にし、最終的に「研究計画書」としてまとめる。 

本コースでは、各自が報告する進捗状況や直面している問題に対して、参加者全員で考え、議論するプロセスから学び、その気

づきをそれぞれの研究に活かすようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文とは何か 

3. 先行研究の調査方法（大学図書館にてガイダンスを受ける） 

4. 問題意識の共有と議論（1） 

5. 問題意識の共有と議論（2） 

6. 問題意識の共有と議論（3） 

7. 先行研究の共有と議論（1） 

8. 先行研究の共有と議論（2） 

9. 先行研究の共有と議論（3） 

10. 研究計画書とは何か 

11. 研究計画の共有と議論（1） 

12. 研究計画の共有と議論（2） 

13. 研究計画の共有と議論（3） 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究は授業時間外に行う（授業はそれをベースとした報告と議論を中心に行う）。 

修了研究 Aでは特に、研究テーマの関連分野の著書や論文を調査し、読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(70%)/「研究計画書」の完成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤本 隆宏 (著), 新宅 純二郎 (著), 粕谷 誠 (著), 高橋 伸夫 (著), 阿部 誠 (著)、2005、『リサーチ・マインド 経営学研究

法』、有斐閣 (ISBN:4641122385) 

2. 戸田山 和久 (著)、2012、『新版 論文の教室：レポートから卒論まで』、NHK 出版 (ISBN:4140911948) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、教員を含め参加者全員でのディスカッション形式で授業を進める。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG774／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の執筆に必要となる基礎知識や能力を身につけ、修士論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修了研究 Aでまとめた「研究計画書」にもとづき研究を進め、修士論文としてまとめる。そのプロセスにおいて論理的整合性と経

験的妥当性、研究の新規性・独自性を確認する。 

本コースでは、各自が報告する進捗状況や直面している問題に対して、参加者全員で考え、議論するプロセスから学び、その気

づきをそれぞれの研究に活かすようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文完成に向けたプロセス確認 

2. 進捗中間報告と議論（1） 

3. 進捗中間報告と議論（2） 

4. 進捗中間報告と議論（3） 

5. 論文の構成 

6. 論理的整合性の視点 

7. 論理構成を考える（1） 

8. 論理構成を考える（2） 

9. 論理構成を考える（3） 

10. 経験的妥当性の確認 

11. 進捗最終報告と議論（1） 

12. 進捗最終報告と議論（2） 

13. 進捗最終報告と議論（3） 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究は授業時間外に行う（授業はそれをベースとした報告と議論を中心に行う）。 

修了研究 B では特に、研究で必要とされる調査（インタビューなど）を進める。 

また、継続して研究テーマの関連分野の著書や論文を調査し、読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取組み(70%)/修士論文の完成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、教員を含め参加者全員でのディスカッション形式で授業を進める。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG775／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本研究科の修了要件となっているビジネスデザイン、または、ビジネスリサーチを作成し、完成させることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネスデザインについては、担当教員の経営コンサルティング会社社長及びベンチャーキャピタリストとしての実務経験を生か

して、指導する。また、ビジネスリサーチについては、担当教員の博士号を有した研究者及び国際学会発表やジャーナルへの査

読論文投稿の経験を踏まえて、指導する。なお、過年度の状況としては、大半の受講生が、ビジネスデザインを選択しているお

り、授業はビジネスデザインの指導を中心としたものとなる傾向にある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 冨田ゼミの進め方や教育方針（”半学半教”）などについての説明。履修者の自己紹介。 

2. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス①。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

3. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス②。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

4. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス③。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

5. 各人のテーマ選択に向けたアドバイス④。早め早めのテーマ選定を行うべく指導する。 

6. 選択したテーマについての調査の実施①（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

7. 選択したテーマについての調査の実施②（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

8. 選択したテーマについての調査の実施③（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

9. 選択したテーマについての調査の実施④（ビジネスデザインであれば、市場調査や競合分析、アンケート調査などを行い、

ビジネスリサーチであれば、先行研究のサーベイを行う） 

10. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス① 

11. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス② 

12. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス③ 

13. 春学期で進めたところまでの各人の発表とアドバイス④ 

14. 夏休み中の取り組み方や秋学期に向けての解説とアドバイス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

５月の GW～６月くらいには、取り組むテーマを選定・決定できるように、早め早めに取り組むことが必要です。担当教員からの指

導は、基本的には、金曜日の６限目の講義時間枠内でのみとなります。なお、担当教員の海外出張の関係から、１～２回、時間

変更となる可能性があることを、あらかじめ、ご了承をお願いします。ただし、必ず補講は行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（授業や課題への取り組み姿勢や意欲、勤勉さなど）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2014、『新規事業立ち上げの教科書 ～ビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル～』、総合法令出版 

(ISBN:978-4-86280-416-7) 

2. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎剛、2010、『社会科学系のための「優秀論文」作成術』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-00034-0) 

ビジネスリサーチを選択する学生は、上記を参考書として、読むこと。他方、ビジネスデザインを選択する学生は、事業計画書（ビ

ジネス・プラン）作成の書籍が多数出ているので、それらを参考にすること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員については、Webサイト等の情報を参考にしてください。http://www.tcconsulting.co.jp/ 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG776 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG776／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本研究科の修了要件となっているビジネスデザイン、または、ビジネスリサーチを作成し、完成させることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネスデザインについては、担当教員の経営コンサルティング会社社長及びベンチャーキャピタリストとしての実務経験を生か

して、指導する。また、ビジネスリサーチについては、担当教員の博士号を有した研究者及び国際学会発表やジャーナルへの査

読論文投稿の経験を踏まえて、指導する。なお、過年度の状況としては、大半の受講生が、ビジネスデザインを選択しているお

り、授業はビジネスデザインの指導を中心としたものとなる傾向にある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休み中の各人の進捗状況の確認① 

2. 夏休み中の各人の進捗状況の確認② 

3. 夏休み中の各人の進捗状況の確認③ 

4. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス① 

5. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス② 

6. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス③ 

7. 仮提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業とそのアドバイス④ 

8. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表① 

9. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表② 

10. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表③ 

11. 最終提出に向けた、さらなるブラッシュアップ作業と各人の進捗状況の発表④ 

12. 最終提出に向けた進捗に遅れのある履修者へのサポートと完成が近づいている履修者の内容の確認と最後の確認① 

13. 最終提出に向けた進捗に遅れのある履修者へのサポートと完成が近づいている履修者の内容の確認と最後の確認② 

14. 口頭試問に向けた全般的なアドバイス、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１１月初旬の修了研究の仮提出の段階で、ほぼ出来上がっている状態となるように、早め早めに取り組むことが必要です。担当

教員からの指導は、基本的には、金曜日の６限目の講義時間枠内でのみとなります。なお、担当教員の海外出張の関係から、１

～２回、時間変更となる可能性があることや年末年始は日本を不在にする可能性が高いことについて、あらかじめ、ご了承をお

願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（授業や課題への取り組み姿勢や意欲、勤勉さなど）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2014、『新規事業立ち上げの教科書 ～ビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル～』、総合法令出版 

(ISBN:978-4-86280-416-7) 

2. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎剛、2010、『社会科学系のための「優秀論文」作成術』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-00034-0) 

ビジネスリサーチを選択する学生は、上記を参考書として、読むこと。他方、ビジネスデザインを選択する学生は、事業計画書（ビ

ジネス・プラン）作成の書籍が多数出ているので、それらを参考にすること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員については、Webサイト等の情報を参考にしてください。http://www.tcconsulting.co.jp/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VG777 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG777／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成指導を行なう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不動産投資、ホテルマネジメントなどの分野でのビジネスデザインに関する論文作成指導 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講生と相談のうえ、決定する 

2. 受講生と相談のうえ、決定する 

3. 受講生と相談のうえ、決定する 

4. 受講生と相談のうえ、決定する 

5. 受講生と相談のうえ、決定する 

6. 受講生と相談のうえ、決定する 

7. 受講生と相談のうえ、決定する 

8. 受講生と相談のうえ、決定する 

9. 受講生と相談のうえ、決定する 

10. 受講生と相談のうえ、決定する 

11. 受講生と相談のうえ、決定する 

12. 受講生と相談のうえ、決定する 

13. 受講生と相談のうえ、決定する 

14. 受講生と相談のうえ、決定する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

指導面談の際の質疑内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG778 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG778／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成指導を行なう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不動産投資、ホテルマネジメントなどの分野でのビジネスデザインに関する論文作成指導 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講生と相談のうえ、決定する 

2. 受講生と相談のうえ、決定する 

3. 受講生と相談のうえ、決定する 

4. 受講生と相談のうえ、決定する 

5. 受講生と相談のうえ、決定する 

6. 受講生と相談のうえ、決定する 

7. 受講生と相談のうえ、決定する 

8. 受講生と相談のうえ、決定する 

9. 受講生と相談のうえ、決定する 

10. 受講生と相談のうえ、決定する 

11. 受講生と相談のうえ、決定する 

12. 受講生と相談のうえ、決定する 

13. 受講生と相談のうえ、決定する 

14. 受講生と相談のうえ、決定する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

指導面談の際の質疑内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG787／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を完成するために必要な知識・スキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では，経営組織論の理論的発展および主要理論を整理するとともに，現代的な課題，なかでもグローバル化とイノベーシ

ョン創出をテーマとして研究することが，基本的な関心である。 

そのうえで，以下の領域に関心のある学生を指導する。 

１）ホスピタリティ・ビジネスにおける今日的課題に関する研究 

２）ホスピタリティ・ビジネスの国際経営比較研究 

３）ホスピタリティ・ビジネス分野におけるニュー・ビジネスに関する研究 

４）観光研究の新領域としてのラグジュアリービジネスに関する研究 

５）企業組織に関する研究 

６）組織と社会との関係に関する研究 

７）組織と個人との関係に関する研究 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文とは何か 

2. 研究にとっての論文の意味 

3. アカデミズムとジャーナリズム 

4. 相関関係と因果関係 

5. 「科学的」とはなにか 

6. 帰納法と演繹法 

7. 1 次データと 2 次データ 

8. データの価値とサンプリング 

9. 統計ソフトの選択 

10. 図書館とデータベース 

11. 先行研究の調査と選別の基準 

12. 仮説の設定 

13. 学生プレゼンテーション 

14. 学生プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

とくに必要としない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終プレゼンテーション(50%)/授業への取組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG788／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文の完成に向けて、必要な知識およびスキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では，経営組織論の理論的発展および主要理論を整理するとともに，現代的な課題，なかでもグローバル化とイノベーシ

ョン創出をテーマとして研究することが，基本的な関心である。 

そのうえで，以下の領域に関心のある学生を指導する。 

１）ホスピタリティ・ビジネスにおける今日的課題に関する研究 

２）ホスピタリティ・ビジネスの国際経営比較研究 

３）ホスピタリティ・ビジネス分野におけるニュー・ビジネスに関する研究 

４）観光研究の新領域としてのラグジュアリービジネスに関する研究 

５）企業組織に関する研究 

６）組織と社会との関係に関する研究 

７）組織と個人との関係に関する研究 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究対象の検討 

2. 研究テーマ・仮説の検討 

3. 研究意義の検討 

4. 研究方法の検討 

5. 仮説とその検定 

6. 目次の作成 

7. 先行研究の整理 

8. 参考文献と注釈 

9. 論文の体裁と表記 

10. 論文作成の指導 1 

11. 論文作成の指導 2 

12. 論文作成の指導 3 

13. プレゼンテーションの指導 1 

14. プレゼンテーションの指導 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

同一担当教員の修了研究 Aを履修していること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業において必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VG789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG789／修了研究Ａ 

(Research Studies Seminar of Business Planning A) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を目標に専門的な知見を高めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本研究では、実際の企業情報を多角的な観点から分析することに重点を置きつつ、各自の研究課題と研究計画に基づいて報告

を行い全員で討論を行う。修了研究 Aでは、下記の１～14 の全体を念頭に置きながら、主としてテーマ設定の意義、明確化に重

点を置く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大まかなテーマの設定 

2. テーマに関係する資料の収集 

3. 研究事例の吟味 

4. 予備調査（予備研究）の実施 

5. 研究テーマ・意義の確定 

6. 先行研究の収集と再検討 

7. 研究仮説の構築、仮説構築に向けてポイントを確認 

8. 方法論の明確化 

9. データ収集方法について検討 

10. データの分析方法について検討 

11. 仮説の検証方法について検討 

12. 論文のドラフト執筆 

13. さまざまな討論 

14. 内容の深化と文章推敲 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田健太郎、2017、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田健太郎、2013 年、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2004 年、『ベンチャー育成論入門』、大学教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG790 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG790／修了研究Ｂ 

(Research Studies Seminar of Business Planning B) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆を目標に専門的な知見をいっそう高めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、実際の企業情報を多角的な観点から分析することに重点を置きつつ、各自の研究課題と研究計画に基づいて報告

を行い全員で討論を行う。修了研究 B では、下記の１～14 の全体を念頭に置きながら、論文執筆に向けての具体的な検討に重

点を置く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大まかなテーマの設定 

2. テーマに関係する資料の収集 

3. 研究事例の吟味 

4. 予備調査（予備研究）の実施 

5. 研究テーマ・意義の確定 

6. 先行研究の収集と再検討 

7. 研究仮説の構築、仮説構築に向けてポイントを確認 

8. 方法論の明確化 

9. データ収集方法について検討 

10. データの分析方法について検討 

11. 仮説の検証方法について検討 

12. 論文のドラフト執筆 

13. さまざまな討論 

14. 内容の深化と文章推敲 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、報告内容などによって総合的に評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田健太郎、2017 年、『戦略的リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN978-4-502-21761-6 C3034) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田健太郎、2013 年、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2004 年、『ベンチャー育成論入門―起業家マインドの醸成に向けて』、大学教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG987 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG987／専門研究Ａ 

(Study of Master's Thesis A) 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスリサーチおよびビジネスデザインを作成するための助言と指導を行うこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマは各自の問題意識に基づいて決定するが、教員はマクロ組織論や戦略論を理論的ベースとした企業の戦略に関する

定量的実証研究を専門としている。論文は(1)研究質問の設定、(2)先行研究の検討、(3)理論・仮説構築、(4)インタビュー調査・ケ

ース分析、(5)データ収集、(6)データ解析、(7)結論の導出というプロセスで構成され、各プロセスで修正を加えながらこれらの作業

を繰り返すことで進められる（事例分析の場合は(5)、(6)を除く）。専門研究 Aでは、はじめに論文とは何かに関するレクチャーを

行う。そのうえで、研究質問の設定と研究手法の検討まで行うことを想定している。運営方法はゼミ形式を予定しているが、人数

に応じて学生と相談のうえ決定する。また、指導内容、指導時間などは学生の進捗や予定に合わせて臨機応変に対応する。 

なお、ビジネスデザインについては、履修者と個別に相談しながら進めることとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運営方法について 

2. 論文を書くということ（1） 

3. 論文を書くということ（2） 

4. 問題意識 

5. 問題意識 

6. 研究質問の設定 

7. 研究質問の設定 

8. 先行研究の検討 

9. 先行研究の検討 

10. 先行研究の検討 

11. 理論・仮説構築 

12. 理論・仮説構築 

13. 研究手法の検討 

14. 研究手法の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

院生のテーマと進捗に合わせて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

学生のテーマと進捗に合わせて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG988 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG988／専門研究Ｂ 

(Study of Master's Thesis B) 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスリサーチおよびビジネスデザインを作成するための助言と指導を行うこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマは各自の問題意識に基づいて決定するが、教員はマクロ組織論や戦略論を理論的ベースとした企業の戦略に関する

定量的実証研究を専門としている。論文は(1)研究質問の設定、(2)先行研究の検討、(3)理論・仮説構築、(4)インタビュー調査・ケ

ース分析、(5)データ収集、(6)データ解析、(7)結論の導出というプロセスで構成され、各プロセスで修正を加えながらこれらの作業

を繰り返すことで進められる（事例分析の場合は(5)、(6)を除く）。専門研究 B では研究手法の検討から結論の導出までを想定し

ている。運営方法はゼミ形式を予定しているが、人数に応じて学生と相談のうえ決定する。また、指導内容、指導時間などは学生

の進捗や予定に合わせて臨機応変に対応する。 

なお、ビジネスデザインについては、履修者と個別に相談しながら進めることとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運営方法について 

2. 研究手法の検討 

3. 研究手法の検討 

4. 分析の実施 

5. 分析の実施 

6. 分析の実施 

7. 分析の実施 

8. 分析の実施 

9. 結果の解釈 

10. 結果の解釈 

11. 結果の解釈 

12. 結果の解釈 

13. 結論の検討 

14. 結論の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

院生のテーマと進捗に合わせて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

学生のテーマと進捗に合わせて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG989 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG989／専門研究Ａ 

(Study of Master's Thesis A) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 二朗(Nakamura Jirou) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究の進め方および修士論文の作成手法を修得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の進め方および修士論文の作成手法を学びます。論理的な思考方法，テーマの選定，先行研究の調査，仮説の設定および

仮説の検証などについて学び論文作成力を構築できるように指導します。執筆する論文のテーマは，自由です。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究の進め方について 

2. テーマの選定について 

3. 先行研究の調査について 

4. 先行研究の調査について 

5. 仮説の設定について 

6. 仮説の設定について 

7. 仮説の検証について 

8. 仮説の検証について 

9. 論文作成について  

10. 論文作成について  

11. 論文作成について  

12. 論文作成について  

13. 論文作成について  

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に次回までの学習内容を指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(40%)/プレゼンテーション(20%)/論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて，適宜，参考文献を紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG990 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG990／専門研究Ｂ 

(Study of Master's Thesis B) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 二朗(Nakamura Jirou) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究の進め方および修士論文の作成手法を修得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の進め方および修士論文の作成手法を学びます。論理的な思考方法，テーマの選定，先行研究の調査，仮説の設定および

仮説の検証などについて学び論文作成力を構築できるように指導します。執筆する論文のテーマは，自由です。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中間報告会 

2. 中間報告会 

3. 中間報告会 

4. 論文作成について  

5. 論文作成について  

6. 論文作成について  

7. 論文作成について  

8. 論文作成について  

9. 論文作成について  

10. 論文作成について  

11. 最終報告会 

12. 最終報告会 

13. 最終報告会 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に次回までの学習内容を指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(40%)/プレゼンテーション(20%)/論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて，適宜，参考文献を紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 137 - 

■VG991 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG991／専門研究Ａ 

(Study of Master's Thesis A) 

担当者名 

（Instructor） 
八木 麻衣子(YAGI MAIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療・介護および健康関連産業領域全般において、各自の問題意識を基に社会的意義のある修士論文を完成させる 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえた問題意識の明確化と仮説設定から研究デザインを構築し、最適な分析手法から得た結果の考察を含め、簡

潔にまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究デザインとは(1) 

2. 研究デザインとは(2) 

3. 研究デザインの方法論(1) 

4. 研究デザインの方法論(2) 

5. 先行研究レビュー(1) 

6. 先行研究レビュー(2) 

7. 仮説の設定と検証方法(1) 

8. 仮説の設定と検証方法(2) 

9. 研究デザインの立案(1) 

10. 研究デザインの立案(2) 

11. 研究デザインの立案(3) 

12. 研究デザインの立案(4) 

13. 春学期の進捗確認(1) 

14. 春学期の進捗確認(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で立てた計画を基に、各自で随時進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業ヘの貢献(30%)/研究デザインの理解度(30%)/論文の内容と進捗度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG992 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG992／専門研究Ｂ 

(Study of Master's Thesis B) 

担当者名 

（Instructor） 
八木 麻衣子(YAGI MAIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療・介護および健康関連産業領域全般において、各自の問題意識を基に社会的意義のある修士論文を完成させる 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえた問題意識の明確化と仮説設定から研究デザインを構築し、最適な分析手法から得た結果の考察を含め、簡

潔にまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期研究計画策定の確認・指導(1) 

2. 秋学期研究計画策定の確認・指導(2) 

3. データの収集と分析方法(1) 

4. データの収集と分析方法(2) 

5. 結果の解釈と整合性の確認(1) 

6. 結果の解釈と整合性の確認(2) 

7. 研究指導(1) 

8. 研究指導(２) 

9. 研究指導(３) 

10. 研究指導(４) 

11. 研究成果報告(1) 

12. 研究成果報告（２） 

13. 修了研究発表準備（１） 

14. 修了研究発表準備（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で立てた計画を基に、各自で随時進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業ヘの貢献(30%)/論文の完成度(50%)/発表への準備と内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG993 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG993／専門研究Ａ 

(Study of Master's Thesis A) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦略論およびマーケティングマネジメントに関する基盤を形成したうえで、修士論文の執筆に必要となる基礎知識や能力を身に

つけていただく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 修士論文の執筆に向け，研究テーマの絞り込みを検討し，それに合わせて文献や資料の収集方法を指導する。その中から日

米の先行研究を選択し，輪読とディスカッションを行った後，先行研究のまとめ方の指導を行う。続いて，修士論文の構成につい

ての指導を行う。できればテーマと関連のある学会への入会をしてしていただく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎知識、スキルのブラッシュアップ、研究テーマの仮設定 

2. 基礎知識、スキルのブラッシュアップ、文献や資料の検索方法 

3. 基礎知識、スキルのブラッシュアップ、先行研究の輪読とディスカッション（１） 

4. 基礎知識、スキルのブラッシュアップ、先行研究の輪読とディスカッション（２） 

5. 基礎知識、スキルのブラッシュアップ、先行研究の輪読とディスカッション（３） 

6. 基礎知識、スキルのブラッシュアップ、先行研究の輪読とディスカッション（４） 

7. 先行研究のまとめ（１）、研究テーマの選定 

8. 先行研究のまとめ（２） 

9. 論点整理（１） 

10. 論点整理（２） 

11. 論文執筆にデータベースの検討 

12. データ収集とデータベースの検討 

13. 成果報告（１） 

14. 成果報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半の早い段階で戦略論やマーケティングマネジメントに関する基本的な知識やスキルを整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への参加状況(30%)/演習内での報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

 本科目は，簡単な講義に続いて教員と履修者、あるいは履修者同士でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG994 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG994／専門研究Ｂ 

(Study of Master's Thesis B) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テーマに即した仮説検証方法、論文の構成等の指導を含めて論文執筆に関する種々の指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習での研究テーマは，経営戦略、マーケティング・マネジメントを基本とする（周辺分野の研究でも可）。 春学期までに終了

しているであろう研究テーマの選定や先行研究のレビューや章立ての検討を基礎として修士論文の執筆指導を進めていく。 

 指導方法はグループ指導を基本とする。章ごとの内容の口頭発表と質疑を通じて多様な視点を研究に取り込み論点整理を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 先行研究のレビューの確認（１） 

2. 先行研究のレビューの確認（２） 

3. 章立ての再検討 

4. 仮説の構築と検証（１） 

5. 仮説の構築と検証（２） 

6. 仮説の構築と検証（３） 

7. 仮説の構築と検証（４） 

8. 仮説の構築と検証（5） 

9. 論文執筆指導（１） 

10. 論文執筆指導（２） 

11. 論文執筆指導（３） 

12. 論文執筆指導（４） 

13. 成果報告（１） 

14. 成果報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前準備の内容は，演習終了時もしくは電子メール等を用いて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への参加状況(30%)/演習内での報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

 本科目は，原則教員と履修者、あるいは履修者同士でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は

100％である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG995 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG995／専門研究Ａ 

(Study of Master's Thesis A) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

集合ゼミを通じて，各自のテーマに基づき，実務において直面する問題や課題に関する理論的・経験的分析をまとめる研究成果

に到達するための指導と助言を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導の分野は財務会計，内部統制，コーポレート・ガバナンス，CSR など。研究課題を決め，先行研究をレビューし，仮説を実証

する指導を行う。各自の調査研究の過程を共有して切磋琢磨する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの運営について 

2. 修了研究の仕方について 

3. 修了研究計画 

4. 研究課題の決定 

5. 研究課題の決定 

6. 研究課題の決定 

7. 研究報告 

8. 研究報告 

9. 研究報告 

10. 研究報告 

11. 研究報告 

12. 研究報告 

13. 研究報告 

14. 研究報告，夏期休暇中の研究について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ内で指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミへの参加(30%)/ゼミへの貢献(30%)/修了研究の成果(40%) 

ゼミへの参加と貢献、修了研究の成果により判断します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

ゼミ内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】「専門研究Ｂ」を履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG996 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG996／専門研究Ｂ 

(Study of Master's Thesis B) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

集合ゼミを通じて，各自のテーマに基づき，実務において直面する問題や課題に関する理論的・経験的分析をまとめる研究成果

に到達するための指導と助言を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導の分野は財務会計，内部統制，コーポレート・ガバナンス，CSR など。研究課題を決め，先行研究をレビューし，仮説を実証

する指導を行う。各自の調査研究の過程を共有して切磋琢磨する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏期休暇中の研究成果 

2. 夏期休暇中の研究成果 

3. 研究報告 

4. 研究報告 

5. 仮提出にむけて 

6. 仮提出にむけて 

7. 研究報告 

8. 研究報告 

9. 研究報告 

10. 修了研究仕上げ 

11. 修了研究仕上げ 

12. 修了研究仕上げ 

13. 論文報告会演習 

14. 論文報告会演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ内で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミへの参加(30%)/ゼミへの貢献(30%)/修了研究の成果(40%) 

ゼミへの参加と貢献、修了研究の成果により判断します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

ゼミ内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】「専門研究Ａ」を履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VG997 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG997／専門研究Ａ 

(Study of Master's Thesis A) 

担当者名 

（Instructor） 
張 輝(CHOU KI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文の作法や研究の手法なども含めて，問題意識の明確化と的確な研究課題の設定，必要に応じた仮説作り及び仮説に対す

る論理的な検証方法，課題解決への実践的提案に関する指導に心がけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門研究 Aでは，参加者の「研究テーマ（仮）」を踏まえながら，とくに「研究」に関する基礎的な内容を中心に説明やディスカッシ

ョンを進める。例えば，１．研究とは（１），論文とは（１），２．研究課題の抽出，研究テーマの設定，研究方法の検討，３．仮説作り

及び仮説に対する検証方法の検討，論理思考とは（１），４．研究に必要な情報（先行研究等）の収集や整理，５．論文の構成

（１），論文の作法（１）体裁等。なお，参加者の実情に応じて内容等の調整も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 専門研究 A－① 

2. 専門研究 A－② 

3. 専門研究 A－③ 

4. 専門研究 A－④ 

5. 専門研究 A－⑤ 

6. 専門研究 A－⑥ 

7. 専門研究 A－⑦ 

8. 専門研究 A－⑧ 

9. 専門研究 A－⑨ 

10. 専門研究 A－⑩ 

11. 専門研究 A－⑪ 

12. 専門研究 A－⑫ 

13. 専門研究 A－⑬ 

14. 専門研究 A－⑭ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内にて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(30%)/進捗報告及び議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田村正紀、2006、『リサーチ・デザイン』、白桃書房 

2. 嶋田毅、2008、『ビジネス仮説力の磨き方』、ダイヤモンド社 

3. 張輝、2018、『実務と研究の壁をどう破るのか』、NextPublishing Authors Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VG998 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VG998／専門研究Ｂ 

(Study of Master's Thesis B) 

担当者名 

（Instructor） 
張 輝(CHOU KI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文の作法や研究の手法なども含めて，問題意識の明確化と的確な研究課題の設定，必要に応じた仮説作り及び仮説に対す

る論理的な検証方法，課題解決への実践的提案に関する指導に心がけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門研究 B では，参加者の「執筆進捗」を踏まえながら，とくに「論文」の完成に関する基本的な内容を中心に説明やディスカッシ

ョンを進める。例えば，１．研究とは（２），論文とは（２），２．研究課題の確認，研究テーマの調整，論理思考とは（２），３．論文の

独創性とは，研究方法の妥当性とは，４．論文の構成（２），論文の作法（２）注記等，５．論文のむすび方，結論の留意点。なお，

参加者の実情（進捗状況）に応じて内容や進め方の調整も行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 専門研究 B－① 

2. 専門研究 B－② 

3. 専門研究 B－③ 

4. 専門研究 B－④ 

5. 専門研究 B－⑤ 

6. 専門研究 B－⑥ 

7. 専門研究 B－⑦ 

8. 専門研究 B－⑧ 

9. 専門研究 B－⑨ 

10. 専門研究 B－⑩ 

11. 専門研究 B－⑪ 

12. 専門研究 B－⑫ 

13. 専門研究 B－⑬ 

14. 専門研究 B－⑭ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(30%)/進捗報告及び議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田村正紀、2006、『リサーチ・デザイン』、白桃書房 

2. オリブァー・ガスマン他、2016、『ビジネスモデルナビゲーター』、翔泳社 

3. 張輝、2018、『実務と研究の壁をどう破るのか』、NextPublishing Authors Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VH116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH116／日本語コミュニケーション 

(Japanese Communication) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 広子(IKEDA HIROKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)ビジネス・商談場面で必要とされる高度な日本語表現, 伝達スキルを養う。 

(2)日本とアジアの社会・政治・経済の変化を理解し，中立的立場で意見を述べることができる。 

(3)外国人と日本人でこれまでのビジネス実践を協働でふり返り，相互理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化に伴い，日本語を使って外国人ビジネスマンと日本人ビジネスマンがビジネスを展開することが多くなってきてい

る。また近年グローバルな視点や思考力を養うことは，喫緊の課題である。とりわけ，コミュニケーション能力，省察力，異文化理

解能力をつけていくことは，ビジネスを成功させる上で鍵となる。これらを基に授業では上述の授業目標（3 点）を基に授業を展開

する。★受講対象は外国人学生・日本人学生の双方です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，コミュニケーションとは/企業における異文化理解/問題発見・解決、思考力とは/商談のための日本語

（L.1 説明） 

2. 商談のための日本語（L.1 説明）/内と外と日本のビジネス 

3. 商談のための日本語（L.2 意見）/内と外と日本のビジネス 

4. 商談のための日本語（L.2 意見）/問題発見と省察 

5. 商談のための日本語（L.3 賛成）/問題発見と省察 

6. ①日本社会（政治、経済、文化など）の 70 年代から現在までの流れを概観 

②自国の 70 年代から現在までの流れを概観 

①と②から共通点を検討 

7. 商談のための日本語（L.4 反対）/ビジネス実践から考える 

8. 商談のための日本語（L.5 結論）/ビジネス実践から考える 

9. 商談のための日本語（L.6 説得）/ビジネス実践と省察 

10. 商談のための日本語（L.7 クレーム）/ビジネス実践と省察 

11. ◆ビジネス実践を協働でふり返る―語る・聴くから省察へ 

12. ゲストスピーカーの準備 

13. ゲストスピーカー 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ミニスピーチ, 『商談のための日本語』ロールプレー 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席及び授業参加度(30%)/ミニスピーチ(15%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池田広子他、2006、『新装版 商談のための日本語』、スリーエーネットワーク (ISBN978-4-88319-402-5 C0081) 

授業でプリントを適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉見俊哉、2009、『ポスト戦後社会』、岩波新書 (ISBN:9784004310501) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【日本人受講生へ】コミュニケーション力, グローバル社会と異文化理解、成人学習とビジネス実践のふり返りに関心のある方歓

迎です。 

 

注意事項（Notice） 
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■VH195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH195／ホスピタリティデザイン特講３Ａ 

(Special Seminar on Hospitality Design 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

本科目はホスピタリティデザイン特講３B との連携科目である。両科目を通じて我が国ホスピタリティ産業が抱える国際生産性が

低調である原因の解明と対策について、最新の経営学、経済学の知見を活用して研究する。 

 

【変更以前の記載内容】 

米国を始め先進各国に比べて我が国ホスピタリティ産業の生産性は低迷が続いている。政府もサービス産業の生産性革命を近

年標ぼうしているが、本講義も同じ問題意識のもとに最新の経営学、経済学の知見を活用して課題策を研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、ホスピタリティデザインに必須なビジネス・エコノミクス（経営の経済学）、経営戦略論、マーケティング・マネジメント

論といったベーシックな分析ツールを習得する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ホスピタリティ産業のためのビジネス・エコノミクス（１）市場① 

2. ホスピタリティ産業のためのビジネス・エコノミクス（１）市場② 

3. ホスピタリティ産業のためのビジネス・エコノミクス（２）競争と戦略① 

4. ホスピタリティ産業のためのビジネス・エコノミクス（２）競争と戦略② 

5. ホスピタリティ産業のための経営戦略（１）競争戦略① 

6. ホスピタリティ産業のための経営戦略（１）競争戦略② 

7. ホスピタリティ産業のための経営戦略（２）ＨＲＭ① 

8. ホスピタリティ産業のための経営戦略（２）ＨＲＭ② 

9. ホスピタリティ産業のためのマーケティング・マネジメント（１）定義 

10. ホスピタリティ産業のためのマーケティング・マネジメント（２）製品・サービス 

11. ホスピタリティ産業のためのマーケティング・マネジメント（３）ＣＲＭ 

12. ホスピタリティ産業のためのマーケティング・マネジメント（４）ブランド 

13. ホスピタリティデザイン特講３Aのまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献から抜粋した教材（パワポ）に必ず事前に目を通し、専門用語の理解を万全にすること。実務に役立つ項目が満載され

ているので、時間をつくって参考文献もよく目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席・授業への貢献(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸山雅祥、2011、『経営の経済学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16376-8) 

2. スティグリッツ、2012、『入門経済学』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4-492-31419-7) 

3. 石井淳蔵ほか、2013、『ゼミナールマーケティング入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-13439-6) 

4. フィリップ・コトラーほか、2014、『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-06616-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義では極力アクティブラーニングに心がけるため、質問等に積極的に応えていただきたい。研究テーマが我が国ホスピタリテ

ィ産業で最もホットな喫緊の課題であるだけに講義を進めるにあたって受講者の実務上の知見も反映したい。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH196／ホスピタリティデザイン特講３Ｂ 

(Special Seminar on Hospitality Design 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

連携科目であるホスピタリティデザイン特講３Aで修得した知見と本科目の前段で新たに習得するサービスドミナント、生産性の

知識習得を活用して我が国サービス産業の生産性革命をいかに図るかの主題の討究を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では我が国にとって喫緊の課題である「サービス産業の生産性革命」を図るうえで必須な最新のホスピタリティマネジメン

トや国際生産性の知見を手掛かりに、サービス産業の生産性向上の提言等を具体的に分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サービス・デザイン（１）サービス・ドミナント・ロジック① 

2. サービス・デザイン（１）サービス・ドミナント・ロジック② 

3. サービス・デザイン（２）価値共創① 

4. サービス・デザイン（２）価値共創② 

5. 労働生産性の国際比較（１）成長会計① 

6. 労働生産性の国際比較（１）成長会計② 

7. 労働生産性の国際比較（２）国際比較２０１７年版① 

8. 労働生産性の国際比較（２）国際比較２０１７年版② 

9. 「サービス産業の生産性革命を目指して」① 

10. 「サービス産業の生産性革命を目指して」② 

11. 「サービス産業の生産性革命を目指して」③ 

12. 「サービス産業の生産性革命を目指して」④ 

13. ホスピタリティデザイン特講３Bのまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献から抜粋した教材（パワポ）に必ず事前に目を通し、専門用語の理解を万全にすること。実務に役立つ項目が満載され

ているので、時間をつくって参考文献もよく目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席・授業への貢献(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「サービス産業の生産性革命のための提言」（2017 年 6 月 14日、経済成長フォーラム）を各自、経済成長フォーラムのホームペ

ージからダウンロードすること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 武山政直、2017、『サービスデザインの教科書』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-2365-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義では極力アクティブラーニングに心がけるため、質問等に積極的に応えていただきたい。研究テーマが我が国ホスピタリテ

ィ産業で最もホットな喫緊の課題であるだけに講義を進めるにあたって受講者の実務上の知見も反映したい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH211／医療経済学概論 

(Economics of Health Care) 

担当者名 

（Instructor） 
八木 麻衣子(YAGI MAIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療・介護やその周辺領域で活動を行うために必要なあらゆる事項を、医療経済学的な視点で理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

   国民皆保険を基盤とした日本の医療・介護サービス産業は国民の健康達成度に貢献し、海外からも高い評価を得ている。そ

の一方で、2025 年を目標とした地域包括システムへの移行を目指すなか、医療資源の分配問題に代表されるさまざまな課題を

内包するがゆえ、制度設計が重要な領域であるともいえる。 

  限られた医療資源を有効に活用するためには、需要側である患者やその家族、さらには国民の理解が必要である。また、供

給側である医療提供側においては、医療の価値を最大化することを目的とした新たな競争基準の概念を理解し、それに基づいた

組織戦略を可能とするため、行政の方針を理解したうえで、医療・介護サービス産業全般の環境分析を行えることが必要となる。 

 そこで本講義では、現在の社会背景や国の戦略をふまえた医療・介護分野の問題点について医療経済学的な視点で整理を行

い、急速に進む医療の情報化や、今後のイノベーションが期待される先進医療、創薬、医療機器開発分野も含め、医療・介護や

その周辺領域で活動を行うために必要なあらゆる知識について、包括的に理解することを目的とする。 

 なお、本講義は問題提起のための材料を講義にて提示し、それをもとに参加者によるディスカッションを中心とした構成とする。

医療・介護領域の組織運営者や医療者のみならず、幅広い分野からの参加者とともに、現在の医療現場における問題を探り解

決の一端を見出す場としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 医療経済学とは 

3. 医療制度の概要と医療・介護制度改革の方針 

4. 医療における需要と供給 

5. 医療・介護サービスの経済的特性とその影響 

6. 「医療の質」の本質と評価方法の変遷 

7. 医療における情報化と情報開示の在り方 

8. 医療の情報化と医療・介護連携 –地域包括ケアシステムに向けて- 

9. 医療の効率化をめぐる議論-行動経済学視点での分析- 

10. 医療における価格（医療費）を決定する因子 

11. 医療とイノベーションの在り方 

12. 医療・介護周辺領域でのビジネスチャンス 

13. 期末プレゼンテーション（１） 

14. 期末プレゼンテーション（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業ヘの貢献(40%)/ディスカッションへの参加度(40%)/期末プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

授業にて随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

医療経営学概論と併せての履修が望ましい 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VH212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH212／医療経営学概論 

(Management of Health Care) 

担当者名 

（Instructor） 
八木 麻衣子(YAGI MAIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療機関や介護施設における組織運営について経営学的な幅広い視点で理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

  医療機関や介護施設は、数年ごとにもたらされる診療報酬制度の改訂という外部環境の急激な変化に対し、そのつどビジョン

や戦略の変更を余儀なくされる状況に置かれている。また、多くの高度専門職種を抱えるがゆえ、個人のキャリア形成と組織の

ガバナンスをどのように両立させるかなど、その運営に困難さを抱えている。 

  一方で、これまでの医療機関においては、医療の特殊性を大義名分とし、組織的問題に対する取り組みが十分に行われてこ

なかったことも否定できない。医療の品質管理をはじめとして、一般企業における取り組みが応用できる場面は多いと考えられる

が、そのような取り組みも十分とは言えない状況が存在する。また、今後は病院のみならずクリニック・介護施設を含めたケアミッ

クス型運営も増加することが予想され、各施設における運営の要点を抑える必要性も増している。 

 そこで本講義では、医療経済学概論で整理した医療・介護サービス産業のマクロ的背景や変化しつつある外部環境を踏まえ、

医療・介護領域の組織運営に関連した事象について、ミクロ的な視点の整理をもとに理解を深め、戦略に基づいた医療機関や介

護施設における組織運営について考察する。 

 なお、本講義は問題提起のための材料を講義にて提示し、それをもとにした参加者によるディスカッションを中心とした構成とす

る。医療・介護領域の組織運営者や医療者のみならず、幅広い分野からの参加者とともに、現在の医療現場における問題を探り

解決の一端を見出す場としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 医療機関・介護施設の概要 

3. 医療機関・介護施設のステークスホルダーと取るべき戦略 

4. 医療機関・介護施設の資金調達方法 

5. 医療機関の株式会社化の是非 

6. 医療機関の財務状況開示の必要性 

7. 医療機関・介護施設における人材マネジメントの特徴と問題点（１） 

8. 医療機関・介護施設における人材マネジメントの特徴と問題点（２） 

9. 医療機関におけるクリニカルガバナンス（１） 

10. 医療機関におけるクリニカルガバナンス（２） 

11. 医療機関と医療安全とその経済性 

12. 医療・介護の品質管理と第三者評価 

13. 期末プレゼンテーション（１） 

14. 期末プレゼンテーション（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業ヘの貢献(40%)/ディスカッションへの参加度(40%)/期末プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

授業にて随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

医療経済学概論と合わせての履修が望ましい 

 

注意事項（Notice） 
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本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH301／ホテルインベストメント１ 

(Hotel Investment 1) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１． ホテル投資を成功させるための分析手法、手続き、ノウハウを習得する 

２． ホテル投資を通じて M&A実行時の課題を理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

１． 資産価値評価、ホテル契約の仕組、ホテル売買マーケットの成り立ちなどを講義する。 

２． 理解を深めるために、講義参加者同士で「何故そうなのか」を議論する。 

３． 基礎的な会計知識と MSエクセル使用スキルが必要。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 投資定義と手法１ 

2. 投資定義と手法２ 

3. 資産価値評価１ 

4. 資産価値評価２ 

5. ホテル賃貸借契約１ 

6. ホテル賃貸借契約２ 

7. マネジメント契約・フランチャイズ契約１ 

8. マネジメント契約・フランチャイズ契約２ 

9. ホテル開発１ 

10. ホテル開発２ 

11. 非伝統的宿泊事業１ 

12. 非伝統的宿泊事業２ 

13. ケーススタディ：ホテルコンバージョン１ 

14. ケーススタディ：ホテルコンバージョン２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実査やインターネット検索による予習を、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習復習状況(30%)/質問・発言など講義への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グレッグ・デントン他、2014、『ホテルアセットマネジメント-原理と実践』、立教大学出版会 (ISBN:978-4-901988-26-1) 

2. 田尾桂子、2016、『グローバルオペレーターが変えるホテル経営: マネジメント契約はホテル産業に何をもたらしたか』、白桃書

房 (ISBN:978-4561266860) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

VH306 ホテルインベストメント２の履修を推奨 

http://www.jhrth.co.jp/glossary/ 

http://www.jll.com/services/industries/hotels-and-hospitality/hotels-and-hospitality-research 

http://www.hotelnewsnow.com/Articles/ByCategory?category=News 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH306／ホテルインベストメント２ 

(Hotel Investment 2) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１． ホテル投資を成功させるための分析手法、手続き、ノウハウを習得する 

２． ホテル投資を通じて M&A実行時の課題を理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

１． 資産価値評価、ホテル契約の仕組、ホテル売買マーケットの成り立ちなどを講義する。 

２． 理解を深めるために、講義参加者同士で「何故そうなのか」を議論する。 

３． 基礎的な会計知識と MSエクセル使用スキルが必要。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ホテル買収プロセス１ 

2. ホテル買収プロセス２ 

3. 投資家の類型１ 

4. 投資家の類型２ 

5. マーケット環境分析１ 

6. マーケット環境分析２ 

7. ホテルアセットマネジメント１ 

8. ホテルアセットマネジメント２ 

9. ホテル売却プロセス１ 

10. ホテル売却プロセス２ 

11. ケーススタディ：ビーチ・スノーリゾート投資１ 

12. ケーススタディ：ビーチ・スノーリゾート投資２ 

13. ケーススタディ：ビジネスホテル投資１ 

14. ケーススタディ：ビジネスホテル投資２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実査やインターネット検索による予習を、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習復習状況(30%)/質問・発言など講義への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グレッグ・デントン他、2014、『ホテルアセットマネジメント-原理と実践』、立教大学出版会 (ISBN:978-4-901988-26-1) 

2. 田尾桂子、2016、『グローバルオペレーターが変えるホテル経営: マネジメント契約はホテル産業に何をもたらしたか』、白桃書

房 (ISBN:978-4561266860) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

VH301 ホテルインベストメント１の履修を推奨 

http://www.jhrth.co.jp/glossary/ 

http://www.jll.com/services/industries/hotels-and-hospitality/hotels-and-hospitality-research 

http://www.hotelnewsnow.com/Articles/ByCategory?category=News 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH811／Ｆ＆Ｂマネジメント論 

(Food & Beverage Management) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 達也(ISHIKAWA TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、F&B（フードアンドビバレッジ）ビジネスの経営について俯瞰的に学習する。外食産業の歴史、市場の構成、外食産業

の現出している課題について掘り下げ、外食産業をとりまく社会的な環境について、経営者の視座で学ぶ。また、飲食業における

出店計画から店舗サービス管理に至る全般のセオリーを体系的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2016 年、経産省データ FBI（フードビジネスインデックス）による名目事業規模は、約 179 兆円推移し、飲食サービス業は、32 兆

円となっている。その中でも東京は、世界のグルメ都市として評され、ミシュランガイドの星を獲得したレストラン数は、200 店以上

にも達しています。一方経営においては、3 年以内に廃業する店が 50％とも言われ、単に味やサービスの良いというだけでは生

き残れない。本講では、多種多様なレストランのベンチマークについて議論しつつ、F&B ビジネスのマネジメントはどうあるべき

か、計数管理の基本的な手法から、マーケティング、店舗運営、人材管理等について、チームによるディスカッション形式で授業

を展開します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. F＆B マネジメントのオリエンテーション 

2. 産業としての F&B ビジネスの歩みと現状 

3. F&B ビジネスの特性 

4. 業態別の概要と現状 

5. F&B ビジネスの収益構造 

6. メニュープランニングとマーケティング戦略 

7. 店舗運営の基礎知識とマネジメント 

8. 事例研究 インバウンドマーケット 

9. 事例研究 シニアマーケット 

10. 事例研究   ホテルの F&B 部門 

11. 事例研究  婚礼マーケット 

12. 飲食業の今後のトレンドについて（国内） 

13. 飲食業の今後トレンドについて（海外） 

14. 課題発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、 必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への貢献(30%)/レポート(20%)/プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本フードサービス学会、2015、『現代フードサービス論』、創成社 (978-7944-2461-7) 

2. 武田クニ、2016、『外食マーケティングの極意』、言視舎 (ISBN:978-4-86565-060-0) 

3. 右田圭司、2010、『外食産業の顧客価値』、東京書籍 (ISBN:978-4-487-80517-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は 80％とします。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH885 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH885／観光地マネジメント１（イノベーション） 

(Tourist Site Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
沢登 次彦(SAWANOBORI TSUGUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光は地方の成長領域となりえるのか、日本の地方は変革が必要なときです。日本全国の地域は、高齢化、生産年齢減少、少

子化と課題は山積。そこで、観光により地域経済が発展する方策を、数多く身に付け、地域の観光リーダーとしてマネジメントす

る能力も同時に身に付け、「地域プロデューサー、地方創生実現プロデューサー」として、地域を牽引する実践的な視座と能力を

取得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究・調査・事例を基にした実践的な講義とその講義内容を基にした討議で，課題の真因を探り，解決策を実際の地域事例を通

して身に付きます。 

観光地及び地域は如何に観光力・地域力でよみがえらせるか。その実践的な力が身につく授業です。消費者は既存の旅行に飽

きが生じ，観光地，観光地していない地域にも目を向け始めています。そこをマッチングできる人が，地域には必要です。地域にＩ

ターン，Ｕターンして，地域活性の仕事をしたいと思っている方，観光産業の中で，地域を支援したいと思っている方必見です。こ

の授業では，リクルートの旅行部門の研究所である，「じゃらんリサーチセンター」の実践的研究・アプローチを題材として，より地

域には，何が必要か，磨きあげを行っていきます。情報提供セッションと対話で展開していきます。共に学び，共に地域を元気に

していきましょう！ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

観光マーケティングについて 

(1）国内観光動向の最新実態 

(2）生活環境，余暇の多様化による旅行の競合は？ 

2. 観光マーケティング 

(１）観光地マーケティングの在り方、手法を学ぶ 

(4）宝である地域資源の見つけ方 

(5）観光分野のターゲットセグメントの重要性 

3. 観光地マーケティング 

(２）観光地マーケティングを実践的に学ぶ 

(2）地域愛を高める手法とは 

4. 地域経営(マネジメント)を俯瞰する 

(1)研究講義          (2）討議 

5. 地域経営(マネジメント)を俯瞰する 

(1）地域事例講義    (2)討議 

6. 地域資源の発見、磨き上げ（グループセッション形式) 

(1)地域資源の棚卸 

(2）地域資源の磨き上げ(観光資源化) 

7. カスタマーと観光資源のマッチング、地域の魅力の商品化(グループセッション形式) 

(1)観光ターゲティング理論を学ぶ 

(2）観光地域商品開発 

8. 観光地域商品の情報発信について 発地側（グループセッション形式) 

(1）コンセプト      (2）プロモーションルート作成 

9. 観光地域商品の情報発信について 着地側（グループセッション形式) 

(1）コンセプト     (2）プロモーションルート作成 

10. 観光地域商品開発の PDCA 

(1)講義     (2）討議 

11. 観光イノベーションの可能性 

(1） 講義 IT ﾃｸﾉﾛｼﾞｰの活用事例 位置情報×SNS×スマートフォン 

(2） 討議 

12. 観光イノベーションの可能性 

(1） 講義 観光のフリーミアムモデルの活用事例 雪マジ!19、Jマジ２０ほか 

(2） 討議  
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13. 今後の観光の可能性について  ディスカッション 

14. 今後の観光の可能性について  ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

地域を観光で元気にしたい！その想いを持って臨んでください。 

活性化させたい地域を想定しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発言、質問、取り組み姿勢など(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

リクルートじゃらんリサーチセンターの研究冊子『とーりまかし』（無料）を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

じゃらんリサーチセンターの各種調査レポートを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】 

観光地マネジメント２（ネットワーク）も必ず履修してください。 

 

【双方向による授業割合】 

8 割以上（ほぼ毎回対話形式を取り入れてます） 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH887 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH887／観光地マネジメント２（ネットワーク） 

(Tourist Site Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
沢登 次彦(SAWANOBORI TSUGUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本全国の地域に起こっている、高齢化、生産年齢減少、少子化の中、観光による地域経済発展する方策を、数多く身に付け

る。また、地域の観光リーダーとしてマーケティングおよびマネジメントする能力も同時に身に付ける。未来の地域プロデューサ

ー・地方創生プロデューサーとしての高い視座、視界を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究・調査・事例を基にした講義とその講義内容を基にした討議で，課題の真因を探り，解決策を身に付きます。 

観光地及び地域は如何に観光力・地域力でよみがえらせるか。その実践的な力が身につく授業です。消費者は既存の旅行に飽

きが生じ，観光地，観光地していない地域にも目を向け始めています。そこをマッチングできる人が，地域には必要です。地域にＩ

ターン，Ｕターンして，地域活性の仕事をしたいと思っている方，観光産業の中で，地域を支援したいと思っている方必見です。こ

の授業では，リクルートの旅行部門の研究所である，「じゃらんリサーチセンター」の実践的研究・アプローチを題材として，より今

の地域には，何が必要か，磨きあげを情報提供と対話形式行っていきます。共に学び，共に地域を元気にしていきましょう！ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 訪日外国人の獲得の現状について 

(1)現状報告  (2）地域の受入整備環境について 

3. 北海道新ご当地グルメ開発事例 

(1) 講義  (2)討議 

4. ①上天草市、有田市、黒川温泉の事例より  

行政を中心とした組織変革(観光推進リーダー育成)事例 

(1)講義   (2）討議 

5. ②上天草市、有田市、黒川温泉の事例より  

行政を中心とした組織変革(観光推進リーダー育成)事例 

(1)講義   (2）討議地域経営(マネジメント)を俯瞰する 

(1）地域事例講義    (2)討議 

6. 公共施設の今後の方策について 

地方の水族館の開発事例より (1)講義 (2）討議 

7. 斜陽な人気温泉地を V字回復事例 

熱海市人気温泉地の回復事例  (1)講義 (2）討議 

8. 過疎地の観光活性化 

奈良県南部エリア(十津川村中心)の活性化事例 (1)講義 (2)討議 

9. 地域に必要な組織・ネットワークについて 

地域商社、DMO、観光協会の再生を考える  (1)講義  (2)討議 

10. 地域に必要な組織・ネットワークについて 

地域商社、DMO、観光協会の再生を考える  (1)講義  (2)討議 

11. 地域に必要な組織・ネットワークについて 

地域商社、DMO、観光協会の再生を考える  (1)講義  (2)討議 

12. 元気な町の元気な理由を探る 

小布施町、神山町、海士町・・・ 

13. 今後の観光の可能性について  ディスカッション 

14. 今後の観光の可能性について  ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

地域を元気にしたい！その想いを持って臨んでください。 

活性化させたい地域を想定しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発言、質問、取り組み姿勢など(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

リクルートじゃらんリサーチセンターの研究冊子『とーりまかし』（無料）を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

じゃらんリサーチセンターの各種調査レポートを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】 

観光地マネジメント１（イノベーション）も必ず履修してください。 

 

【双方向による授業割合】 

8 割以上（ほぼ毎回対話形式を取り入れてます） 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH896 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH896／観光経営研究１ 

(Tourism Industry Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

本科目は観光経営研究２との連係科目である。まず本科目では観光経営の分析に必要な観光経済学の基礎理論修得や関連す

る世界市場のマクロ分析を通じて観光経営研究の基礎作りを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、わが国観光産業に最も重要な国際航空と現代クルーズを念頭に、交通経済学の視点からの関連基礎理論と世界

情勢の現状と課題について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 観光経済学（１）観光商品 

2. 観光経済学（２）観光客 

3. 観光経済学（３）供給者 

4. 観光経済学（４）観光受入社会 

5. 国際観光統計（１）ＷＴＴＣ2017、ＵＮＷＴＯ2017① 

6. 国際観光統計（１）ＷＴＴＣ2017、ＵＮＷＴＯ2017② 

7. 国際観光統計（２）US2017、JNTO2017① 

8. 国際観光統計（２）US2017、JNTO2017② 

9. 観光交通ビジネス（１）観光交通の特徴① 

10. 観光交通ビジネス（１）観光交通の特徴② 

11. 観光交通ビジネス（２）観光政策と観光交通① 

12. 観光交通ビジネス（２）観光政策と観光交通② 

13. 観光経営研究１のまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料は参考文献等から抜粋した資料で、専門用語を多用しているため、必ず講義前に熟読し専門用語の調査研究も事前に

済ませておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席・授業への貢献(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ＷＴＴＣ（世界観光旅行協議会）、ＵＮＷＴＯ（世界観光機構）の 2017 年実績レポートを各自ホームページからダウンロードし目を

通しておくこと 

 

参考文献（Readings） 

1. ジェームズ・マック、2005、『観光経済学入門』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-55432-0) 

2. 塩見英治ほか、2017、『観光交通ビジネス』、成山堂書店 (ISBN:978-4-425-92881-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

関連業界の受講生の業界報告などアクティブラーニングを心がけますので積極的に講義に参加してください。  

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VH898 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VH898／観光経営研究２ 

(Tourism Industry Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
西村 剛(NISHIMURA GO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2018 年 4 月 14 日付 各項目内容を変更（変更理由：授業計画の変更） 

 

連係科目である観光経営研究１で修得した観光経済学と交通経済学の知見を活用して、我が国、国際観光の主要交通モードで

ある国際航空と現代クルーズを対象に 2020 年 4000 万人招致へむけた課題について研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国国際観光の主要交通モードである国際交通の規制緩和の変遷や LCC、現代クルーズの新たな交通ビジネスモデルの分

析を通じて国際航空と現代クルーズの最先端の動きまで広範囲に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 米国航空の歴史と発展 

2. 米国の航空規制緩和とオープンスカイ 

3. 欧州の段階的航空自由化 

4. 欧州の多国間オープンスカイ 

5. エアラインビジネスモデル① 

6. エアラインビジネスモデル② 

7. 三大グローバルアライアンス① 

8. 三大グローバルアライアンス② 

9. 現代クルーズ（１）現代クルーズの変遷① 

10. 現代クルーズ（１）現代クルーズの変遷② 

11. 現代クルーズ（２）我が国クルーズ事業の現状と課題① 

12. 現代クルーズ（２）我が国クルーズ事業の現状と課題② 

13. 観光経営研究２のまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料は参考文献等から抜粋した資料で、専門用語を多用しているため、必ず講義前に熟読し専門用語の調査研究も事前に

済ませておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席・授業への貢献(30%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

国土交通省「我が国クルーズ事業の現状と課題」をダウンロードし当該講義前に目を通しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋望・横見宗樹、2016、『エアライン／エアポート・ビジネス入門』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03754-1) 

2. 村上英樹ほか、2006、『航空の経済学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-04558-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

折からのインバウンド需要の高まりを受けて政府目標の 2020年 4000 万人招致が射程に入ってきました。関連業界の受講生の

業界報告などアクティブラーニングを心がけますので積極的に講義に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL001／ビジネスシミュレーション 

(Business Simulation) 

担当者名 

（Instructor） 

山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
1 年次必修科目／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、および意思決定能力を

養うべく、企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、意思決定

能力を養うべく企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学修することを目的としており、前半期の経営者の戦略

的意思決定学習と後半期のビジネスプラン策定から構成される。 

 前半期の 7 週間では、履修者は企業の経営陣としての戦略的な意思決定、創造的な経営判断について学修する。具体的な状

況のなかで、業績の良否は外部環境要因によって一義的に規定されるものではなく、むしろ経営者の意思決定の巧拙に大きく依

存するということを経験的に学習するとともに、情報の収集、整理、状況の分析、環境認識と問題の定義、選択肢の導出、結果の

評価といった一連の意思決定のプロセスを学ぶ。 

 後半期の７週間では、前半の期間で培った様々な知識とスキルを活用し、新たなビジネスプランの構想に取り組む。発想の転

換や新たな着想は、異なる視点や思考枠組の交換から生じる。新たな事業の構想には新たな問題の発見や価値の創造が必要

となろう。授業では、異なる知識や経験、価値観を持ったメンバーの知的相互作用を通じて創造的な事業構想を実現するプロセ

スを経験し、「ビジネスクリエーター」としての創造的な事業構想力の習得を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業の戦略的意思決定 

2. 経営環境分析と戦略策定 

3. 消費者行動と価格戦略 

4. 経営分析と財務状況の評価 

5. 環境変化と事業戦略 

6. 新規事業機会と成長戦略 

7. 経営者の役割：総括 

8. 事業機会の発見と価値提案 

9. 環境分析と顧客セグメント 

10. 事業活動とチャネル構築 

11. 収益構造と費用構造、資源調達 

12. 競争優位の構築と参入障壁 

13. 成長戦略と長期計画 

14. 事業計画の総合的評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

系統別認定試験の免除対応科目、統計・調査法、会計学、ファイナンス関連の科目を履修しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加・貢献度(30%)/グループワークへの貢献度の相互評価(35%)/授業内レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パソコン操作法（特に表計算ソフトの使用方法）、財務経理の基礎が最低限必要なスキルとなる。 
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【双方向による授業】 

 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は

100%(14 回中 14 回)である。 

 

【実務家教員】 

 本科目担当教員のうち 3 名は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 
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■VL002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL002／ビジネスシミュレーション 

(Business Simulation) 

担当者名 

（Instructor） 

山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
1 年次必修科目／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、および意思決定能力を

養うべく、企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、意思決定

能力を養うべく企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学修することを目的としており、前半期の経営者の戦略

的意思決定学習と後半期のビジネスプラン策定から構成される。 

 前半期の 7 週間では、履修者は企業の経営陣としての戦略的な意思決定、創造的な経営判断について学修する。具体的な状

況のなかで、業績の良否は外部環境要因によって一義的に規定されるものではなく、むしろ経営者の意思決定の巧拙に大きく依

存するということを経験的に学習するとともに、情報の収集、整理、状況の分析、環境認識と問題の定義、選択肢の導出、結果の

評価といった一連の意思決定のプロセスを学ぶ。 

 後半期の７週間では、前半の期間で培った様々な知識とスキルを活用し、新たなビジネスプランの構想に取り組む。発想の転

換や新たな着想は、異なる視点や思考枠組の交換から生じる。新たな事業の構想には新たな問題の発見や価値の創造が必要

となろう。授業では、異なる知識や経験、価値観を持ったメンバーの知的相互作用を通じて創造的な事業構想を実現するプロセ

スを経験し、「ビジネスクリエーター」としての創造的な事業構想力の習得を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業の戦略的意思決定 

2. 経営環境分析と戦略策定 

3. 消費者行動と価格戦略 

4. 経営分析と財務状況の評価 

5. 環境変化と事業戦略 

6. 新規事業機会と成長戦略 

7. 経営者の役割：総括 

8. 事業機会の発見と価値提案 

9. 環境分析と顧客セグメント 

10. 事業活動とチャネル構築 

11. 収益構造と費用構造、資源調達 

12. 競争優位の構築と参入障壁 

13. 成長戦略と長期計画 

14. 事業計画の総合的評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

系統別認定試験の免除対応科目、統計・調査法、会計学、ファイナンス関連の科目を履修しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加・貢献度(30%)/グループワークへの貢献度の相互評価(35%)/授業内レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パソコン操作法（特に表計算ソフトの使用方法）、財務経理の基礎が最低限必要なスキルとなる。 



 - 169 - 

 

【双方向による授業】 

 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は

100%(14 回中 14 回)である。 

 

【実務家教員】 

 本科目担当教員のうち 3 名は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 
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■VL003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL003／ビジネスシミュレーション 

(Business Simulation) 

担当者名 

（Instructor） 

山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
1 年次必修科目／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、および意思決定能力を

養うべく、企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、意思決定

能力を養うべく企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学修することを目的としており、前半期の経営者の戦略

的意思決定学習と後半期のビジネスプラン策定から構成される。 

 前半期の 7 週間では、履修者は企業の経営陣としての戦略的な意思決定、創造的な経営判断について学修する。具体的な状

況のなかで、業績の良否は外部環境要因によって一義的に規定されるものではなく、むしろ経営者の意思決定の巧拙に大きく依

存するということを経験的に学習するとともに、情報の収集、整理、状況の分析、環境認識と問題の定義、選択肢の導出、結果の

評価といった一連の意思決定のプロセスを学ぶ。 

 後半期の７週間では、前半の期間で培った様々な知識とスキルを活用し、新たなビジネスプランの構想に取り組む。発想の転

換や新たな着想は、異なる視点や思考枠組の交換から生じる。新たな事業の構想には新たな問題の発見や価値の創造が必要

となろう。授業では、異なる知識や経験、価値観を持ったメンバーの知的相互作用を通じて創造的な事業構想を実現するプロセ

スを経験し、「ビジネスクリエーター」としての創造的な事業構想力の習得を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業の戦略的意思決定 

2. 経営環境分析と戦略策定 

3. 消費者行動と価格戦略 

4. 経営分析と財務状況の評価 

5. 環境変化と事業戦略 

6. 新規事業機会と成長戦略 

7. 経営者の役割：総括 

8. 事業機会の発見と価値提案 

9. 環境分析と顧客セグメント 

10. 事業活動とチャネル構築 

11. 収益構造と費用構造、資源調達 

12. 競争優位の構築と参入障壁 

13. 成長戦略と長期計画 

14. 事業計画の総合的評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

系統別認定試験の免除対応科目、統計・調査法、会計学、ファイナンス関連の科目を履修しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加・貢献度(30%)/グループワークへの貢献度の相互評価(35%)/授業内レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パソコン操作法（特に表計算ソフトの使用方法）、財務経理の基礎が最低限必要なスキルとなる。 
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【双方向による授業】 

 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は

100%(14 回中 14 回)である。 

 

【実務家教員】 

 本科目担当教員のうち 3 名は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 
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■VL004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL004／ビジネスシミュレーション 

(Business Simulation) 

担当者名 

（Instructor） 

山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
1 年次必修科目／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、および意思決定能力を

養うべく、企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、意思決定

能力を養うべく企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学修することを目的としており、前半期の経営者の戦略

的意思決定学習と後半期のビジネスプラン策定から構成される。 

 前半期の 7 週間では、履修者は企業の経営陣としての戦略的な意思決定、創造的な経営判断について学修する。具体的な状

況のなかで、業績の良否は外部環境要因によって一義的に規定されるものではなく、むしろ経営者の意思決定の巧拙に大きく依

存するということを経験的に学習するとともに、情報の収集、整理、状況の分析、環境認識と問題の定義、選択肢の導出、結果の

評価といった一連の意思決定のプロセスを学ぶ。 

 後半期の７週間では、前半の期間で培った様々な知識とスキルを活用し、新たなビジネスプランの構想に取り組む。発想の転

換や新たな着想は、異なる視点や思考枠組の交換から生じる。新たな事業の構想には新たな問題の発見や価値の創造が必要

となろう。授業では、異なる知識や経験、価値観を持ったメンバーの知的相互作用を通じて創造的な事業構想を実現するプロセ

スを経験し、「ビジネスクリエーター」としての創造的な事業構想力の習得を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業の戦略的意思決定 

2. 経営環境分析と戦略策定 

3. 消費者行動と価格戦略 

4. 経営分析と財務状況の評価 

5. 環境変化と事業戦略 

6. 新規事業機会と成長戦略 

7. 経営者の役割：総括 

8. 事業機会の発見と価値提案 

9. 環境分析と顧客セグメント 

10. 事業活動とチャネル構築 

11. 収益構造と費用構造、資源調達 

12. 競争優位の構築と参入障壁 

13. 成長戦略と長期計画 

14. 事業計画の総合的評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

系統別認定試験の免除対応科目、統計・調査法、会計学、ファイナンス関連の科目を履修しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加・貢献度(30%)/グループワークへの貢献度の相互評価(35%)/授業内レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パソコン操作法（特に表計算ソフトの使用方法）、財務経理の基礎が最低限必要なスキルとなる。 
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【双方向による授業】 

 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は

100%(14 回中 14 回)である。 

 

【実務家教員】 

 本科目担当教員のうち 3 名は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 
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■VL005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL005／ビジネスシミュレーション 

(Business Simulation) 

担当者名 

（Instructor） 

山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
1 年次必修科目／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、および意思決定能力を

養うべく、企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、創造的な経営のゼネラリスト、「ビジネスクリエーター」に必要な、創造的な構想力と論理的な分析能力、意思決定

能力を養うべく企業の戦略的意思決定と創造的な事業構想を経験的に学修することを目的としており、前半期の経営者の戦略

的意思決定学習と後半期のビジネスプラン策定から構成される。 

 前半期の 7 週間では、履修者は企業の経営陣としての戦略的な意思決定、創造的な経営判断について学修する。具体的な状

況のなかで、業績の良否は外部環境要因によって一義的に規定されるものではなく、むしろ経営者の意思決定の巧拙に大きく依

存するということを経験的に学習するとともに、情報の収集、整理、状況の分析、環境認識と問題の定義、選択肢の導出、結果の

評価といった一連の意思決定のプロセスを学ぶ。 

 後半期の７週間では、前半の期間で培った様々な知識とスキルを活用し、新たなビジネスプランの構想に取り組む。発想の転

換や新たな着想は、異なる視点や思考枠組の交換から生じる。新たな事業の構想には新たな問題の発見や価値の創造が必要

となろう。授業では、異なる知識や経験、価値観を持ったメンバーの知的相互作用を通じて創造的な事業構想を実現するプロセ

スを経験し、「ビジネスクリエーター」としての創造的な事業構想力の習得を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業の戦略的意思決定 

2. 経営環境分析と戦略策定 

3. 消費者行動と価格戦略 

4. 経営分析と財務状況の評価 

5. 環境変化と事業戦略 

6. 新規事業機会と成長戦略 

7. 経営者の役割：総括 

8. 事業機会の発見と価値提案 

9. 環境分析と顧客セグメント 

10. 事業活動とチャネル構築 

11. 収益構造と費用構造、資源調達 

12. 競争優位の構築と参入障壁 

13. 成長戦略と長期計画 

14. 事業計画の総合的評価 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

系統別認定試験の免除対応科目、統計・調査法、会計学、ファイナンス関連の科目を履修しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加・貢献度(30%)/グループワークへの貢献度の相互評価(35%)/授業内レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パソコン操作法（特に表計算ソフトの使用方法）、財務経理の基礎が最低限必要なスキルとなる。 
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【双方向による授業】 

 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は

100%(14 回中 14 回)である。 

 

【実務家教員】 

 本科目担当教員のうち 3 名は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 
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■VL091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL091／コンサルティング・メソッド１ 

(Consulting Methods 1) 

担当者名 

（Instructor） 

瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

清松 敏雄(KIYOMATSU TOSHIO) 

青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
巣鴨信用金庫 寄附講座／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中小企業へのコンサルティング過程を学び、独自のメソッドを確立する 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この科目は、実在する中小企業の経営者の協力を得ながら当該企業へのコンサルティング過程を実体験し、第２創業的なビジ

ネスプランを提案するメソッドを体得することを目的としている。本科目は「コンサルティング・メソッド２」と合わさってはじめて研

究・教育効果が発現するものであるため、コンサルティング・メソッド２とセットでの履修が条件となる。 

 コンサルティング過程の前半となるこの科目では、協力企業が属する業界に関する市場動向、業界動向、技術動向などマクロ

的な調査・研究に重きをおく。履修者は、会社毎に数人ずつのチームを編成し、分担して調査・研究を行い、その結果を中間およ

び最終報告にて発表する。チーム研究が中心となるため、日課表に示された時限以外に、各自の分担した調査・研究の成果を持

ち寄り、討論と取り纏めを行う時間が必要となる。 

 なお、協力企業の対応能力の関係上、履修者を 12 名程度に選抜する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「コンサルティング・メソッド総論」 

2. 講義「中小企業サポートのあり方」（巣鴨信用金庫） 

3. パートナー企業および社長の紹介、事業概要説明 

4. パートナー企業との情報交換会 

5. 講義「マーケティング・エッセンシャルズ」 

6. 企業研究１「対象企業の分析」 

7. 講義「中小企業の経営分析」 

8. 企業研究２「対象企業の分析」 

9. 講義「戦略と組織」 

10. 企業研究３「対象企業の分析」 

11. 企業研究４「対象企業の分析」 

12. 企業研究４「対象企業の分析」 

13. 内部中間発表会 

14. 内部中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内もしくは電子メール等にて伝達する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への参加状況(35%)/チーム作業への貢献度(30%)/中間報告および最終報告の成果(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・コンサルティング・メソッド 2（VL092）を継続して履修することが条件となる。 

・履修者数に上限を設けている。選抜方法は履修ガイダンス時に説明する。 

・協力企業との関係により、履修希望に応えられないことがある。 

・履修者の選抜結果は掲示で行う。また、履修登録は独立研究科事務室で行う。 

・履修に先立って秘密保持契約を締結する。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、企業と連携しながら授業計画の策定、運営、振り返りを行う科目です。 

本科目は、担当者のうち 2 名が 5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカ

ッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 

本科目では、企業への訪問調査やフィールドワークなど、実地型の授業が行われます。 
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■VL092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL092／コンサルティング・メソッド２ 

(Consulting Methods 2) 

担当者名 

（Instructor） 

瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

清松 敏雄(KIYOMATSU TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
巣鴨信用金庫 寄附講座／「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中小企業へのコンサルティング過程を学ぶ（実践編） 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この科目はコンサルティング・メソッド 1 を引き継ぐところからはじまる。協力企業に対してコンサルティングを行い、具体的な提

案（新規事業の提案もしくは改善提案等）を行うことを最終目的とする。担当する企業について、製品や商品、サービスや立地、

保有設備、従業員の状況等、企業のリソースを十分に理解したうえでの提案が必要となる。必要に応じて経営者へのヒアリング

や意見交換を実施し、提案の方向性を確認しながら、実践的な提案内容へと仕上げていく。なお、チーム研究が中心となるため、

日課表に示された時限以外に各自で分担した調査・研究の成果を持ち寄って討論や取り纏めを行ったりする時間が必要となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 提案に向けたショートレクチャー 

2. 企業研究５「コンサルティングの方向性の確認」 

3. 企業研究６「コンサルティングの方向性の確認」 

4. 企業研究６「コンサルティングの方向性の確認」 

5. 企業研究７「コンサルティングの方向性の確認」 

6. 企業研究７「コンサルティングの方向性の確認」 

7. 企業研究８「対象企業訪問」 

8. 企業研究８「対象企業訪問」 

9. 企業研究９「コンサルティング内容の体系化」 

10. 企業研究９「コンサルティング内容の体系化」 

11. 内部中間発表会と講評 

12. 内部中間発表会と講評 

13. 最終研究成果発表会と講評 

14. 最終研究成果発表会と講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内もしくは電子メール等にて伝達する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への参加状況(35%)/チーム作業への貢献度(30%)/中間報告および最終報告の成果(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・コンサルティング・メソッド１（VL091）からの継続履修となる。当科目のみの履修は不可。 

・履修者の選抜結果はコンサルティング・メソッド１と同時に掲示で行う。履修登録は独立研究科事務室で行う。 

・コンサルティング・メソッド１と同様、履修には秘密保持契約への同意が必要となる。 

・最終報告の評価は、企業経営者、巣鴨信用金庫担当者および教員が行う。 

・提案内容の採否は協力企業の経営者が決定する（本科目のゴールは提案と評価までである）。 

・最終成果物は、調査した資料集、コンサル報告書、最終プレゼン資料の 3 つを想定している。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、企業と連携しながら授業計画の策定、運営、振り返りを行う科目です。 
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本科目は、担当者のうち 2 名が 5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカ

ッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 

本科目では、企業への訪問調査やフィールドワークなど、実地型の授業が行われます。 
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■VL101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL101／日本のビジネスとキャリアデザイン 

(Business and Career Design in Japan) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
本科目は主として留学生向けの科目である 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本企業・ビジネスの特徴、強み・弱み、課題などを学ぶ。 

授業の中で、自分自身の将来のキャリアデザインを検討していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

同講座は、主に海外からの留学生や社会人、ビジネス経験の少ない日本人学生向けの講座である。日本企業・組織の特徴、ワ

ークスタイル、ビジネスマナーの基本を学ぶ。日本企業に就職したり、そこで成果を出せるようになることを目指す。教員、ゲスト

講演者の話や各自の業界研究などから日本企業の現状を学ぶ。また自分自身の将来のキャリアプランを検討、作成していく。ビ

ジネスマナーや面談のロールプレー演習も行う実践的講座である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション ／ 講座の目的・進め方／自己紹介 など 

2. 日本企業・ビジネスの特徴、強み・弱み① 

3. 日本企業・ビジネスの特徴、強み・弱み② 

4. 日本企業におけるビジネスマナー① 解説・ロールプレー演習 

5. 日本企業におけるビジネスマナー② 解説・ロールプレー演習 

6. キャリアプランニング① 自分史曲線、自分自身の価値観、強み・弱み 

7. キャリアプランニング② 自分自身のキャリアビジョン検討 

8. 自由研究 業界分析① （メーカー、通信、IT など） 

9. ゲストスピーカー講演① （日系企業 人事責任者など） 

10. 自由研究 業界分析② （商社、流通、サービス業 など） 

11. ゲストスピーカー講演② （日系・外資系企業 経営者・人事責任者など） 

12. 企業面談 ロールプレー演習 （就職面談を想定） 

13. 業界研究・自分自身のキャリアビジョンについて発表 

14. 発表に対する講師よりのフィードバック・質疑応答・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内で別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業貢献（出席、発言など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は約 70%（10 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL111／日本の企業経営 

(Business and Management in Japan) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
本科目は主として留学生向けの科目である 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目はデータや調査結果をもとに日本の企業経営の特徴やその実態について理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本科目では、様々な統計や調査の結果に基づいて、日本企業の実態や企業経営の特徴について理解することを目的としてい

る。加えて、実際に資料の収集、データベースの活用等を通じて大学院での学習の進め方を実践的に修得することを目指す。 

 実態を適切に認識するためには、自己の偏見や先入観に自覚的になること、常識や先行研究に対して批判的視点を持つこと、

自由な視点で仮説を立てるとともに根拠となる事実に基づいて検証を行うことが必要である。この授業では日本の企業経営の特

徴や実態を理解することを通じてこうした方法論についても学びたいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「日本の企業経営」とは？その特徴を知るにはどうすればよいか？ 

2. 日本企業をめぐる基本的事実 

3. 日本経済の現在 

4. 「日本的経営」の実態を考える：終身雇用 

5. 「日本的経営」の実態を考える：年功型賃金 

6. 「日本的経営」の実態を考える：企業別労働組合 

7. 日本の企業経営と労働生活 

8. 日本の企業経営と勤労者意識 

9. 日本の経営環境：業界構造 

10. 日本企業の競争力：国際比較 

11. 日本企業の経営戦略：多角化の推移と「選択と集中」 

12. 日本企業のガバナンス 

13. 日本企業のグローバル化 

14. 日本企業の経営課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業の中で提示される日本企業をめぐる論点や疑問について、政府統計や入手可能な調査データを活用して各々調べ、ディス

カッションできるよう準備して授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの貢献度(20%)/各授業内レポート(40%)/期末レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業の中で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

図書館のオンラインデータベースを活用できるようにしておくと良いでしょう。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL147／企業財務基礎 

(Introduction to Corporate Finance) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融資本市場の意味を理解し、株式会社の仕組みと株式市場の関係など、資本調達と運用に関する基本的な知識を習得し、企

業価値に関する具体的なイメージを形成できるようにする。企業価値の創造が、経営者による意思決定により決まることを理解

する。それは、単に数字の予測ではなく、人間の営みを評価し、新たな人間関係の構築が価値創出につながることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

需要と供給の基礎概念、財務諸表の基礎理解に基づいて、現在価値計算と投資の経済計算、株式や社債の評価等の基礎的な

概念を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資本主義社会と資本概念 お金と資本の違いを考える。 

2. 需要と供給の基礎的理解と均衡利子率に関して考察する。 

3. 貯蓄と資本および利子の関係 現在の消費生活と将来の消費生活を比較する。 

4. 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を理解する。 

5. 投資家の機会費用としての資本コスト 投資対象を選択することの意味を考える。 

6. リスクの測定尺度について考察する。 

7. 現在価値計算と資本コスト：割引率とキャッシュフローについて考える。 

8. 投資の経済計算について：企業価値と投資の経済計算の関係を考える。 

9. 株式会社の仕組みについて学習する。 

10. 株価モデルを学び、投資の経済計算と企業価値との関係を考察する。 

11. 株価と国家の富の関係を考察する。 

12. バブルの形成と崩壊について考える。 

13. M&A と開発投資について考える。 

14. まとめ 人間の評価が企業価値の評価であることを理解する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書と参考書を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(30%)/各回における積極的な意見(30%)/各回のリポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀川雅人、2009、『ファイナンシャル・マネジメント』、学文社 (ISBN:978-4-7620-1972-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀川雅人、2006、『資本と知識と経営者』、創成社 (ISBN:4-7944-5010-9) 

2. 亀川雅人、2015、『ガバナンスと利潤の経済学』、創成社 

3. 亀川雅人、2018、『株式会社の資本論』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は、経済学や経営学の基礎的な学習も兼ねている。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL150／クリティカル・シンキング 

(Critical Thinking) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネスにおける問題解決能力を高めていくことのみならず、自らが意義の大きい問題設定や課題設定ができるようになること

や、それらの問題解決の実行が実際にできるようになることを目的とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義においては、クリティカル・シンキングを、論理的に思考するためのツールや能力という狭義の捉え方はもとより、「分析力

×洞察力×構想力」を高め、問題解決能力を高めていくツールや能力であると広義に捉えてクラスを実践的に進めていく。さらに

は、与えられた問題を解決していくだけではなく、自ら合理性の高い問題設定や課題設定を行い、それらの解決策を見出すこと

ができるようになることを目指していく。 本講義においては、「定量分析×定性分析」や「戦略系フレームワーク×人系フレームワ

ーク」を融合させ、企業の現場でいかに合理性の高い戦略を策定し、なおかつ、いかにそれを効果的に実行して成果を上げてい

くかという点にも注力していく。そのために最も重要なことは、クリティカル・シンキングで導き出した「正しいロジック」を相手に振り

かざすのではなく、相手の立場や感情にも心を配り、相手の「共感」や周りとの「調和」を実現していくことである。現実のビジネス

シーンにおいては、「正しいロジック」にいかに「共感」してもらえるかの方が重要である。したがって、講義では人系フレームワー

クも活用して、想定顧客との信頼関係構築のためのロープレ演習やチームワーク演習なども多用し、実践的にクラスを進めてい

く。本講義で学んでいく MECEや 3W1H 等の基礎的なツールは、ビジネススクールで学んでいく専門的なフレームワークに対して

「OS」や「CPU」のように機能するものであるが、同時に企業の現場においては最も多用されるものでもある。各種科目の履修初

期の段階はもとより、修了前の段階においてこそ立ち返るべき内容である。 

したがって、本講義の後半においては、実際にクリティカル・シンキングのツールを使って、企業の現場における売上・利益・業績

等を向上していく手法についても事例を用いて実践的に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. クリティカル・シンキングの前提知識（１） 

2. クリティカル・シンキングの前提知識（２） 

3. クリティカル・シンキングの基礎知識（１） 

4. クリティカル・シンキングの基礎知識（２） 

5. クリティカル・シンキングのフレームワーク（１） 

6. クリティカル・シンキングのフレームワーク（２） 

7. 問題解決の手法（１） 

8. 問題解決の手法（２） 

9. PDCAの理論と実際（１） 

10. PDCAの理論と実際（２） 

11. 売上・利益・業績向上のためのクリティカル・シンキング（１） 

12. 売上・利益・業績向上のためのクリティカル・シンキング（２） 

13. 「戦略系フレームワーク×人系フレームワーク」の融合ツールとしてのクリティカル・シンキング（１） 

14. 「戦略系フレームワーク×人系フレームワーク」の融合ツールとしてのクリティカル・シンキング（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

問題解決、課題や仮説設定などに普段から高い問題意識をもっておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/期中レポート(20%)/クラス貢献(20%)/他の受講生への貢献(20%)/プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高田貴久+岩澤智之、2014、『問題解決』、英治出版 (ISBN:ISBN978-4-86276-124-8) 

2. 安宅和人、2010、『イシューからはじめよ』、英治出版 (ISBN:ISBN978-4-86276-085-2) 

3. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 

テキスト用レジュメ資料は授業内で別途配布する。教科書の購入については初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 竹内一正、2014、『イーロン・マスクの挑戦』、宝島社 (ISBN:ISBN978-4-8002-2848-2) 

2. 泉田良輔、2014、『Google vs. トヨタ—自動運転車は始まりにすぎない』、角川 (ISBN:ISBN978-4-04-080023-3) 

3. 日経デザイン、2014、『アップルのデザイン戦略』、日経 BP社 (ISBN:ISBN978-4-8222-6488-8) 

4. 板倉俊之、2010、『ことわざドリル—笑いこみあげる 92 題』、リトルモア (ISBN:ISBN978-4-89815-290-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は、講義に併用して、クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式での双方向授業を展開する。双方向による授業

の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL151／グローバル・マーケティング１ 

(Global Marketing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、クラス・ディスカッション及びショートケースを展開することにより、理論の理解を深めながら、グローバル市場における

マーケティング活動を推進する人にとって必要不可欠な理論に関する理解を深め、実践力を強化することを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングにおけるグローバル化への対応とは、世界のあらゆる市場にデータ収集や営業の拠点としてのオフィスを開設す

ることではない。グローバル化と世界各地に拠点を置くということは、全く別の次元である。自社の経営資源を生かして、顧客の

満たされないニーズを探索・確定し、ソリューションを提供していくという一連の価値創造を、市場の選定から、価値を創るための

開発、生産、組み立て、サービス等の機能の組み合わせも含め、グローバルな視点で考察することがグローバル・マーケティング

の本質である。グローバル・マーケティング１では、総論として、グローバル・マーケティングの枠組み、参入市場の決定、市場参

入方式の決定、参入基本戦略、機能・領域間の統合・調整、組織・体制などを最新のテキストを用いてカバーする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル市場とマーケティング 

2. グローバル市場の分析（経済、技術） 

3. グローバル市場の分析（文化、社会） 

4. グローバル市場の分析（法律） 

5. 世界市場、地域市場、国内市場の統合 

6. マーケティング・リサーチ 

・設計 

・解析 

7. グローバル市場の選択 

8. グローバル市場への参入 

9. 市場戦略総論 

・市場の細分化、標的市場の抽出、提供効用の明確化 

10. 製品開発 

・効用、製品、サービス 

11. 価格付け 

・効用、競合、コスト 

12. チャネル開発 

・チャネル・プレイヤー 

・リーチ vs. リッチネス 

13. 販売促進 

・コミュニケーションミックス（広告、広報、営業、販促、SNS） 

14. テスト及び解説・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の予習範囲や課題は、各授業の最後および blackboard上でコメントするが、基本的には個人予習（事前）、グループ討議

（授業時、必要に応じて事前に）、クラス討議（授業時）という展開で進める 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業で実施するプレゼンテーション(30%) 

グローバル・マーケティング２も引き続き受講することが望ましい 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠原英一翻訳、Ilan Alon 他著、2017、『グローバル戦略市場経営』、白桃書房 

 

参考文献（Readings） 

1. 笠原英一著、2013、『強い会社が実行している経営戦略の教科書』、KADOKAWA 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.aprim.jp/ 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

※20 年間、経営コンサルタントとして、国内外の上場企業に対して、戦略、マーケティング、組織に関する実践的課題に取り組ん

できた実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL153／グローバル・マーケティング２ 

(Global Marketing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、クラス・ディスカッション及びショートケースを展開することにより、理論の理解を深めながら、グローバル市場における

マーケティング活動を推進する人にとって必要不可欠な実践力を強化することを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングにおけるグローバル化への対応とは、世界のあらゆる市場にデータ収集や営業の拠点としてのオフィスを開設す

ることではない。グローバル化と世界各地に拠点を置くということは、全く別の次元である。自社の経営資源を生かして、顧客の

満たされないニーズを探索・確定し、ソリューションを提供していくという一連の価値創造を、市場の選定から、価値を創るための

開発、生産、組み立て、サービス等の機能の組み合わせも含め、グローバルな視点で考察することがグローバル・マーケティング

の本質である。グローバル・マーケティング 2では、グローバル・マーケティングの領域の中で、特に今後の成長が見込まれるア

ジア市場を対象にして、特にアセアン主要地域に関するマーケティングを研究する。ケース・スタディ及びビジネス・プラン作成を

通してグローバル・マーケティングの各論としてのリージョナル・マーケティングを実践的かつ系統立てて学習していくことを目的と

している。グローバル・マーケティング 2 では、グローバル・マーケティングの領域の中で、特に今後の成長が見込まれるアジア市

場を対象にして、特にアセアン主要地域に関するマーケティングを研究する。各セッションではＡ日程のグローバルマーケティング

の基本を復習しながら、下記のテーマについて議論を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ビジネス・システムの意味と構成要素 

2. ビジネス・システムの構成要素 

（企業所有、産業ネットワーク、経営スタイル、資本調達、人材採用、信用付与、価値観、アイデンティティ、権限移譲） 

3. シンガポールのビジネスシステムと市場環境 

4. マレーシアのビジネスシステムと市場環境 

5. インドネシアのビジネスシステムと市場環境 

6. ベトナムのビジネスシステムと市場環境 

7. タイのビジネスシステムと市場環境 

8. フィリピンのビジネスシステムと市場環境 

9. インドのビジネスシステムと市場環境 

10. 市場としての ASEAN① 

・デモグラフィックの変化と市場セグメンテーション 

11. 市場としての ASEAN② 

・消費者行動 

12. 市場としての ASEAN③ 

・価値・品質、ブランディング、価格、流通 

13. アセアン・マーケティングのまとめ 

14. テスト及び解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の予習範囲や課題は、各授業の最後および blackboard上でコメントするが、基本的には個人予習（事前）、グループ討議

（授業時、必要に応じて事前に）、クラス討議（授業時）という展開で進める 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業で実施するプレゼンテーション(30%) 

グローバル・マーケティング 1 を受講しておくことが望ましい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠原英一翻訳、Ilan Alon 他著、2017、『グローバル戦略市場経営』、白桃書房 

その都度ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.aprim.jp/ 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

※20 年間、経営コンサルタントとして、国内外の上場企業に対して、戦略、マーケティング、組織に関する実践的課題に取り組ん

できた実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL155／統計学基礎１ 

(Statistics Essentials 1) 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな社会現象を正しく認識するためには、各種の統計データの利用が不可欠である。統計学は厳密な数学的理論にもとづ

いた分野であり、分析を行うものとして理解しておくべき事項は多岐にわたる。 

本講義では、統計学に関する数理的基礎を習得するとともに、統計学を体系的に理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、統計学で用いられる各種の数値に関する数学的な性質を解説し、統計量や分析手法の背景にある理論の基礎に

ついて学習する。授業は主に講義形式で進めるが、いくつかの論点について議論する時間を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データと分布 

2. 確率と確率変数 

3. 確率分布 

4. 平均と分散の数学的性質 

5. 無作為抽出と標本分布 

6. 中心極限定理 

7. 区間推定 

8. 1 標本の統計的検定 

9. 2 標本の統計的検定 

10. 推定量の統計学的性質 

11. 相関と回帰 

12. 回帰係数の確率分布と検定 

13. 適合度の検定と独立性の検定 

14. 授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

資料や関連書籍を読み、不明な点がないか確認すること。学習した統計量の計算手順を復習し、その性質や定理についての理

解を定着させること。 

予復習にかける時間は 1 回の授業あたり概ね 150 分が目安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/議論の貢献度(20%) 

テストは資料持ち込み可。積極的な議論への参加を期待する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林博史・三輪哲、2012、『社会調査のための統計学』、技術評論社 

2. ホーエル, P, G.、2009、『入門数理統計学』、培風館 

3. Wooldredge, J. M.. 2013 (5th ed.). Introductory Econometrics: A Modern Approach . SOUTH-WESTERN Cengage Learning 

4. 永田靖、2005、『統計学のための数学入門 30 講』、朝倉書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指数関数，対数関数，極限，微分，積分等の初等数学の知識、および平均、分散等の初等統計の知識を多用するので、理解の

不安なものは各自復習をしておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■VL157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL157／統計学基礎２ 

(Statistics Essentials 2) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の理論を概観するとともに，仮説の構築や質問紙の設計など，社会調査の技法を理解する。調査の企画・設計からデ

ータの収集・分析に関する具体的な方法などを身につけ，量的調査をはじめとした科学的な社会調査の理論と方法について理解

することで，独力で適切な調査のデザインができるようになることを目標とする。各自の研究活動の基礎となる事実認識のための

データ収集の技術を身につけ，調査リテラシーを身につけることをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には技法に関する解説が中心となるものの，受講人数の多寡に応じて適宜質疑応答やディスカッションなども交える。受

講生が授業を通じて得た知識をもとに調査の企画を立てることを最終的な課題とし，各自の研究テーマについて，調査研究（社

会調査に基づく研究）を行うとした場合にどのような仮説が立て得るのか，そのときどのような調査実施計画を立てるべきか，など

を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か：概説，目的，歴史 

2. 社会調査の類型と一般的手順 

3. 研究と調査課題：仮説の作り方 

4. 受講生による調査プラン発表（中間報告） 

5. 標本調査の理論と実際：設計と抽出方法 

6. 質問紙調査の方法：質問紙の構成とフロー 

7. 質問紙調査の方法：質問のワーディング 

8. 質問紙調査の方法：選択肢の設け方 

9. 調査の実施方法 

10. データの作成・集計・分析：基礎的集計，統計的な分析の基礎，結果のまとめ方 

11. 質的な調査：意義と方法，種類と事例，記述と説明 

12. インタビュー法：類型，実施方法，結果の整理 

13. さまざまなフィールドワーク：類型と事例，記述・説明・解釈 

14. 受講生による調査プラン発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業期間の提出物や，期末レポートの提出には，Blackboard を利用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小提出課題(30%)/プレゼンテーション／ディスカッション(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

出席回数ではなく、授業内で数回行うプレゼンテーションの内容を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。Blackboard にて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4589038173) 

2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ [第 2 版]』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

3. 鈴木淳子、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VL171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL171／統計学１ 

(Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一 (YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計学に関する基礎的な内容からよく用いられる多変量解析の方法までを一通り学習し，基本知識に加えて実践的な分析能力

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は統計学 2 と併せて受講する科目となっている。14 回に渡って記述統計学，推測統計学の順に統計学の概要を説明して

いき，その後，様々な多変量解析の手法についての解説を行っていく予定である。これらの内容のうち，本授業では多変量解析

に重点を置いている。分散分析や回帰分析等を一通り学習した後に，より応用的な重回帰分析やロジスティック回帰分析，共分

散構造分析等の手法について学んでいく。授業では統計的知識の講義を行う時間と，学んだ内容を SPSSや Amos といった PC

ソフトウェアを用いて実行する時間を設ける。様々なデータを実際に分析することで，より実践的な授業を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，測定と尺度 

2. 1 変数の要約 

3. 2 つ以上の量的変数の要約 

4. 2 つ以上の質的変数の要約 

5. 母集団と標本 

6. t検定 

7. 分散分析 1 

8. 分散分析 2 

9. 回帰分析 1 

10. 回帰分析 2 

11. 多変量解析 1 

12. 多変量解析 2 

13. 多変量解析 3 

14. 多変量解析 4 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で履修する内容は個々で独立しているものの，様々な実社会の要請に応え，どのようなデータにも適切な分析をすることが

できることが望ましい。このため，履修した分析手法は各自復習をしておき，データが変わった際にも適用できるようにしておくこと

が重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題(60%)/出席および授業への積極的な参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 豊田秀樹、2007、『共分散構造分析[Amos 編]』、東京図書 (978-4-489-02008-7 C0040) 

2. 竹原卓真、2007、『SPSSのススメ<1>』、北大路書房 (ISBN:978-4762825514) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本授業は，統計学 2 と併せて受講する科目となっている。講義パートで履修した内容に沿ってデータ分析を行う。その際に，多く

の変数を持つデータから，各自で興味を持った変数を分析が可能なように適宜加工し，分析結果を出力，解釈してもらう。どのよ

うな分析対象に興味を持ち，変数をどのように加工し，結果をどう解釈したのかを履修者からの発信で発表してもらい，教員を交

え，履修者同士で情報を共有してもらう双方向性の授業展開を予定している。 

授業の割合は 70%程度である（14 回中 10 回程度） 
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注意事項（Notice） 
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■VL176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL176／統計学２ 

(Statistics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一 (YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計学に関する基礎的な内容からよく用いられる多変量解析の方法までを一通り学習し，基本知識に加えて実践的な分析能力

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は統計学 1 と併せて受講する科目となっている。記述統計学，推測統計学，検定論，多変量解析を実際に分析で利用す

る方法について述べていく。統計学 1 では，14 回に渡って記述統計学，推測統計学の順に統計学の概要を説明していき，その

後，様々な多変量解析の手法についての解説を行っていく予定である。これらの内容のうち，本授業では多変量解析に重点を置

いている。分散分析や回帰分析等を一通り学習した後に，より応用的な重回帰分析やロジスティック回帰分析，因子分析，共分

散構造分析等の手法について学んでいく。統計学 2では，IBM SPSS Statistics や Amos といった統計分析ソフトウェアの使い方

についても学習する。統計学 1で学んだ内容をソフトウェアを用いて実行する時間を設ける。様々なデータを実際に分析すること

で，より実践的な授業を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. SPSSの使い方 

2. SPSSを用いた 1 変量の要約 

3. SPSSを用いた 2 変量の要約 1 

4. SPSSを用いた 2 変量の要約 2 

5. SPSSを用いたデータハンドリング 

6. SPSSを用いた t検定 

7. SPSSを用いた分散分析 1 

8. SPSSを用いた分散分析 2 

9. SPSSを用いた回帰分析 1 

10. SPSSを用いた回帰分析 2 

11. SPSSを用いた多変量解析 1 

12. SPSSを用いた多変量解析 2 

13. Amos の使い方・Amos を用いた多変量解析 1 

14. Amos を用いた多変量解析 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で履修する内容は個々で独立しているものの，様々な実社会の要請に応え，どのようなデータにも適切な分析をすることが

できることが望ましい。このため，履修した分析手法は各自復習をしておき，データが変わった際にも適用できるようにしておくこと

が重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題(60%)/出席および授業への積極的な参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 豊田秀樹 、2007 、『共分散構造分析[Amos 編]  』、東京図書  (978-4-489-02008-7 C0040 ) 

2. 竹原卓真 、2007 、『SPSSのススメ<1>  』、北大路書房  (ISBN:978-4762825514 ) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本授業は，本授業は統計学 1 と併せて受講する科目となっている。講義パートで履修した内容に沿ってデータ分析を行う。その

際に，多くの変数を持つデータから，各自で興味を持った変数を分析が可能なように適宜加工し，分析結果を出力，解釈してもら

う。どのような分析対象に興味を持ち，変数をどのように加工し，結果をどう解釈したのかを履修者からの発信で発表してもらい，
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教員を交え，履修者同士で情報を共有してもらう双方向性の授業展開を予定している。 

授業の割合は 70%程度である（14 回中 10 回程度） 

 

注意事項（Notice） 
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■VL177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL177／調査法１ 

(Business Research Methods 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鶴見 裕之(TSURUMI HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が調査を実施し，その結果を分析するために必要な基礎知識を習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

調査法とは人々の意識や行動の特徴，社会的事実や社会現象，仕組みなどを明らかにする科学的方法である。 

調査には 

・国勢調査，労働力調査など政府および公的機関が行う「行政調査」 

・消費者の購入実態や需要の把握を目的に民間企業などが行う「市場調査」 

・人々の政治や社会問題に対する意識や意見を把握するためにマスコミなどが行う「世論調査」 

・学術的な関心のもと研究者が行う「学術調査」 

などさまざまな種類がある。それぞれは用途の違い等からこのように分類されているが，基本的な調査方法に違いはない。 

本講義では，授業とディスカッション，グループワーク，実習により，受講者が調査を実施し，その結果を分析するために必要な基

礎知識の習得を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査法の概要 

2. 仮説・仕様の設定 

3. 項目作成・構成 1 

4. 項目作成・構成 2 

5. 項目作成・構成 3 

6. 項目作成・構成 4 

7. 標本の抽出 1 

8. 標本の抽出 2 

9. 調査の実施・実地調査 1 

10. 調査の実施・実地調査 2 

11. データの整理と分析 1 

12. データの整理と分析 2 

13. データの整理と分析 3 

14. データの整理と分析 4 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ビジネスの現場におけるデータ活用の可能性に関して日頃から問題意識を持って考えて頂きたく思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および課題提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義の進め方は次の通りです。 

 18：30 からの 30 分は前回復習の時間とし理解を深める 

 19：00 ちょうどに出席を確認し、講義を開始 

 講義終了時に課題提出を求める場合がある 

（19：00 までには授業に参加のこと） 

 

また本講義は積み上げ式の講義となっており、大幅な遅刻や欠席が続く場合、講義について行けなく可能性が高くなりますので
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注意して下さい。 

 

【双方向による授業割合】 

71%（上記「授業計画」1～10 はディスカッション主体の講義となります。） 

※5 年以上の実務家教員 

 

注意事項（Notice） 
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■VL178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL178／調査法２ 

(Business Research Methods 2) 

担当者名 

（Instructor） 
鶴見 裕之(TSURUMI HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

調査データを処理する能力，具体的には，検定と多変量解析を利用した分析方法を習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，受講者が調査データを処理する能力，具体的には，検定（t検定・カイ二乗検定など）と多変量解析（回帰分析、ロジス

ティック回帰分析、主成分分析、クラスター分析、共分散構造分析など）を利用した分析方法を習得することを目標とする。講義は

概要説明と実習（統計分析ソフト IBM SPSS Statistics，SPSS Amos と Excel を利用）を組み合わせて行う。また，最終回には分

析方法についての理解を深めるために，受講者をグループに分け分析結果を発表してもらい，受講者全員でディスカッションを行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データ解析入門 1 

2. データ解析入門 2 

3. データ解析入門 3 

4. 回帰分析 1 

5. 回帰分析 2 

6. ロジスティック回帰分析 

7. 主成分分析 

8. 因子分析 1 

9. 因子分析 2 

10. クラスター分析 1 

11. クラスター分析 2 

12. 共分散構造分析 

13. プレゼンテーション 1 

14. プレゼンテーション 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Excel の基礎的な操作方法について習得しておいて頂きたく思います。 

また SPSSの操作に慣れるために出来るだけ授業後に操作復習を実施して頂きたく思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および課題提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は調査法 1 の履修を前提とした講義です。未履修者も履修できますが、出来るだけ調査法 1 を受講することをお薦めしま

す。 

 

本講義の進め方は次の通りです。 

 18：30 からの 30 分は前回復習の時間とし理解を深める 

 19：00 ちょうどに出席を確認し、講義を開始 

 講義終了時に課題提出を求める場合があります 

（19：00 までには授業に参加のこと。） 

 

また本講義は積み上げ式の講義となっており、大幅な遅刻や欠席が続く場合、講義について行けなく可能性が高くなりますので
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注意して下さい。 

 

 

【双方向による授業割合】 

14%（上記「授業計画」13～14 はディスカッション主体の講義となります。） 

※5 年以上の実務家教員 

 

注意事項（Notice） 
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■VL179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL179／データサイエンス基礎 

(Basics of Data Science) 

担当者名 

（Instructor） 
嶋田 圭吾(SHIMADA KEIGO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
日本データビジネス協会 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビックデータの活用が本格的に始まったことを契機に、今、ビジネス分野において注目を集めているのがデータサイエンティストで

ある。本授業は、データサイエンティストを目指す方達の入門講座の位置付けとなる。データサイエンティストの根幹であるデータ

サイエンスの基礎を学ぶことで、データの基本的な扱い方、データの活用方法、データモデリング、データ分析手法などの習得を

目指す。また、演習を通じて、データベースの基礎や SQLでの基本的なデータ操作方法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データサイエンス基礎知識の習得、データ分析プロセスやデータモデリングの理解、統計学の基礎知識学習に関しては講義形式

で実施する。データ活用やデータ分析に関しては、実際のビジネス上での事例を紹介し、理解を深める。また、データベースを使

ったデータ解析演習を行い、SQLによるデータクレンジングやデータ変換の基礎を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データサイエンスの基本概念と応用例 

データサイエンスとは何か、何を学んだら良いか、また、データサイエンスがどの様な分野でどんな形で実際に利用されて

いるかなどを講義形式で分かり易く解説する。 

2. データ分析プロセスの理解と実践例の紹介 

データサイエンスの中で大きなウエイトを占めているデータ分析に関して、その分析手法や分析プロセスを学習する。講義

に合わせて、具体的な分析プロセスの実例を紹介する。 

3. データモデル概念の理解とプロトタイプモデル作成演習 

データを扱う上で、基本であり、かつ最も重要なデータモデルに関して、モデリング手法やデータモデル作成方法の基本を

学習する。また、例題を使い、実際にプロトタイプモデルを作成する演習を行う。 

4. データサイエンスに必要な統計手法と具体的な利用例 

データサイエンスで必要となる最低限の統計手法を学習する。理解を深めるため、統計手法の具体的な利用例を交えて解

説する。 

5. ビックデータの活用方法と現状 

ビックデータとは何か、何故大きな話題となったのかを解説する。また、ビックデータが実際にどのように活用されているの

かという現状を紹介する。 

6. 新しいＩＴ技術の活用 

最近話題となっているＡＩ、ＩｏＴ、ブロックチェーンなど、最新のＩＴ動向を解説しながら、データサイエンスとの関連や今後の展

望に関して解説する。 

7. 【事例紹介】顧客データ分析事例 

顧客データ分析の事例を使い、顧客統合や名寄せの手法、分析手順などを紹介する。 

8. 【事例紹介】購買データ分析事例 

原価の削減や代替品候補の選定などで使われている購買データ分析の事例を紹介する。また、事例を通して購買業務に

関して理解を深める。 

9. 【事例紹介】製造原価分析事例 

グローバル製造業全体の課題でもある製造原価分析に関して、先進的なグローバル製造企業が、現在どのような方法で

原価分析を行っているかを紹介する。 

10. 販売データ分析演習 

販売データの代表であるＰＯＳデータを使い、販売データ分析に関して理解を深める。 

販売データ分析における課題と分析時の重要なポイントを理解する。 

11. 貸借対照表による財務分析の基礎 

貸借対照表を使った財務分析の基礎を学習し、売上分析を例とした場合、実際どのような手順で分析を行なうのかを理解

する。 

12. ビックデータ分析事例 

ＩｏＴデータを使ったビックデータ解析に関して、実際のデータを確認しながら、ビックデータの基本的な解析手順や解析手法

を理解する。 

13. データクレンジング概念の理解と具体的なクレンジング事例紹介 

データサイエンティストの仕事の 80%を占めると言われているデータクレンジングに関して、何のために、どんな手法でデー

タクレンジングを行うのかを具体例を交えて解説する。 
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14. データベースの基礎とデータサイエンスのまとめ 

データベースの基礎と SQLに関して学習する。また、講義全体の復習とまとめを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

11 回目の授業までに、損益計算書がある程度読めるくらいまでの基礎を学習しておくこと。 

復習に関しては、各回の授業終了時に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献(30%)/ディスカッションへの参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木 峰郎、2015、『10 年戦えるデータ分析入門』、SB クリエイティブ (ISBN:ISBN978-4797376272) 

2. 西内 啓、2014、『統計学が最強の学問である［実践編］』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-4478028230) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目を履修する場合、データ活用プランニング（春２）も併せて履修することを推奨する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL180／データ活用プランニング 

(Planning of Data Utilization and Analysis) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 明彦(AOKI AKIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
日本データビジネス協会 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

デジタルビジネストランスフォーメーションが加速する昨今、ビジネスにおける競争優位獲得のための経営戦略立案において、デ

ータ活用の必要性がこれまで以上に重要視されている。本科目では、「データ活用プランニング」をデータサイエンティストの主た

る職務・役割として捉え、そのプランニングのアプローチ方法と構成要素を理解し、実践的な「データサイエンティスト」を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的なデータ活用について、多種多様なデジタルビジネスをスタディする。それらを検討することで「データ活用ひらめき脳」を

養う。その際、データ活用に必要となる最新の SNS 系 AI系のデータ活用サービスを体験する。マーケティング、ITなどプランニ

ングに必要となる知識については概要レベルで全体を講義する。幅広い知識を必要とするが、高度な専門知識は前提としない。

現実的なデータ活用プラン作成にチャレンジする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「データ活用の現状」「AI、IoT と中心としたデジタルトランスフォーメーションの実態」最新の事例からデジ

タルビジネスを俯瞰する。 

2. データマネジメント 

データマネジメント知識体系ガイドに沿ってデータ活用の基礎を理解する。 

3. データ活用プランニング概論 

データ活用プランの全体構成を学び、各自の領域におけるプランニングテーマを設定する。 

4. データサイエンティストの知識とスキル 

データサイエンティストで必要に必要な知識とスキルについて学ぶ。 

5. データ活用事例研究１（ビッグデータ） 

SNSが生み出すビッグデータのマーケティング領域での活用事例について考察する。 

6. データ活用事例研究２（オープンデータ・クローズドデータ） 

オープンデータと企業内クローズドデータによる活用事例について考察する。 

7. データ活用プランニングメソッド 

データ活用プランニングのアプローチ方法、目的、手順、成果物について学ぶ。 

8. データデザイン（データの定義・収集・加工・分析） 

データ活用プランニングに必要なデータデザインについて学ぶ。 

9. 経営と ITプロジェクトマネジメント 1 

ITプロジェクトマネジメントのプロフェッショナルから、その極意を学ぶ。 

10. 経営と ITプロジェクトマネジメント 2 

11. データ活用プランニング演習 1 

学習してきた方法に基づき各自またはチームでプランニングを行う。 

12. データ活用プランニング演習 2 

13. データ活用プランの評価 1 

演習で作成したプランをそれぞれ発表し、検討評価する。 

14. データ活用プランの評価 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

11､12 の演習内容は、レポート（プレゼン資料）提出となる。 

最新鋭インターネットデータセンターの見学を実施する。（希望者数名以上で実施） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(40%)/授業の参加度・発言(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、資料を配布 

 

参考文献（Readings） 

1. DAMA International、2011、『データマネジメント知識体系ガイド 第一版』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-6262-4) 
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授業で必要な内容は、要約し配布する。購入不要。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目を履修する場合、データサイエンス基礎（春１）も併せて履修することを推奨する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL181／経営学基礎１ 

(Introduction to Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本コースは、経営学の基礎的な概念、理論を習得するための入門的な科目である。経営学基礎１・２を通じて経営戦略を中心と

する経営学を幅広く取り扱うが、経営学基礎１では、経営戦略論、戦略経営論および財務分析論の基礎的項目の理解を目的とし

ている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネススクールでの学修とは、与えられた課題を仲間と議論するプロセスから、自ら学び・気づきを得るプロセスである。経営学

基礎１では、ビジネススクールでの学修のための基礎スキルである「ロジカルシンキング」と「ファシリテーション」の習得から始め

る。続く「経営戦略論」では、どこでどう闘うのか（もしくはいかに闘いを避けるのか）を定めるためのプロセスと基本フレームワーク

を学ぶ。「戦略経営（Strategic Management）論」では、経営戦略の策定にとどまらず、その実行と、現場からのフィードバックによ

る戦略・資源転換を議論する。「財務分析論」では、財務三表のつながりを理解し、それらに表されている数字から企業の状況や

戦略をいかに読み解くかを検討する。なお、講義は演習や議論を中心に行う。また、第４週（予定）には外部講師を招き、講師の

経験をベースにクラス全員で議論を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基礎スキル：ロジカルシンキング 

3. 基礎スキル：ファシリテーション 

4. 経営戦略論① 

5. 経営戦略論② 

6. 経営戦略論③ 

7. 外部講師との議論 

8. 外部講師との議論 

9. 戦略経営論 

10. 財務分析論① 

11. 財務分析論② 

12. 財務分析論③ 

13. 総合的議論とコースのまとめ 

14. 総合的議論とコースのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に沿って、毎回の講義の際に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(50%)/小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋 宏幸ほか、2011、『現代経営入門』、有斐閣 (ISBN:4641183945) 

2. 網倉久永, 新宅純二  (著)、2011、『経営戦略入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:453213403X) 

3. (株)日本総合研究所 経営戦略研究会、2008、『経営戦略の基本』、日本実業出版社 (ISBN:4534044674) 

4. 國貞克則、2016、『財務 3 表一体理解法』、朝日新聞出版 (ISBN:4022736844) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

続けて「経営学基礎 2」を履修すること。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VL186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL186／経営学基礎２ 

(Introduction to Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本コースは、経営学の基礎的な概念、理論を習得するための入門的な科目である。経営学基礎１・２を通じて経営戦略を中心と

する経営学を幅広く取り扱うが、経営学基礎２では、マーケティング論、ファイナンス論および組織論（マクロ・ミクロ）の基礎的項

目の理解を目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学基礎２では、「マーケティング論」から始める。“顧客”や“市場”というキーワードでビジネスをとらえなおし、また、消費者行

動にも着目する。続く「ファイナンス論」では、経営資源のうち“カネ”に着目し、企業価値を高めるための資金調達や投資評価に

関する基礎的項目を議論する。「組織論」では、“ヒト”に着目し、組織体制や制度（マクロ）およびリーダーシップや動機付けの組

織行動（ミクロ）に関して議論する。 

なお、講義は、演習や議論を中心に行う。また、第４週（予定）には外部講師を招き、講師の経験をベースにクラス全員で議論を

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. マーケティング論① 

3. マーケティング論② 

4. マーケティング論③ 

5. ファイナンス論① 

6. ファイナンス論② 

7. 外部講師との議論 

8. 外部講師との議論 

9. マクロ組織論① 

10. マクロ組織論② 

11. ミクロ組織論（組織行動論）① 

12. ミクロ組織論（組織行動論）② 

13. 総合的議論とコースのまとめ 

14. 総合的議論とコースのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に沿って、毎回の講義の際に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(50%)/小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 沼上 幹、2008、『わかりやすいマーケティング戦略』、有斐閣 (ISBN:4641123551) 

2. 二村 敏子、2004、『現代ミクロ組織論―その発展と課題』、有斐閣 (ISBN:4641086990) 

3. 岸田 民樹、2005、『現代経営組織論』、有斐閣 (ISBN:4641183309) 

4. 朝倉 智也、2016、『一生モノのファイナンス入門』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478068356) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「経営学基礎１」を履修していること。 

 

注意事項（Notice） 



 - 206 - 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL187／ＣＳＲ１ 

(Corporate Social Responsibility 1) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「CSR 1」及び「CSR 2」では，経営者や経営現場のリーダーとして身につけておくべき企業の社会的責任（Corporate Social 

Responsibility：CSR）に関する概念，経営判断に必要な CSR の視座を学ぶことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「CSR 1」では，現代の経営に必要な CSR，コーポレート・ガバナンス，内部統制，コンプライアンスなどの概念を習得し，関係を整

理する。今，企業に問われている CSR とは何か，その背景，そして世界の企業の行動指針やガイドライン，CSR の取り組み事例

を学ぶ。「CSR 2」では，コンプライアンス経営と事業上の不正リスク管理について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，CSR とは何か？ 

・講義案内 

・株式会社制度と CSR 

2. イントロダクション，CSR とは何か？ 

・株式会社制度と CSR 

・事例研究 

3. CSR の基礎概念 1 

・CSR に関する世界の動向とその背景，企業理念 

4. CSR の基礎概念 1 

・CSR に関する世界の動向とその背景，企業理念 

・事例研究 

5. CSR の基礎概念 2 

・CSR，コーポレート・ガバナンス，内部統制，コンプライアンスの概念整理 

6. CSR の基礎概念 2 

・CSR，コーポレート・ガバナンス，内部統制，コンプライアンスの概念整理 

・事例研究 

7. ステーク・ホルダーと CSR 

・CSR の課題－経済・環境・社会問題，コンプライアンス経営 

8. ステーク・ホルダーと CSR 

・CSR の課題－経済・環境・社会問題，コンプライアンス経営 

・事例研究 

9. コーポレート・ガバナンス 

・証券市場と証券取引法，米国企業改革法と金融商品取引法，財務諸表監査 

10. コーポレート・ガバナンス 

・証券市場と証券取引法，米国企業改革法と金融商品取引法，財務諸表監査 

・事例研究 

11. 内部統制と内部監査 

・COSO の内部統制の統合的枠組み，ERM，会社法と金融商品取引法，独立取締役 

12. 内部統制と内部監査 

・COSO の内部統制の統合的枠組み，ERM，会社法と金融商品取引法，独立取締役 

・事例研究 

13. まとめ 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/授業への出席と貢献(35%)/授業内演習(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本享二、2004、『CSR 入門－「企業の社会的責任」とは何か』、日本経済新聞社 (ISBN:9784532110406) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】「CSR1」と「CSR2」を併せて履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL188／ＣＳＲ２ 

(Corporate Social Responsibility 2) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「CSR 1」及び「CSR 2」では，経営者や経営現場のリーダーとして身につけておくべき企業の社会的責任（Corporate Social 

Responsibility：CSR）に関する概念，経営判断に必要な CSR の視座を学ぶことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「CSR 1」では，現代の経営に必要な CSR，コーポレート・ガバナンス，内部統制，コンプライアンスなどの概念を習得し，関係を整

理する。今，企業に問われている CSR とは何か，その背景，そして世界の企業の行動指針やガイドライン，CSR の取り組み事例

を学ぶ。「CSR 2」では，コンプライアンス経営と事業上の不正リスク管理について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，CSR の基礎概念 

・講義案内 

・CSR に関する世界の動向，CSR，コーポレート・ガバナンス，内部統制，コンプライアンスの概念整理 

2. イントロダクション，CSR の基礎概念 

・CSR に関する世界の動向，CSR，コーポレート・ガバナンス，内部統制，コンプライアンスの概念整理 

・事例研究 

3. 企業倫理の制度化 

・企業倫理の制度化の歴史，コンプライアンス経営 

4. 企業倫理の制度化 

・企業倫理の制度化の歴史，コンプライアンス経営 

・事例研究 

5. 内部統制，事業上の不正の防止と発見 

・株主と経営者と取締役，外部監査と内部監査，COSO のフレームワーク，会社法と金商法 

・刑法，暴対法，独禁法，下請法，労働基準法，証券取引法，マネロン法，法人税法，個人情報保護法など 

6. 内部統制，事業上の不正の防止と発見 

・株主と経営者と取締役，外部監査と内部監査，COSO のフレームワーク，会社法と金商法 

・刑法，暴対法，独禁法，下請法，労働基準法，証券取引法，マネロン法，法人税法，個人情報保護法など 

・事例研究 

7. 企業不祥事に学ぶ 1 

・粉飾決算，独禁法違反，脱税，インサイダー取引，反社会勢力への利益供与，不公正ファイナンス，反トラスト法違反，

FCPA違反など 

8. 企業不祥事に学ぶ 1 

・粉飾決算，独禁法違反，脱税，インサイダー取引，反社会勢力への利益供与，不公正ファイナンス，反トラスト法違反，

FCPA違反など 

・事例研究 

9. 企業不祥事に学ぶ 2 

・事例研究 

10. 企業不祥事に学ぶ 2 

・事例研究 

11. 企業不祥事に学ぶ 3 

・事例研究 

12. 企業不祥事に学ぶ 3 

・事例研究 

13. まとめ 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(35%)/授業への出席と貢献(35%)/授業内演習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本享二、2004、『CSR 入門－「企業の社会的責任」とは何か』、日本経済新聞社 (ISBN:9784532110406) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】「CSR1」と「CSR2」を併せて履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL201／マーケティング・エッセンシャルズ１ 

(Marketing Essentials 1) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング視点でビジネスを俯瞰し、分析できる目を養う。またビジネスの現場で直面する様々な課題に対して、マーケティン

グ発想でその解決策、改善策について議論できる知識と能力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングは 1900 年代初頭の米国で生まれた概念。その後、経営手法として世界中のビジネスに取り入られるようになり、

同時に多くの研究者によってアカデミックなマーケティング研究も進められた。現在ではそのカバーする領域はビジネスを超えて

社会全体に拡大されている。 

授業ではいくつかの参考書、参考資料を使ってアカデミックなマーケティング理論について学習し、基本的な考え方や分析手法を

理解していく。 

同時に、今日のビジネスや社会に見られる様々な現象を一つのケースとして、履修者はマーケティング理論や分析手法を用いて

分析を試み、その分析結果や現象に対する考えなどを発表し、それに対する議論を継続的に行う。その議論を通じて、現実のビ

ジネスそして社会に対して実践的なマーケティング視点で対応していくことのできる能力を養っていく。 

履修者は議論のベースとなるマーケティング現象を、たとえば自らが所属する企業、業界、ビジネス、社会などから具体的な事例

として収集し、授業の中で報告することを求められる。そのための準備や議論への積極的な参加が必須となる。報告されたケー

スはクラス内での双方向ディスカッションのテーマとなる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. マーケティングとは何か？  

3. マーケティングの歴史、ビジネスドメイン、セグメンテーション、ターゲティング 

4. 個人発表（自社の BST+P)、研究テーマディスカッション 

5. リテールマーケティング 

6. 個人発表（自社の BST+P)、研究テーマディスカッション 

7. イノベーション研究＆デザイン思考 

8. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

9. 製品開発１ 

10. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

11. 製品開発２ 

12. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

13. 市場と競争 

14. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースディスカッションに使用する、前回の授業での講義内容に即したケースの事前収集と分析。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

マーケティングケースの発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への貢献度(20%)/課題図書に対するエッセイレポート

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー、1990、『マーケティング・エッセンシャルズ』、東海大学出版会 (ISBN:978-4486009344) 

2. フィリップ・コトラー、2007、『コトラーのマーケティング入門第 4版』、株式会社ピアゾン・エディケーション (ISBN:978-

4621066171) 

3. 小川孔輔、2009、『マーケティング入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532133696) 

4. トム・ケリー、2002、『発想する会社！』、早川書房 (ISBN:978-4152084262) 

5. トム・ケリー、2014、『クリエイティブ・マインドセット』、日経 BP (ISBN:978-4822250256) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL202／マーケティング・エッセンシャルズ１ 

(Marketing Essentials 1) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング視点でビジネスを俯瞰し、分析できる目を養う。またビジネスの現場で直面する様々な課題に対して、マーケティン

グ発想でその解決策、改善策について議論できる知識と能力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングは 1900 年代初頭の米国で生まれた概念。その後、経営手法として世界中のビジネスに取り入られるようになり、

同時に多くの研究者によってアカデミックなマーケティング研究も進められた。現在ではそのカバーする領域はビジネスを超えて

社会全体に拡大されている。 

授業ではいくつかの参考書、参考資料を使ってアカデミックなマーケティング理論について学習し、基本的な考え方や分析手法を

理解していく。 

同時に、今日のビジネスや社会に見られる様々な現象を一つのケースとして、履修者はマーケティング理論や分析手法を用いて

分析を試み、その分析結果や現象に対する考えなどを発表し、それに対する議論を継続的に行う。その議論を通じて、現実のビ

ジネスそして社会に対して実践的なマーケティング視点で対応していくことのできる能力を養っていく。 

履修者は議論のベースとなるマーケティング現象を、たとえば自らが所属する企業、業界、ビジネス、社会などから具体的な事例

として収集し、授業の中で報告することを求められる。そのための準備や議論への積極的な参加が必須となる。報告されたケー

スはクラス内での双方向ディスカッションのテーマとなる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. マーケティングとは何か？  

3. マーケティングの歴史、ビジネスドメイン、セグメンテーション、ターゲティング 

4. 個人発表（自社の BST+P)、研究テーマディスカッション 

5. リテールマーケティング 

6. 個人発表（自社の BST+P)、研究テーマディスカッション 

7. イノベーション研究＆デザイン思考 

8. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

9. 製品開発１ 

10. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

11. 製品開発２ 

12. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

13. 市場と競争 

14. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースディスカッションに使用する、前回の授業での講義内容に即したケースの事前収集と分析。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

マーケティングケースの発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への貢献度(20%)/課題図書に対するエッセイレポート

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー、1990、『マーケティング・エッセンシャルズ』、東海大学出版会 (ISBN:978-4486009344) 

2. フィリップ・コトラー、2007、『コトラーのマーケティング入門第 4版』、株式会社ピアゾン・エディケーション (ISBN:978-

4621066171) 

3. 小川孔輔、2009、『マーケティング入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532133696) 

4. トム・ケリー、2002、『発想する会社！』、早川書房 (ISBN:978-4152084262) 

5. トム・ケリー、2014、『クリエイティブ・マインドセット』、日経 BP (ISBN:978-4822250256) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL205／マーケティング・エッセンシャルズ２ 

(Marketing Essentials 2) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング視点でビジネスを俯瞰し、分析できる目を養う。またビジネスの現場で直面する様々な課題に対して、マーケティン

グ発想でその解決策、改善策について議論できる知識と能力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングは 1900 年代初頭の米国で生まれた概念。その後、経営手法として世界中のビジネスに取り入れられるようにな

り、同時に多くの研究者によってアカデミックなマーケティング研究も進められた。現在ではそのカバーする領域はビジネスを超え

て社会全体に拡大されている。 

授業ではいくつかの参考書、参考資料を使ってアカデミックなマーケティング理論について学習し、基本的な考え方や分析手法を

理解していく。 

同時に、今日のビジネスや社会に見られる様々な現象を一つのケースとして、履修者はマーケティング理論や分析手法を用いて

分析を試み、その分析結果や現象に対する考えなどを発表し、それに対する議論を継続的に行う。その議論を通じて、現実のビ

ジネスそして社会に対して実践的なマーケティング視点で対応していくことのできる能力を養っていく。 

履修者は議論のベースとなるマーケティング現象を、たとえば自らが所属する企業、業界、ビジネス、社会などから具体的な事例

として収集し、授業の中で報告することを求められる。そのための準備や議論への積極的な参加が必須となる。報告されたケー

スはクラス内での双方向ディスカッションのテーマとなる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 価格戦略 

2. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

3. 消費者行動研究 

4. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

5. マーケティング・コミュニケーション 

6. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

7. ブランド論 

8. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

9. 外部講師による特別講演 

10. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

11. サービスデザイン 

12. ケースディスカッション 

13. 研究発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースディスカッションに使用する、前回の授業での講義内容に即したケースの事前収集と分析。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

マーケティングケースの発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への貢献度(20%)/課題図書に対するエッセイレポート

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー、1990、『マーケティング・エッセンシャルズ』、東海大学出版会 (ISBN:978-4486009344) 

2. フィリップ・コトラー、2007、『コトラーのマーケティング入門第 4版』、株式会社ピアゾン・エディケーション (ISBN:978-

4621066171) 

3. 小川孔輔、2009、『マーケティング入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532133696) 

4. トム・ケリー、2002、『発想する会社！』、早川書房 (ISBN:978-4152084262) 

5. トム・ケリー、2014、『クリエイティブ・マインドセット』、日経 BP (ISBN:978-4822250256) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義はマーケティング・エッセンシャルズ１をすでに受講していることが望ましい。 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL206／マーケティング・エッセンシャルズ２ 

(Marketing Essentials 2) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング視点でビジネスを俯瞰し、分析できる目を養う。またビジネスの現場で直面する様々な課題に対して、マーケティン

グ発想でその解決策、改善策について議論できる知識と能力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングは 1900 年代初頭の米国で生まれた概念。その後、経営手法として世界中のビジネスに取り入れられるようにな

り、同時に多くの研究者によってアカデミックなマーケティング研究も進められた。現在ではそのカバーする領域はビジネスを超え

て社会全体に拡大されている。 

授業ではいくつかの参考書、参考資料を使ってアカデミックなマーケティング理論について学習し、基本的な考え方や分析手法を

理解していく。 

同時に、今日のビジネスや社会に見られる様々な現象を一つのケースとして、履修者はマーケティング理論や分析手法を用いて

分析を試み、その分析結果や現象に対する考えなどを発表し、それに対する議論を継続的に行う。その議論を通じて、現実のビ

ジネスそして社会に対して実践的なマーケティング視点で対応していくことのできる能力を養っていく。 

履修者は議論のベースとなるマーケティング現象を、たとえば自らが所属する企業、業界、ビジネス、社会などから具体的な事例

として収集し、授業の中で報告することを求められる。そのための準備や議論への積極的な参加が必須となる。報告されたケー

スはクラス内での双方向ディスカッションのテーマとなる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 価格戦略 

2. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

3. 消費者行動研究 

4. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

5. マーケティング・コミュニケーション 

6. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

7. ブランド論 

8. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

9. 外部講師による特別講演 

10. 個人発表（自社の BST+P)１、研究テーマディスカッション 

11. サービスデザイン 

12. ケースディスカッション 

13. 研究発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースディスカッションに使用する、前回の授業での講義内容に即したケースの事前収集と分析。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

マーケティングケースの発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への貢献度(20%)/課題図書に対するエッセイレポート

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー、1990、『マーケティング・エッセンシャルズ』、東海大学出版会 (ISBN:978-4486009344) 

2. フィリップ・コトラー、2007、『コトラーのマーケティング入門第 4版』、株式会社ピアゾン・エディケーション (ISBN:978-

4621066171) 

3. 小川孔輔、2009、『マーケティング入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532133696) 

4. トム・ケリー、2002、『発想する会社！』、早川書房 (ISBN:978-4152084262) 

5. トム・ケリー、2014、『クリエイティブ・マインドセット』、日経 BP (ISBN:978-4822250256) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義はマーケティング・エッセンシャルズ１をすでに受講していることが望ましい。 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL211／サービス・マーケティング１ 

(Services Marketing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サービス産業全般に対するサービス経営学の中核としてのサービス・マーケティング、サービス産業全般に対するマーケティング

としてのサービス・マーケティング（広義のサービスに関するマーケティング、政治マーケティング等も含む）を実践的に学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、サービス・マーケティングをサービス産業全般に対するサービス経営学の中核領域と捉えてサービス・マーケティ

ングを学んでいく。 

サービス産業の特徴やその重要性をカバーした後で、サービス経営学全般を鳥瞰し、サービス・マーケティングの基礎知識をカ

バー、そしてその詳細について学んでいく。 

カバーする業種には、医療・介護、ホテル・旅行、アミューズメント・エンターテイメント、飲食、IT、生命保険、銀行・証券、その他サ

ービス業等を含むものとする。 選挙戦及び政権運営を対象とする政治マーケティングも対象とする。 

このような位置付けと問題意識を踏まえて、マーケティング戦略である STP、マーケティング戦術である 7P とサービスミックス、企

業のポジショニングそのものであるブランディングというマーケティングの要諦のなかでサービス・マーケティングを策定し、実際に

実行していく手法を学んでいく。  

特にサービス・マーケティングの中核となるブランディングに重点を置き、サービスブランディングのみならず、店舗ブランディン

グ、そして経営者や開発者のセルフブランディング、コーポレートブランディングについてもカバーしていく。 またサービスにおけ

る顧客心理と購買心理過程においては、実際に想定顧客とのロープレ演習等も行い、実践的にクラスを進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サービス産業の特徴とサービス経営学（１） 

2. サービス産業の特徴とサービス経営学（２） 

3. サービス・マーケティングの基礎知識（１） 

4. サービス・マーケティングの基礎知識（２） 

5. サービス・マーケティングにおける STP戦略（１） 

6. サービス・マーケティングにおける STP戦略（２） 

7. サービス・マーケティングにおける 7P戦術とサービスミックス（１） 

8. サービス・マーケティングにおける 7P戦術とサービスミックス（２） 

9. サービスブランディング（１） 

10. サービスブランディング（２） 

11. 選挙及び政権運営（統治）を対象とする政治マーケティング（１） 

12. 選挙及び政権運営（統治）を対象とする政治マーケティング（２） 

13. サービスにおける顧客心理と購買心理過程（１） 

14. サービスにおける顧客心理と購買心理過程（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予め経営戦略、マーケティング戦略等の基礎的な科目を履修しておくことを推奨するが、これらの履修がなくても理解できるような

授業運営を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/期中レポート(20%)/クラス貢献(20%)/他の受講生への貢献(20%)/プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中道昭、2012、『ミッションの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0164-3) 

2. 田中道昭、2013、『人と組織 リーダーシップの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0236-7) 

3. フィリップ・コトラー+ケビン・レーン・ケラー、2008、『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント』、ピアソン・エデュケーショ

ン (ISBN:ISBN978-4-89471-657-5) 

4. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 

テキスト用レジュメ資料は授業内で別途配布する。教科書の購入については初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 竹内一正、2014、『イーロン・マスクの挑戦』、宝島社 (ISBN:ISBN978-4-8002-2848-2) 

2. フィリップ・コトラー、2010、『コトラーのマーケティング 3.0』、朝日新聞出版 (ISBN:ISBN978-4023308398) 

3. ロバート・スコーブル/シェル・イスラエル、2014、『コンテクストの時代』、日経 BP社 (ISBN:ISBN978-4-8222-5047-8) 

4. ケビン・レーン・ケラー、2010、『戦略的ブランド・マネジメント』、東急エージェンシー (ISBN:ISBN978-4-88497-112-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は、講義に併用して、クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式での双方向授業を展開する。双方向による授業

の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL216／サービス・マーケティング２ 

(Services Marketing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

すべての産業に対するホスピタリティーや顧客満足向上におけるマーケティング手法を最新のサービス工学等も交えて実践的に

学んでいく 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、サービス・マーケティングをサービス産業全般に対するサービス経営学の中核領域であると捉えることに加えて、

すべての産業におけるホスピタリティーや顧客満足向上に対するマーケティング手法と捉えて、サービス・マーケティングを学んで

いく。 具体的には、サービスの質と価値、ホスピタリティー、顧客価値、顧客満足、感動、CRM とサービス・マーケティング等のサ

ービス・マーケティングの領域のみならず、サービス工学やサービスに関連する数理マーケティング等の先端分野も学んでいく。 

サービス・マーケティング 1 と同様に、特にサービス・マーケティングの中核となるブランディングに重点を置き、サービスブランデ

ィングのみならず、店舗ブランディング、そして経営者や開発者のセルフブランディング、コーポレートブランディングについてもカ

バーし、最終的にはコーポレートバリューとブランドバリュー向上のためのサービス・マーケティングを実践していく。 またホスピタ

リティー、顧客価値、顧客満足、感動においては、実際に想定顧客とのロープレ演習等も行い、実践的にクラスを進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サービス工学とサービス・マーケティング（１） 

2. サービス工学とサービス・マーケティング（２） 

3. 数理マーケティングとサービス・マーケティング（１） 

4. 数理マーケティングとサービス・マーケティング（２） 

5. マネジメントシステムとサービス・マーケティング（１） 

6. マネジメントシステムとサービス・マーケティング（２） 

7. サービスの質と価値（１） 

8. サービスの質と価値（２） 

9. ホスピタリティー、顧客価値、顧客満足、感動（１） 

10. ホスピタリティー、顧客価値、顧客満足、感動（２） 

11. CRM とサービス・マーケティング（１） 

12. CRM とサービス・マーケティング（２） 

13. コーポレートバリューとブランドバリュー向上のためのサービス・マーケティング（１） 

14. コーポレートバリューとブランドバリュー向上のためのサービス・マーケティング（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/期中レポート(20%)/クラス貢献(20%)/他の受講生への貢献(20%)/プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中道昭、2012、『ミッションの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0164-3) 

2. 田中道昭、2013、『人と組織 リーダーシップの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0236-7) 

3. 窪山哲雄、2014、『ホスピタリティ・マーケティングの教科書』、実業之日本社 (ISBN:ISBN978-4-408-59400-2) 

4. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 

テキスト用レジュメ資料は授業内で別途配布する。教科書の購入については初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ティム・ブラウン、2014、『デザイン思考が世界を変える』、早川書房 (ISBN:ISBN978-4-15-050407-6) 

2. ロバート・スコーブル/シェル・イスラエル、2014、『コンテクストの時代』、日経 BP社 (ISBN:ISBN978-4-8222-5047-8) 

3. 本村陽一、2012、『サービス工学の技術』、東京電機大学出版局 (ISBN:ISBN978-4-501-55100-1) 

4. 泉田良輔、2014、『Google vs. トヨタ—自動運転車は始まりにすぎない』、角川 (ISBN:ISBN978-4-04-080023-3) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

系統的履修 

サービス・マーケティング１を履修しておくこと。 

【双方向による授業】 

本科目は、講義に併用して、クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式での双方向授業を展開する。双方向による授業

の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL221／マーケティング・リサーチ１ 

(Marketing Research 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大驛 潤(OHEKI JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング・リサーチの基本を習得する事 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティング・リサーチの基本を身につけ、自己で市場調査が出来る 

 

最終目標 

１．意思決定者者として市場調査を最大限に生かせるようになる 

２．各種調査手法の特長と限界をよく知る 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 定量調査の基本１ 

3. 定量調査の基本２ 

4. 定性調査の基本 

5. １）既存商品のマーケティング・リサーチ（１） 

6. １）既存商品のマーケティング・リサーチ（2） 

7. ２）新製品開発のマーケティング・リサーチ(1) 

8. ２）新製品開発のマーケティング・リサーチ(2) 

9. ３）効果的な広告のマーケティング・リサーチ(1) 

10. ３）効果的な広告のマーケティング・リサーチ(2) 

11. ４）新市場のマーケティング・リサーチ(1) 

12. ４）新市場のマーケティング・リサーチ(2) 

13. ４）新市場のマーケティング・リサーチ(3) 

14. 小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、講義内にて指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題プレゼンテーション(60%)/ディスカッションへの参加状況（量）(30%)/ディスカッションへの質としての的確な見解(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

テーマに応じて、参考文献を提示します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修 

「マーケティング・リサーチ１」「マーケティング・リサーチ２」を併せて原則、履修する事 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL226／マーケティング・リサーチ２ 

(Marketing Research 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大驛 潤(OHEKI JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計学に基づき、効果的なマーケティング・リサーチができる 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計学の基礎知識に基づき、実際にマーケティング・リサーチができる 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １）イントロダクション：分析概要 

2.   研究の道具としての統計学 

3.   データ収集とデータの種類 

4.   検定の流れと仮説の立て方 

5. ２）分析方法：平均と標準偏差 

6.   カイ 2 乗検定 

7.   ｔ検定 

8.   中間テスト 

9. ３）リサーチ：相関係数 

10.   相関係数の応用 

11.   回帰分析 

12.   回帰分析 

13.   まとめ１ 

14.   まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、講義内で指示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題およびプレゼン(60%)/ディスカッションへの参加状況(30%)/ディスカッションへの質としての的確な見解(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「マーケティング・リサーチ１」「マーケティング・リサーチ２」を併せて原則履修する事 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL231／コーポレート・ストラテジー１ 

(Corporate Strategy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の競争力をいかに構築するか。特定の競争環境内では，どのような戦略が適しているか。環境の変化にいかに戦略的に，

組織的に適応してゆくべきか。 

このコーポレート・ストラテジー１，２では，主に競争戦略論のトピック（i.e., M.E.ポーターの５フォース，Generic strategies 等）に焦

点を当てる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

競争環境の Profit potential（過去，現在，将来）を５フォース分析によって見極め，その外部環境と内部環境（企業内事情）に適し

た Competitive Strategy を構築するのが，競争戦略論である。 

まずは競争戦略論の基礎を学ぶ。 

次にケースを分析する。次のコーポレート・ストラテジー２では，多くのケース・スタディを使って日本企業・市場への適応方法を考

察する。２，３人のグループをつくり，ケース･スタディをする。また，殆ど毎週，宿題，小レポートを出す。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. イントロダクション  

3. レクチャー 外部環境分析  

4. レクチャー 外部環境分析  

5. レクチャー 産業構造分析  

6. レクチャー 産業構造分析  

7. デモ ケーススタディ 

8. デモ ケーススタディ 

9. グループによるケース発表  

10. グループによるケース発表  

11. グループによるケース発表  

12. グループによるケース発表  

13. 産業分析発表； 課題レポート＃1 Due.  

14. 産業分析発表； 課題レポート＃1 Due.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースの分析と発表の準備。産業、企業分析発表の準備。課題レポートの準備。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Participation(20%)/Case Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 並木伸晃、2006、『参入のカベ』、創成社 

他は授業時に指示。ケースを使う。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に指示。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL236／コーポレート・ストラテジー２ 

(Corporate Strategy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の競争力をいかに構築するか。特定の競争環境内では，どのような戦略が適しているか。環境の変化にいかに戦略的に，

組織的に適応してゆくべきか。 

このコーポレート・ストラテジー１，２では，主に競争戦略論のトピック（i.e., M.E.ポーターの５フォース，Generic strategies 等）に焦

点を当てる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

競争環境の Profit potential（過去，現在，将来）を５フォース分析によって見極め，その外部環境と内部環境（企業内事情）に適し

た Competitive Strategy を構築するのが，競争戦略論である。 

まずは競争戦略論の基礎を学ぶ。 

次にケースを分析する。次のコーポレート・ストラテジー２では，多くのケース・スタディを使って日本企業・市場への適応方法を考

察する。２，３人のグループをつくり，ケース･スタディをする。また，殆ど毎週，宿題，小レポートを出す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レクチャー 企業戦略 

2. レクチャー 企業戦略 

3. レクチャー 組織戦略 

4. レクチャー 組織戦略 

5. グループによるケース発表 

6. グループによるケース発表 

7. グループによるケース発表 

8. グループによるケース発表 

9. グループによるケース発表 

10. グループによるケース発表 

11. 企業分析発表 

12. 企業分析発表 

13. 課題レポート＃2 Due; 

14. 課題レポート＃2 Due; 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースの分析と発表の準備。産業、企業分析発表の準備。課題レポートの準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Participation(20%)/Case Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

並木伸晃『参入の壁』（創成社 2006）。他は授業時に指示。ケースを使う。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL237／コーポレート・ストラテジー３ 

(Corporate Strategy 3) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 直樹(YASUDA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講は経営戦略の歴史的発展経緯を把握したうえで、今日的経営戦略の全体像について、現象およびその現象の背景にある

理論の理解を深めることを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営戦略の歴史的変遷を理解したうえで、経営戦略の全体構造を構成する各テーマについて議論する。具体的には、現象として

の事業戦略、企業戦略、市場戦略、新規事業戦略について、理論的背景を含めて議論する。各テーマでは事例分析を活用して、

クラス内でディスカッションを深めることによって、各テーマの特徴と課題点を整理する。なお、受講者数によって内容や運営方法

を変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営戦略論の発展 

2. 企業と外部環境 

3. 業界環境と SCPロジック 

4. リソース・ベースト・ビュー 

5. コストリーダーシップと差別化 

6. 競争戦略とレッドクイーン理論 

7. 事例分析 

8. 企業戦略 

9. 垂直統合と取引コスト 

10. 市場戦略 

11. 製品と事業のライフサイクル 

12. 新規事業戦略 

13. 事例分析 

14. プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業コミットメント(20%)/プレゼンテーション(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料と講義ハンドアウトは随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三谷宏治、2013、『経営戦略全史』、ディスカバリー・トゥエンティワン 

2. 三品和広、2015、『高収益事業の創り方(経営戦略の実戦(1))』、東洋経済新報社 

その他資料は随時配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講とコーポレート・ストラテジー4 はセットになっているため、本講から受講することが望ましい。 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL238／コーポレート・ストラテジー４ 

(Corporate Strategy 4) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 直樹(YASUDA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講は「コーポレート･ストラテジー3」を踏まえ、経営戦略に関する代表的な理論だけではなく、意思決定や戦略の実行にも焦点

を当てながら、経営戦略についてより深く理解することを目的としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営戦略は、戦略策定だけではなくそれが円滑に実行されてはじめて価値を持つ。本講では意思決定や戦略の実行にも焦点を

当てて、その理論的背景を含めて議論を行う。また、現象としてのイノベーションや国際戦略とその背景にある理論に関する議論

を行うことで、より幅広い視点から経営戦略を捉える。各テーマでは事例分析を活用して、クラス内でディスカッションを深めること

によって、各テーマの特徴と課題点を整理する。なお、受講者数によって内容や運営方法を変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営戦略の全体像 

2. 社会関係資本  

3. 意思決定と企業行動の理論 

4. 意思決定のバイアス 

5. 戦略と組織：戦略の実行 1 

6. 戦略と組織：戦略の実行 2 

7. 戦略の浸透 

8. 事例分析 

9. 知の探索、知の深耕 

10. 企業の知識とナレッジ・ベースト・ビュー 

11. 非市場戦略と制度理論 

12. 企業と経営者 

13. 事例分析 

14. プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業コミットメント(20%)/プレゼンテーション(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料と講義ハンドアウトは随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三品和広、2015、『高収益事業の創り方(経営戦略の実戦(1))』、東洋経済新報社 

その他資料は随時配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

コーポレート・ストラテジー3 を受講していることが望ましい。 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VL239／Global Strategic Management 1 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Development of an overall management viewpoint integrating the specific business functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims to provide participants with the basic theoretical knowledge, skills, and 

sensitivities that will help them deal effectively with key management issues and  

challenges facing companies as seen by the managers themselves.Instruction will be done mostly in 

Japanese. 学生の語学力にあわせて日本語でも授業を行う。. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class 

2. Introduction to the class 

3. External Environment 

4. External Environment 

5. Industry Structure 

6. Industry Structure 

7. Demo case 

8. Demo case 

9. Case Presentation 

10. Case Presentation 

11. Presentation on Industry 

12. Presentation on Industry 

13. Presentation on Industry 

14. Report #1 Due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Case Studies(20%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

Announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VL240／Global Strategic Management 2 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Development of an overall management viewpoint integrating the specific business functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims to provide participants with the basic theoretical knowledge, skills, and 

sensitivities that will help them deal effectively with key management issues and  

challenges facing companies as seen by the managers themselves.Instruction will be done mostly in 

Japanese. 学生の語学力にあわせて日本語でも授業を行う。. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Corporate Strategy 

2. Corporate Strategy 

3. Organization and Strategy 

4. Organization and Strategy 

5. Reading strategy literature 

6. Reading strategy literature 

7. Case Presentation 

8. Case Presentation 

9. Presentation of Firm Strategy 

10. Presentation of Firm Strategy 

11. Term Project Presentation 

12. Term Project Presentation 

13. Term Project Presentation 

14. Term Project Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Case Studies(20%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

Announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL243／マーケティング・ストラテジー１ 

(Marketing Strategy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
兼村 栄哲(KANEMURA EITETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などを正確に理解し、さまざまなマーケティング戦略について自分なり

に論理的に説明することができるようになります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「マーケティング・ストラテジー１」および「マーケティング・ストラテジー２」では、マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概

念・理論などをわかりやすく説明していきます。 

 この「マーケティング・ストラテジー１」では、①マーケティングの本質、②企業とマーケティング戦略、③競争優位の創造、④マー

ケティングの基本枠組み、⑤マーケティング情報とカスタマー・インサイト、⑥消費者の購買行動、⑦製品、サービス、ブランド、の

領域を取り扱います。 

 具体的な進め方は、以下のとおりです。まず担当者が指定された箇所についてレジュメを作成し、発表します。その後、質疑応

答や全員によるディスカッションを通じて、マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などが正確に理解されている

か否か、一つひとつ確認していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マーケティングの本質（その１） 

2. マーケティングの本質（その２） 

3. 企業とマーケティング戦略（その１） 

4. 企業とマーケティング戦略（その２） 

5. 競争優位の創造（その１） 

6. 競争優位の創造（その２） 

7. マーケティングの基本枠組み（その１） 

8. マーケティングの基本枠組み（その２） 

9. マーケティング情報とカスタマー・インサイト（その１） 

10. マーケティング情報とカスタマー・インサイト（その２） 

11. 消費者の購買行動（その１） 

12. 消費者の購買行動（その２） 

13. 製品、サービス、ブランド（その１） 

14. 製品、サービス、ブランド（その２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①事前に配布されたレジュメなどに基づいて、該当箇所を予習してください。 

②日頃から、日本経済新聞、日経 MJ（流通新聞）、日経産業新聞などの新聞や「日経ビジネス」 「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモ

ンド」などの雑誌を読んだり、「ワールドビジネスサテライト（WBS）」「ガイアの夜明け」「クローズアップ現代+」を視たりするなどし

て、マーケティングに関心をもってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメおよび発表の内容(30%)/質疑応答やディスカッションの内容(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フィリップ・コトラー、ゲイリー・アームストロング、恩藏直人、2014、『マーケティング原理』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-06622-

5) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL244／マーケティング・ストラテジー２ 

(Marketing Strategy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
兼村 栄哲(KANEMURA EITETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などを正確に理解し、さまざまなマーケティング戦略について自分なり

に論理的に説明することができるようになります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「マーケティング・ストラテジー２」は、「マーケティング・ストラテジー１」に引き続く内容であり、マーケティング戦略にかかわる基

礎的な用語・概念・理論などをわかりやすく説明していきます。 

 この「マーケティング・ストラテジー２」では、①新製品開発と製品ライフサイクル戦略、②マーケティング・チャネルによる顧客価

値の提供、③価格設定、④コミュニケーションによる顧客価値の説得、⑤広告とパブリック・リレーションズ、⑥人的販売と販売促

進、⑦ダイレクト・マーケティングとオンライン・マーケティング、の領域を取り扱います。 

 具体的な進め方は、以下のとおりです。まず担当者が指定された箇所についてレジュメを作成し、発表します。その後、質疑応

答や全員によるディスカッションを通じて、マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などが正確に理解されている

か否か、一つひとつ確認していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新製品開発と製品ライフサイクル戦略（その１） 

2. 新製品開発と製品ライフサイクル戦略（その２） 

3. マーケティング・チャネルによる顧客価値の提供（その１） 

4. マーケティング・チャネルによる顧客価値の提供（その２） 

5. 価格設定（その１） 

6. 価格設定（その２） 

7. コミュニケーションによる顧客価値の説得（その１） 

8. コミュニケーションによる顧客価値の説得（その２） 

9. 広告とパブリック・リレーションズ（その１） 

10. 広告とパブリック・リレーションズ（その２） 

11. 人的販売と販売促進（その１） 

12. 人的販売と販売促進（その２） 

13. ダイレクト・マーケティングとオンライン・マーケティング（その１） 

14. ダイレクト・マーケティングとオンライン・マーケティング（その２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①事前に配布されたレジュメなどに基づいて、該当箇所を予習してください。 

②日頃から、日本経済新聞、日経 MJ（流通新聞）、日経産業新聞などの新聞や「日経ビジネス」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモ

ンド」などの雑誌を読んだり、「ワールドビジネスサテライト（WBS）」「ガイアの夜明け」「クローズアップ現代+」を視たりするなどし

て、マーケティングに関心をもってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメおよび発表の内容(30%)/質疑応答やディスカッションの内容(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フィリップ・コトラー、ゲイリー・アームストロング、恩藏直人、2014、『マーケティング原理』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-06622-

5) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL245／ビジネスケースメソッド１ 

(Business Case Method 1) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 直樹(YASUDA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ケース分析によって、企業行動や戦略およびそれに関連する理論の理解を深めることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は、ケースと呼ばれる企業などの戦略、組織等に関わる様々な問題が描かれている教材を用いて行われる。ケースには

企業行動や戦略に関する多くの情報が書かれており、その中から重要な情報を抽出して戦略や意思決定に対する分析を行う。

戦略や意思決定に「唯一の正解」は存在しないが、意思決定の質を高めるには多面的かつロジカルな分析が不可欠である。そ

のため、様々なケースを用いて戦略や意思決定を分析して企業行動や戦略の理解を深めることは、経営にとって重要な能力の

醸成につながる。 

本科目の運営はグループ討議とケース討議によって構成される。ケース内容等の運営方法は、学生数に応じて変更することもあ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ショートケース 

3. マーケティング： ダイソン株式会社：日本市場への参入 

4. マーケティング： ダイソン株式会社：日本市場への参入 

5. 企業戦略： ワタベウェディング 

6. 企業戦略： ワタベウェディング 

7. 競争戦略： トリンプインターナショナル／ワコール 

8. 競争戦略： トリンプインターナショナル／ワコール 

9. 国際戦略： ZARA： ファースト・ファッション 

10. 国際戦略： ZARA： ファースト・ファッション 

11. 国際展開： 中国を美しく：資生堂と中国市場 

12. 国際展開： 中国を美しく：資生堂と中国市場 

13. 戦略と実行： 株式会社バルスの成長戦略 

14. 戦略と実行： 株式会社バルスの成長戦略 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発言などのクラスへの貢献(30%)/ケース課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ケースの購入方法は別途授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL246／ビジネスケースメソッド２ 

(Business Case Method 2) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 直樹(YASUDA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ケース分析によって、戦略や意思決定およびそれに関連する理論の理解を深めることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は、ケースと呼ばれる企業などの戦略、組織等に関わる様々な問題が描かれている教材を用いて行われる。ケースには

企業行動や戦略に関する多くの情報が書かれており、その中から重要な情報を抽出して戦略や意思決定に対する分析を行う。

戦略や意思決定に「唯一の正解」は存在しないが、意思決定の質を高めるには多面的かつロジカルな分析が不可欠である。そ

のため、様々なケースを用いて戦略や意思決定を分析して企業行動や戦略の理解を深めることは、経営にとって重要な能力の

醸成につながる。 

本科目の運営はグループ討議とケース討議によって構成される。ケース内容等の運営方法は、学生数に応じて変更することもあ

る。 

ビジネスケースメソッド 2 では、ビジネスケースメソッド 1 とは異なり個人に焦点を当てたケースも扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ショートケース 

3. ビジネスモデル： 再春館製薬所 

4. ビジネスモデル： 再春館製薬所 

5. マネジメント： GEの過去 20 年の体質転換：ジャック・ウェルチのリーダーシップ 

6. マネジメント： GEの過去 20 年の体質転換：ジャック・ウェルチのリーダーシップ 

7. イノベーション： 破壊的イノベーションの台頭と既存企業の対応 

8. イノベーション： 破壊的イノベーションの台頭と既存企業の対応 

9. 組織マネジメント： 営業マン秋山清治の迷い 

10. 組織マネジメント： 昭和生命保険と平成生命保険の企業合併 

11. リーダーシップ： 日産自動車 2002 年 

12. リーダーシップ： 日産自動車 2002 年 

13. 組織改革： 組織改革の危険性と落とし穴：若きマネージャーの経営再建の旅 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発言などのクラスへの貢献(30%)/ケース課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ケースの購入方法は別途授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL251／コーポレート・マーケティング 

(Corporate Marketing) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業全体を商品・サービス戦略などの主要なマーケティング戦略と高い融合性をもたせながら社内外にマーケティングしていく手

法やミッションブランディングに代表される企業全体のブランディング手法を学んでいく。政治マーケティングにおけるブランディン

グ等もカバーする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コーポレート・マーケティングとは、企業などの組織全体を社内外にマーケティングしていく手法である。 

 

その中核はミッションブランディングにある一方で、実際に顧客に提供する商品・サービスはもとより、店舗戦略や経営戦略等に

至るまで、企業の戦略ピラミッドのすべての階層との整合性が不可欠な分野でもある。 

 

商品・サービスの背景には、コーポレートブランドが存在し、商品・サービスブランドと一体化している。優れたブランド企業の商

品・サービスは、単に商品・サービスだけが優れているのではなく、一流の品質を維持するための企業活動やその背景としてのブ

ランドプロミスに支えられているのである。  

 

本講義においては、このような問題意識を踏まえて、マーケティング戦略である STP、マーケティング戦術である 4P、企業のポジ

ショニングそのものであるブランディングというマーケティングの要諦のなかでコーポレート・マーケティングを策定し、実際に実行

していく手法を学んでいく。  

 

企業におけるミッション・ビジョン・バリュー、そしてストラテジーを、実際の商品・サービスと連携して強化していく手法をカバーして

いく。 特にコーポレート・マーケティングの中核となるブランディングに重点を置き、コーポレートブランディングのみならず、商品

ブランディング、店舗ブランディング、そして経営者や開発者のセルフブランディングについてもカバーしていく。 

 

そのなかでも、グランドデザインの構築というコーポレート・マーケティングの領域もカバーし、ブランド理念やブランドビジョンから

始まって、ブランドストラテジー、さらには商品・サービスのみならず、実際のデザインに至るまで、全体像と構成要素を構築し、ブ

ランドの理想像やミッションブランディングを提示していく手法を学んでいく。  

 

さらには、コーポレート・マーケティングとしての企業 PR やコーポレートアイデンティティー、そして上場企業の IR（インベスターズ

リレーションズ）の実務もカバーし、最終的にはコーポレートバリューやブランドバリュー、株価などを高めていく手法についても学

んでいく。 

 

政治マーケティング（特に選挙マーケティング）におけるブランディングも対象とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コーポレート・マーケティングの基礎知識と STP戦略（１） 

2. コーポレート・マーケティングの基礎知識と STP戦略（２） 

3. コーポレート・マーケティングと 4P戦術（１） 

4. コーポレート・マーケティングと 4P戦術（２） 

5. コーポレートブランディングと商品・サービスブランディング（1) 

6. コーポレートブランディングと商品・サービスブランディング（２） 

7. マーケティング 3.0 とミッションブランディング（１） 

8. マーケティング 3.0 とミッションブランディング（２） 

9. 企業 PR とコーポレートアイデンティティー（１） 

10. 企業 PR とコーポレートアイデンティティー（２） 

11. 政治マーケティングにおけるブランディング（１） 

12. 政治マーケティングにおけるブランディング（２） 

13. コーポレートバリューとブランドバリュー（１） 

14. コーポレートバリューとブランドバリュー（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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予め経営戦略、マーケティング戦略等の基礎的な科目を履修しておくことを推奨する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/期中レポート(20%)/クラス貢献(20%)/他の受講生への貢献(20%)/プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中道昭、2012、『ミッションの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0164-3) 

2. 田中道昭、2013、『人と組織 リーダーシップの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0236-7) 

3. ケビン・レーン・ケラー、2010、『戦略的ブランド・マネジメント』、東急エージェンシー (ISBN:ISBN978-4-88497-112-0) 

4. 高橋恭介＋田中道昭、2017、『あしたの履歴書』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-4-478-10393-7) 

5. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 

テキスト用レジュメ資料は授業内で別途配布する。教科書の購入については初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー+ケビン・レーン・ケラー、2008、『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント』、ピアソン・エデュケーショ

ン (ISBN:ISBN978-4-89471-657-5) 

2. 竹内一正、2014、『イーロン・マスクの挑戦』、宝島社 (ISBN:ISBN978-4-8002-2848-2) 

3. ロバート・スコーブル/シェル・イスラエル、2014、『コンテクストの時代』、日経 BP社 (ISBN:ISBN978-4-8222-5047-8) 

4. ティム・ブラウン、2014、『デザイン思考が世界を変える』、早川書房 (ISBN:ISBN978-4-15-050407-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は、講義に併用して、クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式での双方向授業を展開する。双方向による授業

の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL253／コーポレート・フィロソフィー 

(Corporate Philosophy) 

担当者名 

（Instructor） 
平川 克美(HIRAKAWA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業が持つべき哲学を学ぶのではなく，企業について考えるための哲学を講義します。特に、株式会社の持つ特徴と問題点につ

いて理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に株式会社論を中心に論じていきます。 

そもそも，企業あるいは株式会社とは何であり，どのような社会的機能と，役割をもつものであるかがわからなければ，企業哲学

を考える足場を見出すことができません。 

本講では，株式会社の発生まで遡って，株式会社というものが，それぞれの時代でどのように定義され，どのような役割を果た

し，どのような問題を提起してきたのかを探ります。 

株式会社は，誰のものであるのか（コーポレート・ガバナンス），経営者の役割と権限，多様な会社形態などについて学び，現代

の株式会社に求められる企業哲学について考察します。 

授業では，基本的な情報を提供しますが，九〇年代以降頻発した，企業不祥事の原因や，リーマン･ショック，さらに当今の企業

が掲げているＣＳＲ（企業の社会的責任）などについての，ディスカッションを通じて，会社観についての知見を深めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社とは何か。法人とは、どのような「人格」を有するものなのか。 

2. 株式会社の起源。所有と経営の分離。 

3. 給与査定の方法。年功序列と成果給。 

4. 何故働くのか。モチベーションの構造。 

5. 株式会社の社会的責任。 

6. 戦後経済はどのように動いたか（１） 

7. 戦後経済はどのように動いたか（２） 

8. 戦後経済はどのように動いたか（３） 

9. 会社とグローバリゼーション（１） 

10. 会社とグローバリゼーション（２） 

11. 人口動態と会社の変化（１）  

12. 人口動態と会社の変化（２） 

13. 会社はこれからどこへ行くのか（１）  

14. 会社はこれからどこへ行くのか（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

株式会社という病（文春文庫）、グローバリズムという病(東洋経済新報社）、移行期的混乱（筑摩文庫）など、平川克美の著作を

事前に読んでおくと、理解が深まります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/ディスカッション技術(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使いません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平川克美、2011、『株式会社という病』、文芸春秋 (ISBN:978-4-16-780155-7) 

2. 奥村宏、2005、『法人資本主義の構造』、岩波書店 (ISBN:400600138X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

50% 

 

注意事項（Notice） 



 - 242 - 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL261／消費者行動論１ 

(Consumer Behavior 1) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費者行動を分析し、商品やブランド選択における意思決定の背後にある理由について研究することにより、消費者の視点から

ビジネスの理解を深められるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費者がどのような理由で Aではなく B という商品を選ぶのか。その答えを見つけるための分析手法や理論を積み上げたもの

が消費者行動論である。消費者行動論はマーケティングにおけるもっとも重要な構成要素のひとつだが、その奥深さゆえにそれ

自体が独立した研究分野として取り扱われることが多くなっている。 

授業ではいくつかの参考書、参考資料を使ってアカデミックな消費者行動論を学習することで、消費者の属性や志向性と消費行

動を分析するための手法を理解し、実践的なビジネスメソッドとして活用できるようにする。 

履修者が属する現実の社会で消費生活を営むリアルな消費者の消費行動は、まさに生きているケースとして貴重である。授業で

は履修者自身がそれらを具体的なケースとして実際に分析し、消費行動の理由を研究。その分析の過程と研究結果を授業にお

いて発表する。さらに発表者とは異なる環境に属する人々を交えて、ケースと研究に関する議論を行うことで、現実社会における

「いま」の消費行動を客観的かつ科学的に数多く研究していく。 

履修者は議論のベースとなる消費者の行動を、たとえば自分自身や家族、あるいは周囲の知人友人をケースとして収集し分析

し、その過程と結果について授業の中で報告することを求められる。そのため発表準備や議論への積極的な参加が必須となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 消費者行動研究の意義 

3. 消費者行動モデル 

4. 個人的影響要因 

5. パーソナリティとセルフイメージ 

6. 自己分析発表とケースディスカッション１ 

7. 消費者関与 

8. 自己分析発表とケースディスカッション２ 

9. 問題認識 

10. 自己分析発表とケースディスカッション３ 

11. 動機づけ 

12. 自己分析発表とケースディスカッション４ 

13. 情報探索と情報処理 

14. 自己分析発表とケースディスカッション５ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースディスカッションに使用する、前回の授業での講義内容に即したケースの事前収集と分析。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業におけるケースの発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への貢献度(20%)/グループワークでのケース発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木幸弘他、2012、『消費者行動論』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4641124639) 

2. 平久保仲人、2005、『消費者行動論』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4478502549) 

3. 田中洋、2008、『消費者行動論体系』、中央経済社 (ISBN:978-4502662300) 

4. トム・ケリー、2002、『発想する会社！』、早川書房 (ISBN:978-4152084262) 

5. トム・ケリー、2014、『クリエイティブ・マインドセット』、日経 BP (ISBN:978-4822250256) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL266 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL266／消費者行動論２ 

(Consumer Behavior 2) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧澤 哲夫(TAKIZAWA TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費者行動を分析し、商品やブランド選択における意思決定の背後にある理由について研究することにより、消費者の視点から

ビジネスの理解を深められるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費者がどのような理由で Aではなく B という商品を選ぶのか。その答えを見つけるための分析手法や理論を積み上げたもの

が消費者行動論である。消費者行動論はマーケティングにおけるもっとも重要な構成要素のひとつだが、その奥深さゆえにそれ

自体が独立した研究分野として取り扱われることが多くなっている。 

授業ではいくつかの参考書、参考資料を使ってアカデミックな消費者行動論を学習することで、消費者の属性や志向性と消費行

動を分析するための手法を理解し、実践的なビジネスメソッドとして活用できるようにする。 

履修者が属する現実の社会で消費生活を営むリアルな消費者の消費行動は、まさに生きているケースとして貴重である。授業で

は履修者自身がそれらを具体的なケースとして実際に分析し、消費行動の理由を研究。その分析の過程と研究結果を授業にお

いて発表する。さらに発表者とは異なる環境に属する人々を交えて、ケースと研究に関する議論を行うことで、現実社会における

「いま」の消費行動を客観的かつ科学的に数多く研究していく。 

履修者は議論のベースとなる消費者の行動を、たとえば自分自身や家族、あるいは周囲の知人友人をケースとして収集し分析

し、その過程と結果について授業の中で報告することを求められる。そのため発表準備や議論への積極的な参加が必須となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 購買時＆購買後の意思決定 

2. 自己分析発表とケースディスカッション６ 

3. ブランド論 

4. 自己分析発表とケースディスカッション７ 

5. 知覚と準拠集団 

6. 自己分析発表とケースディスカッション８ 

7. デザイン思考とイノベーション 

8. グループワーク１ 

9. ビジネスをデザインする 

10. グループワーク２ 

11. サービスをデザインする 

12. グループワーク３ 

13. グループワーク発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースディスカッションに使用する、前回の授業での講義内容に即したケースの事前収集と分析。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業におけるケースの発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への貢献度(20%)/グループワークでのケース発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木幸弘他、2012、『消費者行動論』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4641124639) 

2. 平久保仲人、2005、『消費者行動論』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4478502549) 

3. 田中洋、2008、『消費者行動論体系』、中央経済社 (ISBN:978-4502662300 ) 

4. トム・ケリー、2002、『発想する会社！』、早川書房 (ISBN:978-4152084262 ) 

5. トム・ケリー、2014、『クリエイティブ・マインドセット』、日経 BP (ISBN:978-4822250256 ) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】 

消費者行動論１を履修していることが望ましい。 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL268 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL268／消費者行動論３ 

(Consumer Behavior 3) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング戦略、マーケティング・リサーチおよび消費者行動論の有機的な関係を明らかにすると同時に、消費者行動論を理

論体系として整理して理解し、実務で活用できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費者は、過去の経験と自己をとりまく環境などによってニーズやウォンツを感じ、製品・サービスを知覚して、選択する。その際

には、環境のさまざまな要素を情報として受け入れる。更に、購買して、所有、使用した結果、満足あるいは不満足を感じる。以

上のように消費者行動には多くの内的変数、外的変数が作用する。消費者行動論では、消費者が購入や所有、使用といった消

費活動を行う際に、どのような変数が介在し、影響し、どのような結果が生じるかということを考察することをテーマとしている。消

費者行動論とは、マーケティング戦略を立案するための、そして、マーケティング・リサーチを推進するための基盤的理論体系と

考えられる。本講義では、マーケティング戦略、マーケティング・リサーチおよび消費者行動論の有機的な関係を明らかにすると

同時に、消費者行動論を理論体系として整理して理解することを目的としている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マーケティングと消費者行動 

・マーケティングとは 

・消費者行動とは 

2. 消費者行動の分析フレームワーク 

・消費者行動分析レベル 

・消費者行動分析モデル 

3. 消費者行動研究の理論体系 

・系譜と主要モデル 

4. 消費行動の変化 

・消費行動の分析アプローチ 

・消費行動変化の要因 

5. 情報処理プロセス 

・情報処理のメカニズム 

・情報処理の動機付け 

6. 情報処理プロセス 

・情報処理の知識 

・情報処理の能力 

7. 意思決定プロセス 

・意思決定プロセス理論 

・購買前のプロセス 

8. 意思決定プロセス 

・購買時のプロセス 

・購買後のプロセス 

9. 消費者行動の統合的モデル 

10. 消費者行動の統合的モデル 

11. 消費者行動と準拠集団・家族 

12. 消費者行動と文化、ライフスタイル 

13. 消費者行動論のまとめ 

14. テスト及び解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の予習範囲や課題は、各授業の最後および blackboard上でコメントする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業で実施するクイズや授業での発表(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 井上崇道、2012、『消費者行動論』、同文館出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 笠原英一、2013、『強い会社が実行している「経営戦略」の教科書』、中経出版 

2. 池尾＋青木＋南＋井上、2010、『マーケティング Marketing: Consumer Behavior and Strategy』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

※20 年間、経営コンサルタントとして、国内外の上場企業に対して、戦略、マーケティング、組織に関する実践的課題に取り組ん

できた実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL270／消費者行動論４ 

(Consumer Behavior 4) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング戦略、マーケティング・リサーチおよび消費者行動論の有機的な関係を明らかにすると同時に、消費者行動論を理

論体系として整理して理解し、実務で活用できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費者は、過去の経験と自己をとりまく環境などによってニーズやウォンツを感じ、製品・サービスを知覚して、選択する。その際

には、環境のさまざまな要素を情報として受け入れる。更に、購買して、所有、使用した結果、満足あるいは不満足を感じる。以

上のように消費者行動には多くの内的変数、外的変数が作用する。消費者行動論では、消費者が購入や所有、使用といった消

費活動を行う際に、どのような変数が介在し、影響し、どのような結果が生じるかということを考察することをテーマとしている。消

費者行動論とは、マーケティング戦略を立案するための、そして、マーケティング・リサーチを推進するための基盤的理論体系と

考えられる。本講義では、消費者行動論３で構築した理論体系を基に、各種事業分野への応用事例を研究することを通して、消

費者行動論に対する理解を深めると同時に実務家/プロフェッショナルとしての実践力を高めるためのコンテンツを提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 消費者行動論とマーケティング 

・情報処理プロセスとマーケティング・マネジメント・プロセス 

・購買意思決定と価値伝達のデザイン 

2. 消費者行動論とブランディング 

・ブランド構築の視点、構成要素、 

3. 定量的リサーチと消費者行動論 

・アンケート/サーベイ調査 

4. 定量的リサーチと消費者行動論 

・コンジョイント分析 

5. 定性的リサーチと消費者行動論 

・FGI、インデプス・インタビュー、顧客訪問、顧客アドバイザリーパネル 

6. 定性的リサーチと消費者行動論 

・デザインシンキング、エスノグラフィー 

7. 消費者行動論とマーケティング・マネジメント 

・セグメンテーション及びターゲティングに関する定量分析 

8. 消費者行動論とマーケティング・マネジメント 

・セグメンテーション及びターゲティングに関する定量分析 

9. 消費者行動論とマーケティング・マネジメント 

・ポジショニング/パーセプション・マップに関する定量分析 

10. 消費者行動論とマーケティング・マネジメント 

・ポジショニング/パーセプション・マップに関する定量分析 

11. 消費者行動論に関するケース・スタディ 

・消費財ケース 

12. 消費者行動論に関するケース・スタディ 

・産業財ケース 

13. 消費者行動論に関するまとめ 

14. テスト及び解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の予習範囲や課題は、各授業の最後および blackboard上でコメントする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業で実施するクイズや授業での発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各セッションでハンドアウトを用意する。日米欧の最新論文を基に、新しいコンテンツをカスタマイズして廃部する。 
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参考文献（Readings） 

1. 笠原英一、2013、『強い会社が実行している「経営戦略」の教科書』、中経出版 

2. 池尾＋青木＋南＋井上、2010、『マーケティング Marketing: Consumer Behavior and Strategy』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

※20 年間、経営コンサルタントとして、国内外の上場企業に対して、戦略、マーケティング、組織に関する実践的課題に取り組ん

できた実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL276／インターナショナルビジネス１ 

(International Business 1) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数多くの日本企業がグローバル化しようとしている。グローバル化する時に必要な資源は何なのか？どのようなハードシップがグ

ローバル化する時にあるのか？等をこのクラスで学ぶ。また，グローバル・リーダーに必要な特徴，特質，経験，キャリアは何な

のかをケースを使いながら学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化，グローバル企業，グローバル戦略等に関する理論，コンセプトを学ぶ。これらの理論，コンセプトの理解を深める

ために，幾つかのケーススタディをする。また，それぞれの国特有の文化，経済，政治がいかにビジネス，グローバル化に影響す

るかも研究調査する。どのグローバル産業，または，国・市場を研究調査するかは学生の要望も考慮する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. イントロダクション 

3. 日本企業とグローバル化 

4. 日本企業とグローバル化 

5. グローバル企業とグローバル戦略 

6. グローバル企業とグローバル戦略 

7. ボーン・グローバル（生まれながらのグローバル企業）とは 

8. ボーン・グローバル（生まれながらのグローバル企業）とは 

9. ケース・スタディ 

10. ケース・スタディ 

11. ケース・スタディ 

12. ケース・スタディ 

13. 選んだ国の調査･発表-文化、経営管理、投資に関してのリスク、文化の違いの落とし穴調査； レポート＃１ 締切 

14. 選んだ国の調査･発表-文化、経営管理、投資に関してのリスク、文化の違いの落とし穴調査； レポート＃１ 締切 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケース分析、発表の準備。国、企業の調査、発表の準備。レポート作成等。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Participation(20%)/宿題(10%)/ケーススタディ(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL277 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL277／インターナショナルビジネス２ 

(International Business 2) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数多くの日本企業がグローバル化しようとしている。グローバル化する時に必要な資源は何なのか？どのようなハードシップがグ

ローバル化する時にあるのか？等をこのクラスで学ぶ。また，グローバル・リーダーに必要な特徴，特質，経験，キャリアは何な

のかをケースを使いながら学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化，グローバル企業，グローバル戦略等に関する理論，コンセプトを学ぶ。これらの理論，コンセプトの理解を深める

ために，幾つかのケーススタディをする。また，それぞれの国特有の文化，経済，政治がいかにビジネス，グローバル化に影響す

るかも研究調査する。どのグローバル産業，または，国・市場を研究調査するかは学生の要望も考慮する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル企業の例 

2. グローバル企業の例 

3. グローバルマーケティング、リーダーシップ論 

4. グローバルマーケティング、リーダーシップ論 

5. グローバル人材 

6. グローバル人材 

7. ケース・スタディ 

8. ケース・スタディ 

9. ケース・スタディ 

10. ケース・スタディ 

11. 企業の国際化、グローバル化の調査・発表 

12. 企業の国際化、グローバル化の調査・発表 

13. レポート発表 

14. レポート発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケース分析、発表の準備。国、企業の調査、発表の準備。レポート作成等。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Participation(20%)/宿題(10%)/ケーススタディ(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL278 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL278／国際金融論１ 

(International Finance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は，①拡大と複雑化の一途を辿る国際金融活動を分析するための能力を養うため，その理論的・歴史的理解を深めるこ

と，②上記の理解をもとに現代資本主義下における諸課題に対し金融を切り口として分析できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文テキストを軸に輪読と受講生の研究報告をもとに、議論を行う。報告者のみならず毎回全員に英訳とレジュメ、議論のための

資料づくりを求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 繰り返される国際金融危機と各国・国際的経済政策の展開 

3. 金融化とはどのような事態なのか① 

4. 金融化とはどのような事態なのか② 

5. 金融危機、経済危機、複合危機① 

6. 金融危機、経済危機、複合危機② 

7. 大恐慌と景気理論、アメリカの経済政策① 

8. 大恐慌と景気理論、アメリカの経済政策② 

9. 欧州と日本の危機、その深層① 

10. 欧州と日本の危機、その深層② 

11. 人民元国際化と新興国の危機① 

12. 人民元国際化と新興国の危機② 

13. 新しい国際金融秩序① 

14. 新しい国際金融秩序② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（質疑内容）(30%)/報告・準備内容(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 牧野・紺井・上川、2017、『複合危機』、日本経済評論社 (ISBN:9784818824829) 

2. M.H.Wolfson and G.A.Epstein. 2015. The Handbook of the Political Economy of Financial Crises. Oxford University Press 

(ISBN:0190240938) 

英文テキストは購入する必要はないが、邦文テキストは購入すること 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田誠一・小川英治、2008、『国際金融理論』、有斐閣 (ISBN:9784641055704) 

2. 飯島・五百旗頭・佐藤・菅原、2017、『身近に感じる国際金融』、有斐閣 (ISBN:9784641150447) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式でおこなう 

 

注意事項（Notice） 
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■VL279 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL279／国際金融論２ 

(International Finance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は，①拡大と複雑化の一途を辿る国際金融活動を分析するための能力を養うため，その理論的・歴史的理解を深めるこ

と，②上記の理解をもとに現代資本主義下における諸課題に対し金融を切り口として分析できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文テキストの輪読と受講生の研究報告をもとに、議論を行う。報告者のみならず毎回全員に英訳とレジュメ、議論のための資

料づくりを求める。また、受講者の研究報告を適宜行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバルインバランスと国際通貨システム① 

2. グローバルインバランスと国際通貨システム② 

3. ラテンアメリカとアジアの危機① 

4. ラテンアメリカとアジアの危機② 

5. 規制緩和と新しい金融アーキテクチャー① 

6. 規制緩和と新しい金融アーキテクチャー② 

7. 金融化と新しい国際経済関係① 

8. 金融化と新しい国際経済関係② 

9. 地域および国際的に進む金融協力① 

10. 地域および国際的に進む金融協力② 

11. 研究報告１ 

12. 研究報告２ 

13. 研究報告３ 

14. 研究報告４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は院生の自主性によるところが大きい。与えられた各回の課題について、指定文献のみならず関連文献を読んで整理し、考

えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度（質疑内容）(30%)/報告・準備内容(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. M.H.Wolfson and G.A.Epstein. 2015. The Handbook of the Political Economy of Financial Crises. Oxford University Press 

(ISBN:0190240938) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤田誠一・小川英治、2008、『国際金融理論』、有斐閣 (ISBN:9784641055704) 

2. 飯島・五百旗頭・佐藤・菅原、2017、『身近に感じる国際金融』、有斐閣 (ISBN:9784641150447) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式でおこなう 

 

注意事項（Notice） 
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■VL286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL286／Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ１ 

(Global Management1) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6001 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose of this course is to understand (a) the strategy and structure of global business, and (b) global business 

operations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course covers (a) the strategy and structure of international business, and (b) business operations. After an introductory 

lecture on each topic following the textbook, case studies will be used as a device for developing analytical and decision making 

skills and highlighting the reality of organizational and environmental uncertainties in global management. The students will be 

required to study the assigned cases prior to class. Case analysis will be presented by groups，and discussed in class. 学生の

語学力にあわせて日本語でも授業を行う。. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction／Overview 

2. Introduction／Overview 

3. Globalization and Cultural Environments 

4. Globalization and Cultural Environments 

5. National Environmental Differences 

6. National Environmental Differences 

7. International Trade and Investment 

8. International Trade and Investment 

9. Case Presentation 

10. Case Presentation 

11. Case Presentation 

12. Case Presentation 

13. Presentation on Country's Culture; Written Report #1 Due 

14. Presentation on Country's Culture; Written Report #1 Due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The students will be required to study the assigned cases prior to class. Case analysis will be presented by groups，and 

discussed in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/事例分析と発表(Case Analysis and Presentation)(20%)/積極的な

受講態度（Class Participation）(20%)/Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniels, Radebaugh & Sullivan. 2015. International Business, 15e. Pearson (ISBN:1292016795) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL288 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL288／Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ２ 

(Global Management2) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6001 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Development of an overall management viewpoint integrating the specific business functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims to provide participants with the basic theoretical knowledge, skills, and 

sensitivities that will help them deal effectively with key management issues and  

challenges facing companies as seen by the managers themselves.Instruction will be done mostly in 

Japanese. 学生の語学力にあわせて日本語でも授業を行う。. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Corporate Strategy 

2. Corporate Strategy 

3. Organization and Strategy 

4. Organization and Strategy 

5. Reading strategy literature 

6. Reading strategy literature 

7. Case Presentation 

8. Case Presentation 

9. Case Presentation 

10. Case Presentation 

11. Presentation of Firm Strategy 

12. Presentation of Firm Strategy 

13. Term Project Presentation 

14. Term Project Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Case Studies(20%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniels. 2015. International Business. Pearson (ISBN:1292016795) 

Announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

Announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL311／ホスピタリティ・マネジメント１ 

(Hospitality Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 敬典(YOSHIHARA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催へ向けて、ホスピタリティ概念について理解を深めるとともに、ホスピタ

リティ概念を具現化するためのマネジメントについて考察し研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在、ホスピタリティについては、以下の４つの受けとめ・認識が混在している。１）おもてなし、２）サービスよりもちょっと気の利い

た概念（サービス概念との混同）、３）顧客満足・集客のためのツール、 ４）接客のみに関係している概念などの認識である。そこ

で、このような混沌とした理解や認識の状況から脱け出し、経営上の問題解決へ向けての有力な手がかりにするために、『ホスピ

タリティマネジメント』について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ホスピタリティという言葉について 

2. ホスピタリティ実践の目的について 

3. ホスピタリティ概念の属性分析と人間観について 

4. ホスピタリティの定義について 

5. ホスピタリティを実践する人材(人財)について 

6. ホスピタリティ実践のプロセスについて 

7. ホスピタリティマネジメントの構造について 

8. ホスピタリティマネジメントの定義について 

9. サービス価値とホスピタリティ価値 ( 講師による造語 ) の関係について 

10. マネジメント活動の種類について 

11. マネジメント課題・目標の種類について 

12. 目標形成の思考について 

13. 円卓発想 ( Round-table thinking ) によるチーム運営について 

14. 権限付与等、その他のマネジメント活動の内容について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習等については、その都度、関係資料を配布する。具体的なことは、履修登録完了後に履修者に対してアナウンスする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業時の発言・貢献度(50%)/コメントシートの内容(30%)/授業内で行う小テスト、アンケートなど(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉原敬典編著、2014、『 ホスピタリティマネジメントー活私利他の理論と事例研究ー(第２刷)』、白桃書房 

(ISBN:9784561256410) 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉原敬典、2014、『ホスピタリティ・リーダーシップ(第５刷)』)、白桃書房 (ISBN:4561264280) 

2. 吉原敬典共著、2007、『「新たなホスピタリティの視点」『マーケティング戦略の意思決定』』、冨山房インターナショナル 

(ISBN:9784902385) 

3. 吉原敬典、2001、『「開放系」のマネジメント革新ー相互成長を実現する思考法(第４版)』、同文舘出版 (ISBN:4495363018) 

4. 吉原敬典、2016、『医療経営におけるホスピタリティ価値ー経営学の視点から医師と患者の関係を問い直すー』、白桃書房 

(ISBN:9784561266) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

[双方向による授業] 

本科目は、講義に続いて全体あるいはグループ単位でのディスカッション形式の授業を展開する。双方向の授業の割合は、約６

０％(１４回中９回)である。 

また、理論と実践の両面から研究することが肝要である。したがって、事例研究を主眼とする「ホスピタリティ・マネジメント２（VL３

１３）」についても履修することが望ましい。ゲストスピーカーをお招きすることがあるので、アナウンス等への注意が必要である。 
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注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL313／ホスピタリティ・マネジメント２ 

(Hospitality Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 敬典(YOSHIHARA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

科目 VL３１１「ホスピタリティ・マネジメント１」で学んだホスピタリティマネジメントを安定的に継続的に実践するための条件等につ

いて、事例研究法を適用して考察し研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者が気になっている問題 ( 過去・現在・未来 ) の解決について、ホスピタリティマネジメント理論の視点から具体的に考察

し研究する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ホスピタリティマネジメントの対象について 

2. ホスピタリティマネジメントの構造について 

3. サービスマネジメントとホスピタリティマネジメントの関係について 

4. サービス概念の解釈とその位置づけについて 

5. サービス価値とホスピタリティ価値 （ 講師による造語 ） について 

6. サービスコンセプトとその具現化について 

7. サービスパッケージとサービスサイクルについて 

8. 顧客の期待と満足の概念について 

9. 顧客進化のプロセスについて 

10. ゲストが評価する価値について 

11. リピーター・ファンの獲得へ向けてー顧客満足から顧客歓喜へ、そして相互歓喜へ 

12. 円卓発想の要件について 

13. 自律性の発揮を促すマネジメント活動について 

14. ホスピタリティマネジメントとヒューマンリソースマネジメントの関係について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習等については、その都度、関係資料を配布する。具体的なことは、履修登録完了後に履修者に対してアナウンスする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業での発言・貢献度(40%)/コメントシートの内容(20%)/レポート内容の出来栄え・発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉原敬典編著、2014、『ホスピタリティマネジメント―活私利他の理論と事例研究― (第２刷)』、白桃書房 

(ISBN:9784561256410) 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉原敬典、2014、『ホスピタリティ･リーダーシップ(第５刷)』、白桃書房 (ISBN:4561264280) 

2. 吉原敬典、2001、『「開放系」のマネジメント革新ー相互成長を実現する思考法ー(第４版)』、同文舘出版 (ISBN:4495363018) 

3. 吉原敬典、2007、『「新たなホスピタリティ視点」『マーケティング戦略の意思決定』』、冨山房インターナショナル 

(ISBN:9784902385) 

4. 吉原敬典、2016、『医療経営におけるホスピタリティ価値ー経営学の視点から医師と患者の関係を問い直すー』、白桃書房 

(ISBN:9784561266) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

[双方向による授業] 

本科目は、講義に続いて全体あるいはグループ単位でのディスカッション形式の授業を展開する。双方向の授業の割合は、約６

０％(１４回中９回)である。 

また、経営学は理論と実践の分離を許さないところにその特性を見出すことができる。したがって、理論と実践の両面から研究す

ることが肝要であることから、理論学習を主眼とする「ホスピタリティ・マネジメント１（VL３１１）」についても履修することが望まし

い。ゲストスピーカーをお招きすることがあるので、アナウンス等への注意が必要である。 
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注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL321／ラグジュアリーブランド・マネジメント１ 

(Luxury Brand Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラグジュアリーブランド・マネジメントの基礎的な考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，いわゆる「高級ブランド品」を製造・販売するラグジュアリーブランド企業の経営を分析する。20 世紀後半以降の日

本経済力の源泉は，電気機器ならびに自動車産業に代表される加工組立型工業にほぼ限定されており，そこでは高品質の製品

を相対的低価格で量産することで国際競争力を発揮してきたと考えられる。しかし一方で，「ブランド品」とされるような高付加価

値型の製品・サービスの分野においては，むしろ欧米系企業が優位にあり，日本企業は必ずしも国際競争力を発揮できてはいな

い。 

さらには，製品・サービスを価格以外で差別化することが困難になる現象がコモディティー化として多くの産業分野において指摘

されるなかで，品質や性能といった製品・サービスそのものの価値ではなく，購入したり使用したりする「経験」こそが差別化要因

として注目されるようになっている。ラグジュアリーブランドのビジネスは，まさにそうした「経験」による差別化を実践する先端的業

種のひとつという側面を有している。 

この講義では，これまであまり体系的に研究されてこなかったラグジュアリーブランド・ビジネスについて，可能な限り実務家をゲ

ストスピーカーに招き，また現実のケースを紹介しながら，その多面的な理解を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ラグジュアリーブランド・ビジネスとはなにか 

2. ラグジュアリーブランド・ビジネスの主要企業 

3. ラグジュアリーブランド・ビジネスの市場規模 

4. ラグジュアリーブランド・ビジネスの市場構造 

5. ラグジュアリーブランド企業の出店戦略 

6. 路面店で販売するのか百貨店で販売するのか 

7. ラグジュアリーブランド企業の価格戦略 

8. アウトレットの活用とマークダウン 

9. ラグジュアリーブランド企業の広告戦略 

10. ラグジュアリーブランド企業の広報戦略 

11. ラグジュアリーブランド企業の人材戦略 

12. 顧客接点における販売員の役割 

13. 学生プレゼンテーション 

14. 学生プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終プレゼンテーション(60%)/授業内ディスカッションへの貢献度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義のなかで必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL322／ラグジュアリーブランド・マネジメント２ 

(Luxury Brand Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラグジュアリーブランド・マネジメントの実際とその基本戦略を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，いわゆる「高級ブランド品」を製造・販売するラグジュアリーブランド企業の経営を分析する。20 世紀後半以降の日

本経済力の源泉は，電気機器ならびに自動車産業に代表される加工組立型工業にほぼ限定されており，そこでは高品質の製品

を相対的低価格で量産することで国際競争力を発揮してきたと考えられる。しかし一方で，「ブランド品」とされるような高付加価

値型の製品・サービスの分野においては，むしろ欧米系企業が優位にあり，日本企業は必ずしも国際競争力を発揮できてはいな

い。 

さらには，製品・サービスを価格以外で差別化することが困難になる現象がコモディティー化として多くの産業分野において指摘

されるなかで，品質や性能といった製品・サービスそのものの価値ではなく，購入したり使用したりする「経験」こそが差別化要因

として注目されるようになっている。ラグジュアリーブランドのビジネスは，まさにそうした「経験」による差別化を実践する先端的業

種のひとつという側面を有している。 

この講義では，これまであまり体系的に研究されてこなかったラグジュアリーブランドビジネスについて，可能な限り実務家をゲス

トスピーカーに招き，また現実のケースを紹介しながら，その多面的な理解を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ラグジュアリーブランド企業のＥコマース戦略 

2. ヴァーチャル店舗とリアル店舗 

3. ラグジュアリーブランド企業のＭＤ戦略 

4. マーチャンダイジングとビジネス・プランニング 

5. ラグジュアリーブランド企業における販売戦略 

6. ブランド・ストレッチングとセカンドブランド戦略 

7. ラグジュアリーブランド企業の流通戦略 

8. ラグジュアリーブランド企業と百貨店 

9. ラグジュアリーブランド企業のライセンス戦略 

10. ラグジュアリーブランド企業と総合商社 

11. 日本市場におけるラグジュアリーブランド・ビジネス 

12. ラグジュアリーブランド・ビジネスの現在 

13. 学生プレゼンテーション 

14. 学生プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ラグジュアリーブランド・マネジメント１を受講していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終プレゼンテーション(60%)/授業内ディスカッションへの貢献度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義のなかで必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL351／エンターテインメント・ビジネス論１ 

(Entertainment Business 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 真(SATOU MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エンターテインメントの多様性を知り、ビジネスへの可能性を追求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1.エンターテインメントの誕生と歴史、最近の動向を追いながら、エンターテインメント・ビジネスの全体像を把握する。 

2.エンターテインメントの仕掛け人たちの軌跡を追いながら、エンターテインメントの基盤となる fun（楽しい、面白い、愉快、喜び）

とその創造、ビジネス展開を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エンターテインメント・ビジネスの現況①……音楽、ステージ、映画、スポーツの今 

2. .エンターテインメント・ビジネスの現況②……多様化するエンターテインメント  

3. エンターテインメント・ビジネスの歴史①……コンテンツ産業への道のり 

4. エンターテインメント・ビジネスの歴史②……ライブ・エンターテインメントの時代 

5. エンターテインメントを最初にビジネスにした男①……小林一三はなぜタカラヅカをつくったか 

6. エンターテインメントを最初にビジネスにした男②……小林一三の大衆向けビジネス 

7. タカラヅカとエンターテインメント・ビジネス①……ユートピアとしてのタカラヅカ 

8. タカラヅカとエンターテインメント・ビジネス②……文化産業としてのタカラヅカ 

9. タカラヅカとエンターテインメント・ビジネス③……タカラヅカ・エデュケーション 

10. タカラヅカとエンターテインメント・ビジネス④……タカラヅカというビジネスモデル 

11. 文化・メディア・都市のミクスチャー①……セゾンの文化戦略再考 

12. 文化・メディア・都市のミクスチャー②……ナイト・タイム・エコノミーとライブ・エンターテインメント 

13. ［タウン・サーベイ part 1］まちとビジネス①……まちをフィールドワークする 

14. ［タウン・サーベイ part 1］まちとビジネス②……エンターテインメントとしての“まち歩き” 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

音楽、映画、ステージ、スポーツ、アート・イベントなどのライブ・エンターテインメントのいずれかを 

数本(回)鑑賞(参加)しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加状況(30%)/授業への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀田卓・寺島博礼、2009、『文化に投資する時代』、朝日出版社 

2. 森下信雄、2015、『元・宝塚総支配人が語る「タカラヅカ」の経営戦略』、角川 ONEテーマ 21 

3. たばこ総合研究センター編著、2011、『談 [特集]辻井喬と戦後日本の文化創造…セゾン文化は何を残したか』、たばこ総合研

究センター 

4. 永江朗、2010、『セゾン文化は何を夢みた』、朝日新聞出版 

5. 宮沢章夫・NHK「ニッポン戦後サブカルチャー史」制作班編著、2013、『NHK ニッポン戦後サブカルチャー史』、NHK 出版 

6. M・スタインバーグ、2015、『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』、KASDOKAWA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は、ナビゲーションとしての講義の後、クラス単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実地による授業】 
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本科目全 14 回のうち授業計画の第 13 回・第 14 回で、エンターテインメント作品の鑑賞・批評会を行う。実地授業の割合は、

14.2％である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、企業と連携しながら授業計画の策定、運営、振り返りを行う科目です。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL356／エンターテインメント・ビジネス論２ 

(Entertainment Business 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 真(SATOU MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エンターテインメント・ビジネスをコンテンツ・ビジネスと捉え直し、その内実を理解し、分析し、エンターテインメント・ビジネスの可

能性を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

エンターテインメント産業の中核である映画・音楽・ステージにフォーカスして、主にマネージメント、マーケティングという観点から

整理し、その現状、課題について検討する。 

その場合、それぞれの業界にたずさわる事業者、関係者をゲストスピーカーにお呼びする。現場の〈生〉の声を聞き、履修生との

ディスカッションを通して、エンターテインメント・ビジネスの意義および未来について語り合う。 

さらに、今年度も最後にタウン・サーベイを行い、まちにひらかれたエンターテインメントの種子を見つけ出す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映画ビジネス論①……映画のつくり方、映画づくりの楽しみ① 

2. 映画ビジネス論②……映画のつくり方、映画づくりの楽しみ② 

3. 映画ビジネス論③……コミュニケーション・ツールとしての映画① 

4. 映画ビジネス論④……コミュニケーション・ツールとしての映画② 

5. 音楽ビジネス論①……音楽のつくり方、音楽づくりの楽しみ① 

6. 音楽ビジネス論②……音楽のつくり方、音楽づくりの楽しみ② 

7. 音楽ビジネス論③……ライブ・エンターテインメント時代の音楽 

8. 音楽ビジネス論④……ライブ・エンターテインメント時代の音楽 

9. ステージビジネスへのシステム・アプローチ① 

10. ステージビジネスへのシステム・アプローチ② 

11. アートイベントとクリエティブ都市論① 

12. アートイベントとクリエティブ都市論② 

13. ［タウン・サーベイ part 2］まちとビジネス①……エンターテインメントのシーズを探す 

14. ［タウン・サーベイ part  2］まちとビジネス②……「今・ここ」性を求めて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

音楽、映画、ステージ、スポーツ、アートイベントなどのライブ・エンターテインメントのいずれかを 

数本(回)鑑賞(参加)しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/ゲストスピーカーとの質疑応答への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 米谷尚子、2011、『演劇は仕事になるのか?』、彩流社 

2. 八木良太、2015、『音楽産業 再成長のための組織戦略』、東洋経済新報社 

3. 柴那典、2016、『ヒットの崩壊』、講談社現代新書 

4. 永井純一、2016、『ロックフェスの社会学』、ミネルヴァ書房 

5. 北川フラム、2015、『ひらく美術 地域と人間のつながりを取り戻す』、ちくま新書 

6. 増渕敏之、2012、『路地裏が文化を生む! 』、青弓社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、ナビゲーションとしての講義の後、クラス単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％（14 回中 14 回）である。 

本科目全 14 回のうち授業計画の第 13 回・第 14 回は、タウンサーベイを行う。実地授業の割合は、14.2％である。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、企業と連携しながら授業計画の策定、運営、振り返りを行う科目です。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL376／情報メディアビジネス論 

(Information Media Business) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業がステークホルダーとコミュニケーションする際のチャネルとして、ウェブやスマートフォンアプリ、デジタイルサイネージなど

近年登場したメディアの重要性が増している。また、メディアビジネスを本業としない企業が自ら運営するオウンドメディアの活用

も広がっている。更に、IoT技術を活用したカスタマイズされたコミュニケーションの導入も進みつつある。そういった状況下におい

てあらゆる実務者に対し、メディアの特性や知的財産権に関する知識が求められるようになってきた。本科目では実務者が情報

メディアを介したコミュニケーションをデザインするにあたっての基本的な知識ならびに、コミュニケーション戦略を立案・実行する

ためのスキルを身につけることを目標とする。なお、本科目では技術的な内容を多分に含むが、ビジネスモデル構築や戦略立案

に必要な技術の理解とは、エンジニアやプログラマのそれとは異なる。あくまでもビジネスデザインに必要な視点からの理解に至

るための授業を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウェブやスマートフォンといったネットワーク技術に立脚した情報メディアの特徴は、著しくモデュール化・分業化が進んでいるにも

関わらず、全てのモデュールを担うプレイヤーにとって技術の理解が欠かせないという点である。また、多様なソーシャルメディア

が登場する中で、各メディアの特性を理解した上で統合メディア・コミュニケーション施策をデザインする必要がある。本科目では

情報技術の基礎、分業を成立させるためのガバナンスなど、ビジネスモデルを構築し、適切な協業体制を構築するために必要な

要素を概観する。授業は教科書の日本語による解説講義と発表・ディスカッションを中心として進める。履修者は事前に教科書を

読み込んで授業に望むこと。なお、英語の教科書を用いるが、授業は日本語で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 情報技術(IT)、情報メディア、情報財 

3. ユーザー理解 (1) 

4. ユーザー理解 (2) 

5. ソフトウェア開発とは (1) 

6. ソフトウェア開発とは (2) 

7. 情報メディアビジネスのマネジメント(1) 

8. 情報メディアビジネスのマネジメント(2) 

9. 情報メディアビジネスの産業構造 (1) 

10. 情報メディアビジネスの産業構造 (2) 

11. 情報メディアのガバナンス (1) 

12. 情報メディアのガバナンス (2) 

13. 情報メディアをとりまく経済理論 (1) 

14. 情報メディアをとりまく経済理論 (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：教科書の当該部分を熟読し、ディスカッションに備える。 

復習：学んだ内容を整理し、参考にできる事例や文献を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業の参加度・発言(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Messerschmitt, D. G., & Szyperski, C.. 2003. Software ecosystem: Understanding an indispensable technology and industry. 

MIT Press (ISBN:0262134322) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の GitHub リポジトリ: https://github.com/icat-lab/media_business 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL401／キャッシュフロー・マネジメント１ 

(Cash Flow Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
下川 智広(SHIMOKAWA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

損益計算書・貸借対照表とキャッシュフロー計算書の有機的関係を理解し、会計（アカウンティング）における利益の計算だけで

なく、財務(ファイナンス)におけるキャッシュのマネジメント方法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義においては、会計(アカウンティング)と財務(ファイナンス)の違いを理解するとともに、戦略的視点から経営幹部がどのよう

に利益をマネジメントするのか、どうすればキャッシュをマネジメントできるのかについての基本を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 会計（アカウンティング）と財務（ファイナンス）の違い 

3. 1. 利益マネジメント 

4.    1-1. 利益とキャッシュは何が違うのか 

5.    1-2. 利益調整とキャッシュフロー 

6.    1-3. 損益計算書と貸借対照表の構造と分析 

7.    1-4. キャッシュフロー計算書の構造 

8.    1-5. キャッシュフロー分析 

9. 2. キャッシュマネジメント 

10.    2-1. キャッシュをどのようにコントロールするのか 

11.    2-2. 運転資本のコントロール 

12.    2-3. キャッシュ・コンバージョン・サイクル 

13. 3. 会計(アカウンティング)と財務(ファイナンス)の有機的関係 

14.  まとめとディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習範囲や課題は講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

全体を通じた教科書の指定はしない。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で参考となる文献を推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL402／キャッシュフロー・マネジメント２ 

(Cash Flow Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
下川 智広(SHIMOKAWA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業価値というテーマは、経営や財務部門に携わる方でなくても、社会人の基礎知識として学ぶ必要性を感じている方は多いの

ではないでしょうか。本講義は企業価値評価（バリュエーション）の基礎を理解し、企業価値向上という価値観にそった経営意思

決定ができるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業価値評価において、マネジメントは様々な情報を詳細に分析し、将来の業績動向について予測をしなければならない。これ

まで企業価値を算定しようとする様々な評価方法や企業価値評価モデルが考案されてきた。本講義では、ディスカウント・キャッ

シュフロー(DCF)法を中心に、キャッシュフローを用いて企業価値評価がどのように行われ、マネジメントとして企業価値向上のた

めに何を行っていけばよいのかについて、アカウンティングとファイナンスの観点から講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 1. マネジメント視点から見たキャッシュフローと投資意思決定 

3.   1-1. 投資意思決定の判断基準① 時間価値と割引計算 

4.   1-2. 投資意思決定の判断基準② NPV と IRR 

5. 2. 企業価値評価プロセス総論 

6.   2-1.ディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法 

7.   2-1. フリーキャッシュフロー(FCF) の算定① 

8.   2-2. フリーキャッシュフロー(FCF)の算定 ② 

9.   2-3. 加重平均資本コスト(WACC) の算定① 

10.   2-4. 加重平均資本コスト(WACC)の算定 ② 

11.   2-5. 最適資本構成 

12.   2-6. 現金保有政策と配当政策 

13.   2-7.ディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法以外の企業価値評価法 

14. 3. 企業価値向上のために 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習範囲や課題は、講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義内での課題報告(30%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

全体を通じた教科書の指定はしない。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で参考となる文献を推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は、キャッシュフロー・マネジメント 1、または、会計科目・ファイナンス科目を履修していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL403／管理会計１ 

(Managerial Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
香取 徹(KATORI TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

管理会計の意思決定の考え方、計算方法の習得 

 

授業の内容（Course Contents） 

キャッシュフローの基本的な考え方、計算技法を練習して習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  意思決定とは 

2. キャッシュフローで考える 

3. 失敗コストの評価 

4. 個別受注案件 

5. 赤字製品と黒字製品 

6. 取替えか継続か 

7. 在庫処分の効果 

8. カイゼンの効果 

9. 制約の緩和 

10. 金額と率 

11. 独立案 キャッシュフローの効率 

12. 排反案 キャッシュフローの差額 

13. 混合案 キャッシュフローの差額の効率 

14. 最終授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題や宿題が出ることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/授業内の課題の提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 香取 徹、2014、『意思決定の管理会計』、創成社 

 

参考文献（Readings） 

1. 香取 徹、2011、『資本予算の管理会計』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VL404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL404／管理会計２ 

(Managerial Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
香取 徹(KATORI TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

DCF 法とくに NPVや IRR 回収期間などの基本的な技法を理解し、一般的な投資案から様々なケースの投資案の評価方法を理

解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

計算練習と Excelによる実習によって、複雑な投資案の採算性を評価する技法を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

資金価値の換算 

2. 換算の実習 1 

3. 換算の実習 2 

4. Excelによる実習 1 

5. Excelによる実習 2 

6. 税引後キャッシュフロー 

7. 投資案の作成 

8. 投資案の評価 

9. 独立案とその評価 

10. 排反案とその評価 

11. 混合案とその評価 

12. 寿命の異なる投資案 

13. 応用実習 

14. 最終授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Excel の基本的操作ができること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題・宿題(20%)/最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 香取 徹、2014、『意思決定の管理会計』、創成社 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤・香取他、1999、『キャッシュフロー管理会計』、中央経済社 

2. 香取 徹、2011、『資本予算の管理会計』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VL408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL408／財務会計１ 

(Financial Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
清松 敏雄(KIYOMATSU TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計情報の概要を把握するとともに、それがどのような考え方に基づいて作成されているかを確認しつつ、それらをどのように活

用することができるのかを理解することが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計情報は、証券市場等における証券投資や、経営者報酬等の私的契約において重要な役割を果たしている。特に、証券投資

や買収に際して行う株価評価や企業価値評価にあたっては、会計情報は非常に重要視される。そこで、本科目では、会計情報

の基礎知識をマスターするために、「どのような取引を行うと、会計情報がどのように変化するのか？」について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、財務諸表の確認 

2. 販売活動と代金の回収活動 

3. 購買活動と代金の支払活動（在庫の影響） 

4. 設備投資の影響 

5. 研究開発活動、資金調達活動の影響 

6. 財務諸表の産業・企業ごと比較（グループワーク） 

7. 上場企業と中小企業の決算書の相違 

8. 財務諸表分析の基礎と収益性分析（売上高収益性） 

9. 収益性分析（資本収益性） 

10. 効率性分析 

11. 安全性分析 

12. 成長性分析 

13. 財務諸表分析の演習 

14. 財務諸表分析の演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習： 各回の講義の終わりに復習用の課題を提示するので、その課題を行うこと。 

予習： 事前準備が必要な回については、その前の授業の際に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業への出席とディスカッション等への参加(35%)/授業内演習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木茂男等、2016、『要説経営分析（第５版）』、森山書店 (ISBN:4839421617) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

財務会計１と財務会計２は、両科目ともに履修することが望ましいが、一方の科目のみの履修も可能である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL409／財務会計２ 

(Financial Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
清松 敏雄(KIYOMATSU TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計情報の概要を把握するとともに、それがどのような考え方に基づいて作成されているかを確認しつつ、それらをどのように活

用することができるのかを理解することが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計情報は、証券市場等における証券投資や、経営者報酬等の私的契約において重要な役割を果たしている。特に、証券投資

や買収に際して行う株価評価や企業価値評価にあたっては、会計情報は非常に重要視される。そこで、本科目では、財務会計１

の講義内容を踏まえ、キャッシュ・フロー計算書について概観した上で、会計情報を用いた企業価値評価モデル・株価評価モデ

ルについて解説する。これらを通じ、会計情報がどのように用いられているのか、財務諸表分析がどのように用いられるのかを解

説する。最後に、近年の動向として、国際会計基準について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キャッシュ・フロー計算書① 

2. キャッシュ・フロー計算書② 

3. 株価収益率等の指標 

4. 会計情報と株価評価・企業価値評価の基礎 

5. ネットアセットアプローチとマーケットアプローチ 

6. インカムアプローチと配当割引モデル 

7. 資本コストの基礎 

8. 資本コストの計算 

9. ＤＣＦ法 

10. ＤＣＦ法 

11. 株価評価に関する演習 

12. 国際会計基準適用の実例と日本基準との主要な相違点（主に資産） 

13. 国際会計基準適用の実例と日本基準との主要な相違点（主に収益認識） 

14. 国際会計基準適用の実例と日本基準との主要な相違点（主に当期純利益と包括利益） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習： 各回の講義の終わりに復習用の課題を提示するので、その課題を行うこと。 

予習： 事前準備が必要な回については、その前の授業の際に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業への出席とディスカッション等への参加(35%)/授業内演習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木茂男等、2016、『要説経営分析（第５版）』、森山書店 (ISBN:4839421617) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

財務会計１と財務会計２は、両科目ともに履修することが望ましいが、一方の科目のみの履修も可能である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL416／会計学基礎１ 

(Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

当科目は非財務系管理者・経営者のための基礎会計（Basic Accounting for Non-financial Managers）である。企業がステーク・

ホルダーに経営成績や財務状態などの情報を提供する財務会計は，社会的な制度として行われるが，その根底には会計学の

理論がある。「会計学基礎」では，企業の経営において経営者や経営現場のリーダーが直面することとなる会計の基礎を習得す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

簿記などの予備知識が無い場合，初めて会計を学ぶ場合でも，記帳から財務諸表作成までの基礎知識を理解して，会計用語を

身につけることを目標とする。前半は簿記や財務諸表作成実習を含む会計の基礎を，後半では起業家のための会計実務につい

ても学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，会計とは 

・講義案内 

・株式会社制度と証券市場，アカウンタビリティとコーポレート・ガバナンス 

2. イントロダクション，会計とは 

・株式会社制度と証券市場，アカウンタビリティとコーポレート・ガバナンス 

・事例研究 

3. 会計の基礎概念 

・企業活動と複式簿記の仕組み 

・資産，負債，資本，収益，費用，利益 

4. 会計の基礎概念 

・取引，勘定科目，仕訳，元帳，決算整理，簿記一巡の手続 

・演習 

5. 財務諸表の作成 

・財務諸表の役割，個別財務諸表と連結財務諸表，四半期開示 

・損益計算書，貸借対照表，キャッシュフロー計算書，株主資本変動計算書 

6. 財務諸表の作成 

・有価証券報告書と Annual Report，エディネットと Edgar Online 

・演習 

7. 会計原則，監査 

・企業会計原則，一般原則，損益計算書原則，貸借対照表原則，IFRS，証券市場と証券取引法，米国企業改革法と金融商

品取引法 

8. 会計原則，監査 

・財務諸表監査の意義，監査基準，財務報告に係る内部統制と内部監査 

・事例研究 

9. 意思決定のための会計 

・財務諸表を読む力，投資の意思決定 

10. 意思決定のための会計 

・予算管理，財務諸表分析 

・演習 

11. 起業家のための会計実務 

・スタートアップ企業の諸届出や会計と税務 

12. 資金繰り，給与計算，社会保険 

・事例研究 

13. まとめ 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/授業への出席と貢献(35%)/授業内演習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桜井久勝、2015、『会計学入門〈第 4 版〉』、日本経済新聞社 (ISBN:4532113261) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】「原価計算基礎」を履修することが望ましい。  

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL418／原価計算基礎１ 

(Cost Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

当科目は非財務系管理者・経営者のための基礎の原価計算（Basic Cost Accounting for Non-financial Managers）である。「原価

計算基礎」では，企業の経営において経営者や経営現場のリーダーが把握すべき原価に関する概念，記録の仕組み，管理手法

を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

工業簿記などの知識が無い場合，初めて原価計算を学ぶ場合でも，原価を計算する仕組みを理解できることを目標とする。前半

は原価の概念とその計算の基礎実習を，後半は原価を使った経営管理について学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，原価計算とは何か？ 

・講義案内 

・原価とは，原価計算の目的と歴史 

2. イントロダクション，原価計算とは何か？ 

・直接費と間接費，変動費と固定費 

・事例研究 

3. 原価の諸概念 

・材料費・労務費・経費 

4. 原価の諸概念 

・在庫と仕掛品 

・演習 

5. 原価計算の仕組み 

・個別原価計算と総合原価計算，損益計算 

6. 原価計算の仕組み 

・個別原価計算と総合原価計算，損益計算 

・演習 

7. 原価差異分析 

・標準原価と差異分析 

8. 原価差異分析 

・標準原価と差異分析 

・演習 

9. 間接費等 

・配賦計算，仕損と減損，副産物の計算 

10. 間接費等 

・配賦計算，仕損と減損，副産物の計算 

・演習 

11. 直接原価計算と損益分岐点 

・CVP 分析 

・利益率計算 

12. 直接原価計算と損益分岐点 

・CVP 分析 

・利益率計算 

・演習 

13. まとめ 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(35%)/授業への出席と貢献(35%)/授業内演習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加登豊・山本浩二、2012、『原価計算の知識〈第 2 版〉』、日本経済新聞社 (ISBN:4532112672) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【系統的履修】「会計学基礎」を履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL461／会計学１ 

(Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業会計を考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計学の基礎知識を前提として，ディスカッションをつうじて，応用力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの Discussion の問題を各自で準備し，それにもとづき，議論を行う。毎回，司会者を決め，当該司会者が中心となり，そ

れぞれが準備してきた解答を検討していく。そして議論が出尽くしたころを見計らい，教員がそれぞれの解答および議論について

講評する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 企業会計の役割① 

3. 企業会計の役割② 

4. 企業会計の役割③ 

5. 企業会計の仕組み① 

6. 企業会計の仕組み② 

7. 企業会計の仕組み③ 

8. 資本と利益の情報① 

9. 資本と利益の情報② 

10. 資本と利益の情報③ 

11. 収益認識のルール① 

12. 収益認識のルール② 

13. 収益認識のルール③ 

14. 収益認識のルール④ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの章末にある Discussion の問題の解答を各自で準備してくる。事前に次週に取り上げる問題を指定しておくので，各受

講者は，期限までに解答を作成し教員まで提出すること。解答にあたっては，テキストで解説されていない内容も要求されている

ので，テキストの内容をまとめるだけではなく，各自で，他の文献等を参照しつつ自らの考えをまとめる必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門 補訂版』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹、2010 年、『企業会計とディスクロージャー 第４版』、東京大学出版会 (ISBN:9784130421348) 

2. 大日方隆、2013 年、『アドバンスト財務会計 第２版』、中央経済社 (ISBN:9784502475009) 

3. 桜井久勝、2018 年、『財務会計講義 第 19 版』、中央経済社 

4. 伊藤邦雄、2016 年、『新・現代会計入門 第２版』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532134631) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，テキストにそって一から教員が講義を行う形式ではなく，受講者の議論を通じて進めていく。また，学部上級レベルの

財務会計の知識（すなわち基礎概念および一通りの会計基準の内容）を前提として進めていくので，受講希望者は注意された

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■VL466 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL466／会計学２ 

(Accounting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業会計を考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計学の基礎知識を前提として，ディスカッションをつうじて，応用力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの Discussion の問題を各自で準備し，それにもとづき，議論を行う。毎回，司会者を決め，当該司会者が中心となり，そ

れぞれが準備してきた解答を検討していく。そして議論が出尽くしたころを見計らい，教員がそれぞれの解答および議論について

講評する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 費用の認識と配分① 

2. 費用の認識と配分② 

3. 費用の認識と配分③ 

4. 負債の認識と測定① 

5. 負債の認識と測定② 

6. 負債の認識と測定③ 

7. 純資産の開示と規制① 

8. 純資産の開示と規制② 

9. 純資産の開示と規制③ 

10. 企業結合の会計情報① 

11. 企業結合の会計情報② 

12. 企業結合の会計情報③ 

13. 日本の会計制度改革① 

14. 日本の会計制度改革② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの章末にある Discussion の問題の解答を各自で準備してくる。事前に次週に取り上げる問題を指定しておくので，各受

講者は，期限までに解答を作成し教員まで提出すること。解答にあたっては，テキストで解説されていない内容も要求されている

ので，テキストの内容をまとめるだけではなく，各自で，他の文献等を参照しつつ自らの考えをまとめる必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2014、『企業会計入門』、有斐閣 (ISBN:9784641164512) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹、2010 年、『企業会計とディスクロージャー 第４版』、東京大学出版会 (ISBN:9784130421348) 

2. 大日方隆、2013 年、『アドバンスト財務会計 第２版』、中央経済社 (ISBN:9784502475009) 

3. 桜井久勝、2018 年、『財務会計講義 第 19 版』、中央経済社 

4. 伊藤邦雄、2016 年、『新・現代会計入門 第２版』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532134631) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，テキストにそって一から教員が講義を行う形式ではなく，受講者の議論を通じて進めていく。また，学部上級レベルの

財務会計の知識（すなわち基礎概念および一通りの会計基準の内容）を前提として進めていくので，受講希望者は注意された

い。 
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注意事項（Notice） 
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■VL471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL471／会計学基礎３ 

(Accounting 3) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業における会計の役割と商取引の計算構造を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業は理念やビジョンに基づいて経営計画を策定し，他社との交換取引などの活動を行う。取引内容は貨幣単位で記録され，

蓄積される。企業は一定期間が経過した時点で，蓄積された取引内容を財務諸表にまとめる。すなわち，財務諸表は一定期間に

おける企業活動の成果を示す表であり，経営者の声でもある。 

 本講義では，企業経営の成果がまとめられた財務諸表を題材とし，その構造について理解することを目標としている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業経営と会計 

2. 簿記と財務諸表 

3. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（１） 

4. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（２） 

5. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（３） 

6. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（４） 

7. 決算処理（１） 

8. 決算処理（２） 

9. 財務諸表の構造（１） 

10. 財務諸表の構造（２） 

11. 財務諸表の作成（１） 

12. 財務諸表の作成（２） 

13. 財務諸表の作成（３） 

14. 財務諸表の作成（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 講義内容をマスターするために，授業後には復習を行うこと。また，次回の講義までに準備しておくことは，講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/講義内での課題演習(35%)/講義への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 滝澤ななみ、2017、『みんなが欲しかった簿記の教科書 日商３級商業簿記（第５版）』、TAC 出版 (ISBN:978-4-8132-6889-5) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，講義内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は会計学の初心者を対象として開講する。 

仮想の取引の記帳から簡単な財務諸表作成までの一連の流れを、チーム作業にて繰り返し行う。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VL472／原価計算基礎３ 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

製品の製造費用の計算方法について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 製造業は，原材料や製造に携わる工員など，有形・無形の資源を結合させて製品を生産し，その販売を通じて社会の富の形成

に貢献している。製品販売時にはその対価を受け取ることになるが，果たしてその対価はいくらに設定すればよいだろうか。 

 製品を生産するためにかかる費用は製造原価と呼ばれ，それは販売価格の決定に有用な情報として利用される。本講義では，

製造原価の計算方法の基本的な構造について理解することを目標にしている。 

 また、標準原価計算や直接原価計算を取り上げ，コストマネジメントの基本を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原価計算の基礎（１） 

2. 原価計算の基礎（２） 

3. 個別原価計算（１） 

4. 個別原価計算（２） 

5. 個別原価計算（３） 

6. 個別原価計算（４） 

7. 総合原価計算（１） 

8. 総合原価計算（２） 

9. 総合原価計算（３） 

10. 総合原価計算（４） 

11. 標準原価計算（１） 

12. 標準原価計算（２） 

13. 直接原価計算（１） 

14. 直接原価計算（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 計算方法をマスターするために，授業後には復習を行うこと。また，次回の講義までに準備しておくことは，講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/講義内での課題演習(35%)/講義への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 滝澤ななみ、2017、『みんなが欲しかった簿記の教科書 日商２級工業簿記（第４版）』、TAC 出版 (ISBN:978-4-8132-7117-8) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，講義内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は原価計算の初心者を対象として開講する。 

仮想の生産計画を用いて伝票や証憑類への記入、原価計算表の作成を、チーム作業にて繰り返し行う。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL473／会計学基礎３ 

(Accounting 3) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業における会計の役割と商取引の計算構造を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業は理念やビジョンに基づいて経営計画を策定し，他社との交換取引などの活動を行う。取引内容は貨幣単位で記録され，

蓄積される。企業は一定期間が経過した時点で，蓄積された取引内容を財務諸表にまとめる。すなわち，財務諸表は一定期間に

おける企業活動の成果を示す表であり，経営者の声でもある。 

 本講義では，企業経営の成果がまとめられた財務諸表を題材とし，その構造について理解することを目標としている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業経営と会計 

2. 簿記と財務諸表 

3. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（１） 

4. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（２） 

5. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（３） 

6. 取引の仕訳と勘定記入および試算表の作成（４） 

7. 決算処理（１） 

8. 決算処理（２） 

9. 財務諸表の構造（１） 

10. 財務諸表の構造（２） 

11. 財務諸表の作成（１） 

12. 財務諸表の作成（２） 

13. 財務諸表の作成（３） 

14. 財務諸表の作成（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 講義内容をマスターするために，授業後には復習を行うこと。また，次回の講義までに準備しておくことは，講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/講義内での課題演習(35%)/講義への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 滝澤ななみ、2017、『みんなが欲しかった簿記の教科書 日商３級商業簿記（第５版）』、TAC 出版 (ISBN:978-4-8132-6889-5) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，講義内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は会計学の初心者を対象として開講する。 

仮想の取引の記帳から簡単な財務諸表作成までの一連の流れを、チーム作業にて繰り返し行う。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL474 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VL474／原価計算基礎３ 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

製品の製造費用の計算方法について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 製造業は，原材料や製造に携わる工員など，有形・無形の資源を結合させて製品を生産し，その販売を通じて社会の富の形成

に貢献している。製品販売時にはその対価を受け取ることになるが，果たしてその対価はいくらに設定すればよいだろうか。 

 製品を生産するためにかかる費用は製造原価と呼ばれ，それは販売価格の決定に有用な情報として利用される。本講義では，

製造原価の計算方法の基本的な構造について理解することを目標にしている。 

 また、標準原価計算や直接原価計算を取り上げ，コストマネジメントの基本を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原価計算の基礎（１） 

2. 原価計算の基礎（２） 

3. 個別原価計算（１） 

4. 個別原価計算（２） 

5. 個別原価計算（３） 

6. 個別原価計算（４） 

7. 総合原価計算（１） 

8. 総合原価計算（２） 

9. 総合原価計算（３） 

10. 総合原価計算（４） 

11. 標準原価計算（１） 

12. 標準原価計算（２） 

13. 直接原価計算（１） 

14. 直接原価計算（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 計算方法をマスターするために，授業後には復習を行うこと。また，次回の講義までに準備しておくことは，講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/講義内での課題演習(35%)/講義への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 滝澤ななみ、2017、『みんなが欲しかった簿記の教科書 日商２級工業簿記（第４版）』、TAC 出版 (ISBN:978-4-8132-7117-8) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，講義内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は原価計算の初心者を対象として開講する。 

仮想の生産計画を用いて伝票や証憑類への記入、原価計算表の作成を、チーム作業にて繰り返し行う。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL475 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
VL475／原価計算基礎３ 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester ) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

製品の製造費用の計算方法について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 製造業は，原材料や製造に携わる工員など，有形・無形の資源を結合させて製品を生産し，その販売を通じて社会の富の形成

に貢献している。製品販売時にはその対価を受け取ることになるが，果たしてその対価はいくらに設定すればよいだろうか。 

 製品を生産するためにかかる費用は製造原価と呼ばれ，それは販売価格の決定に有用な情報として利用される。本講義では，

製造原価の計算方法の基本的な構造について理解することを目標にしている。 

 また、標準原価計算や直接原価計算を取り上げ，コストマネジメントの基本を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原価計算の基礎（１） 

2. 原価計算の基礎（２） 

3. 個別原価計算（１） 

4. 個別原価計算（２） 

5. 個別原価計算（３） 

6. 個別原価計算（４） 

7. 総合原価計算（１） 

8. 総合原価計算（２） 

9. 総合原価計算（３） 

10. 総合原価計算（４） 

11. 標準原価計算（１） 

12. 標準原価計算（２） 

13. 直接原価計算（１） 

14. 直接原価計算（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 計算方法をマスターするために，授業後には復習を行うこと。また，次回の講義までに準備しておくことは，講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/講義内での課題演習(35%)/講義への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 滝澤ななみ、2017、『みんなが欲しかった簿記の教科書 日商２級工業簿記（第４版）』、TAC 出版 (ISBN:978-4-8132-7117-8) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，講義内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は原価計算の初心者を対象として開講する。 

仮想の生産計画を用いて伝票や証憑類への記入、原価計算表の作成を、チーム作業にて繰り返し行う。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL481／パーソナルファイナンス１ 

(Personal Finance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ビジネスデザイン立教会 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、総合的な資産設計を行う専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)を養成・認証する日本 FP協会の知見に基

づいて、パーソナル・ファイナンシャルプランニングに必要な知識とスキルについて習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特定非営利法人日本 FP協会の「CFP®認定教育プログラム」の一部として、CFP®資格の審査試験ライフプランニング・リタイアメ

ントプランニング科目の内容に基づいて行う。担当教員である濱田眞樹人教授はビジネスデザイン研究科修了の MBA・DBAで

あり、CFP®資格者であり、校友会組織ビジネスデザイン立教会からの寄附講座である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションとパーソナルファイナンス基礎①  

授業の進め方、予習・課題への取り組み方、成績評価の基準・方法について説明する。その上で、パーソナルファイナンス

の意義と特徴を共有し、ディスカッションを行う。 

2. ファイナンシャルプランニングの目的、ライフプランニング・リタイアメントプランニングについて学習する。 

3. パーソナルファイナンス基礎③  

パーソナルファイナンスにおけるリスクマネジメントとタックスプランニングの意義、金融基礎理論について学習する。 

4. パーソナルファイナンス基礎④  

パーソナルファイナンスにおけるリスクマネジメントとタックスプランニングの意義、金融基礎理論について学習する。 

5. FP業務基礎①  

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）によるファイナンシャルプランニング業務について。ライフイベント、キャッシュフロー表、

バランスシートについて学習する。 

6. FP業務基礎②  

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）によるファイナンシャルプランニング業務について。 

FP倫理、コンプライアンスについて学習する 

7. ライフプランニング①  

ライフプランにおける教育資金設計、住宅資金設計、各種ローン、カードなどについて学習する。 

8. ライフプランニング②  

ライフプランにおける教育資金設計、住宅資金設計、各種ローン、カードなどについて学習する。 

9. 社会保険と医療制度①  

社会保険制度、労働保険、医療保険制度などについて学習する。 

10. 社会保険と医療制度②  

社会保険制度、労働保険、医療保険制度などについて学習する。 

11. リタイアメントプランニング  

リタイアメントプランニングの意義、公的年金と老後の資産運用などについて学習する。 

12. 起業と資金計画  

独立起業、法人設立や起業資金調達などについて学習する。 

13. まとめ  

各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、テストを行う。 

14. テスト  

各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、テストを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/授業への出席と貢献(35%)/授業内演習(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。  
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参考文献（Readings） 

1. 貝塚啓明、2017、『FP1：パーソナルファイナンス ～ライフプランニング・リタイアメントプランニング～』、日本 FP協会 

(ISBN:978-4-907001-90-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科「CFP®認定教育プログラム

http://www.rikkyo.ac.jp/sindaigakuin/bizsite/curriculum/cfp.html 

 

日本 FP協会「CFP®認定教育プログラムを実施する大学院」 http://www.jafp.or.jp/aim/cfp/ninteikyouiku/cfp_grad.shtml 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL482 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL482／パーソナルファイナンス２ 

(Personal Finance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 眞樹人(HAMADA MAKITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ビジネスデザイン立教会 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、総合的な資産設計を行う専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)を養成・認証する日本 FP協会の知見に基

づいて、FP提案書の作成に必要な知識とスキルについて習得することを目的とする「FP提案書作成演習」である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、国際的に認められた CFP®資格の審査試験の内容に基づいて行う。本講義は、特定非営利法人日本 FP協会の「CFP®

認定教育プログラム」であり、所定の課程を修了することにより CFP®資格審査試験の受験資格が得られる。また、「提案書課題

の作成」講座の修了により AFP認定を受けることができる。担当教員である濱田眞樹人教授はビジネスデザイン研究科修了の

MBA・DBAであり、CFP®資格者であり、校友会組織ビジネスデザイン立教会からの寄附講座である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションとパーソナルファイナンス基礎①  

授業の進め方、予習・課題への取り組み方、成績評価の基準・方法について説明する。その上で、パーソナルファイナンス

の意義と特徴を共有し、ディスカッションを行う。 

2. パーソナルファイナンス基礎②  

ファイナンシャルプランニングの目的、ライフプランニング・リタイアメントプランニングについて学習する。 

3. パーソナルファイナンス基礎③  

パーソナルファイナンスにおけるリスクマネジメントとタックスプランニングの意義、金融基礎理論について学習する。 

4. パーソナルファイナンス基礎④  

パーソナルファイナンスにおけるリスクマネジメントとタックスプランニングの意義、金融基礎理論について学習する。 

5. FP提案書作成演習①  

FP提案書の意義、構成、注意、ライフイベントなどについて学ぶ。 

6. FP提案書作成演習②  

FP提案書の意義、構成、注意、ライフイベントなどについて学ぶ。 

7. FP提案書作成演習③  

FP提案書の作成とプレゼンテーションの演習を行う。 

8. FP提案書作成演習④  

FP提案書の作成とプレゼンテーションの演習を行う。 

9. FP提案書作成演習⑤  

FP提案書の作成とプレゼンテーションの演習を行う。 

10. FP提案書作成演習⑥  

FP提案書の作成とプレゼンテーションの演習を行う。 

11. FP提案書作成演習⑦  

FP提案書の作成とプレゼンテーションの演習を行う。 

12. FP提案書作成演習⑧  

FP提案書の作成とプレゼンテーションの演習を行う。 

13. まとめ  

各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、テストを行う。 

14. テスト  

各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、テストを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/授業への出席と貢献(35%)/授業内演習(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本 FP協会、2013、『ファイナンシャル・プランニング 提案書の作り方第 3 版』、日本 FP協会 (ISBN:978-4-907001-27-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【参考 HP】 

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科「CFP®認定教育プログラム」

http://www.rikkyo.ac.jp/sindaigakuin/bizsite/curriculum/cfp.html 

日本 FP協会「CFP®認定教育プログラムを実施する大学院」 http://www.jafp.or.jp/aim/cfp/ninteikyouiku/cfp_grad.shtml 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 291 - 

■VL483 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL483／不動産運用設計 

(Planning of Real Estate Management) 

担当者名 

（Instructor） 
荻野 祐太郎(OGINO YUTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ビジネスデザイン立教会 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、総合的な資産設計を行う専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)を養成・認証する日本 FP協会の知見に基

づいて、不動産運用設計に必要な知識とスキルについて習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私達は様々な形で不動産に関係している。一方で不動産には固有の不確実性がある。更には様々な利害関係者がそれぞれの

目的でビジネスに関与しているため、一つの視点だけで不動産を理解するには限界がある。強いビジネスモデルを持っている企

業が最も良いテナントであろうか。また、デザインを重視した建物のコストは適正か。誰が資金を提供するのか。その不確実性は

回避する策はあるのか。期待利回りは確保されているのか。管理運営は正しくできているか。そもそもその不動産を所有する目

的は何なのか。不動産運用設計をするにあたってこれらの問題を解決していかなければならない。本授業では不動産運用設計

の基本として不動産の投資、取引、関連法、税制を講義し、実例を用いて不動産に関する知識を深め、学生が不動産の運用設

計をできるようになることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと不動産基礎① 授業の進め方、予習・課題への取り組み方、成績評価の基準・方法について説明す

る。その上で、不動産運用設計の重要概念を共有する。 

2. 不動産基礎② 不動産運用設計の基礎知識を再確認する。相談者本人のライフプラン、残される配偶者、子のライフプラ

ン、相談者が子だった場合の親との関係性など様々なケースで、優先すべきこと検討すべきことを念頭にディスカッションを

行う。 

3. 不動産価格評価① 不動産の価格、その種類・価格形成要因を解説し、不動産鑑定評価の概要を解説する。 

4. 不動産価格評価② 公示価格・基準地標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額の概要と、その利用法を解説する。 

5. 不動産取引① 不動産取引におけるデュー・デリジェンスの重要性とその調査項目について解説し、権利関係や公法上の

規制等についての調査方法を確認する。 

6. 不動産取引② 不動産登記について理解を深め、不動産の権利について解説する。不動産の契約書に定められた基本的

条項を確認し、不動産取引における留意点についてディスカッションを行う。 

7. 不動産関連法① 借地借家法の新法と旧法の相違点・定期借地権制度・定期借家制度を解説する。分譲マンションにおけ

る区分所有法について解説する。 

8. 不動産関連法② 国土利用計画法による土地取引の規制、都市計画法の開発行為、建築基準法の集団規定を解説する。 

9. 不動産関連税制① 不動産に関わる税金の種類を確認し、不動産の取得及び保有時における留意点を解説する。 

10. 不動産関連税制② 個人が不動産を譲渡した場合において、所有期間等に応じたさまざまな税額を計算できるよう演習等

を行う。 

11. 不動産有効活用① 不動産有効活用プランニングについて理解を深め、相続等を考慮した場合の演習等を行う。 

12. 不動産有効活用② 実在のケースを参考にして、不動産有効活用のディスカッションを行う。 

13. まとめ 各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、試験を行う。 

14. テスト 各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、試験を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席および積極的な参加(30%)/各回の課題への取組み(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川口有一郎、2017、『不動産運用設計』、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 (ISBN:978-4-

907001-92-6) 

2. ウィリアム・J・ポルブー ジェフリー・L・クルクシャンク、2007、『ハーバード・ビジネススクールが教える不動産投資ゲーム』、日

経 BP社 (ISBN:978-4-8222-4549-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 久恒新、2011、『不動産バブルで勝つ鉄則』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-31664-8) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

21%（14 回中 3 回） 

※実務家教員 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL484 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL484／リスクと保険 

(Risk and Insurance) 

担当者名 

（Instructor） 
山﨑 亮(YAMAZAKI RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ビジネスデザイン立教会 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的な資産設計を行う専門家であるファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）を養成・認証する日本ＦＰ協会の知見に基づき、「リスク

と保険」に関する知識とスキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）にとって、最も重要な業務の一つに、顧客が保有するリスクを管理するということがある。そし

て、その方法とは、将来の不確実な家計や企業財務の収支をある一定の仮定に基づき数値化して見通しをつけ、もし収支バラン

スが崩れているようであれば、何らかの対策を講じ、顧客にアドバイスを行うことである。ところが、顧客の金融資産や不動産とい

った財産はその価格や価値が常に変動するリスクにさらされている。そのため、適切な活動を行うために、ＦＰは、リスクを管理し

つつ、財産価値を高め、顧客のファイナンシャル・プランを達成できるようにアドバイスする必要がある。 

 従って、本講義では、リスクとは何かということを十分に理解し、それらのリスクに対して、保険の活用をはじめとしたリスクマネ

ジメント手法を身につけることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の進め方、成績評価等）。リスクマネジメントの基礎①：リスク分類を理解し、純粋リスクマネジメント

における保険での移転を考える。 

2. リスクマネジメントの基礎② ：リスクマネジメント手法であるリスク・コントロール技術を用いた損害頻度・損害規模の軽減、

リスク・ファイナンシング技術を用いた保険等による財務的影響の軽減を検討する。 

3. 保険の仕組み①：保険の歴史を知ることで、保険の成り立ちから現代における保険の仕組みを知る。その上で、保険料の

算出に用いる「大数の法則」と「収支相当の原則」という二つの考え方について理解する。 

4. 保険の仕組み②：生命保険と損害保険それぞれの仕組みと保険の基礎知識を学習する。 

5. 保険制度：保険制度の概要を理解し、健全に制度を運用するために欠かせない保険業法や保険法を学習する。 

6. 保険業界を取り巻く環境：保険業界を取り巻く環境を考慮し、死亡保障、医療保障、介護保障、老後保障のニーズの現状

と、それぞれの経済的準備状況を理解する。 

7. 生命保険の種類：顧客の生命保険加入目的(保障ニーズ)にあったアドバイスができるように、保険商品の特徴と活用法に

ついて理解する。 

8. 損害保険の種類：損害保険の仕組みと保険金額の設定について理解し、的確な商品選択のアドバイスができるように商品

の特徴と活用方法を理解する。 

9. 保険の税務①：個人における保険の保険料控除、および契約形態よる保険金を受け取った際の課税関係の相違を理解す

る。 

10. 保険の税務②：法人が支払う保険料や保険金を受け取った際の経理処理(仕訳)について理解する。 

11. リスクマネジメントと保険設計①：個人におけるリスクマネジメントの考え方を理解し、キャッシュフロー表に基づいた必要保

障額の算出、保険設計の方法を学習する。 

12. リスクマネジメントと保険設計②：法人のリスクマネジメントとして企業活動を取り巻くリスクとその対策について理解し、提案

方法、保険設計の方法を学習する。 

13. 本講義のまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/講義内での小テスト(20%)/出席点及び授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2017、『ＦＰテキスト/リスクマネジメント』、日本 FP協会 (ISBN:978-4-907001-93-3) 

日本 FP協会認定テキスト「リスクマネジメント」に沿って学習するが、授業内では講義用レジュメを利用するため、持ち込みは任

意。 

 

参考文献（Readings） 
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講義の中で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL491／相続・事業承継設計 

(Planning of Business Succession) 

担当者名 

（Instructor） 
飯塚 正裕(IIZUKA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
ビジネスデザイン立教会 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、総合的な資産設計を行う専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)を養成・認証する日本 FP協会の知見に基

づいて、相続・事業承継設計に必要な知識とスキルについて習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特定非営利法人日本 FP協会の「CFP®認定教育プログラム」の一部として、CFP®資格の審査試験相続・事業承継設計科目の内

容に基づいて行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションとパーソナル・ファイナンス基礎① 

授業の進め方、予習・課題への取組方、成績評価の基準・方法について説明する。 

2. パーソナル・ファイナンス基礎② 

パーソナル・ファイナンスとライフプランの重要概念を共有する。 

3. 税務基礎 

わが国の主要税制、主要税目の解説 

4. 税務基礎 

事業所得、不動産所得、給与所得など個人の所得税の基礎となる 10 種類の所得について解説し、所得税の概要を確認 

5. 相続① 

相続税の基礎として相続人、相続分、法定相続分、遺留分を確認 

6. 相続① 

遺産分割の方法として、遺言、分割協議、生前の対策として贈与、相続時精算課税の解説 

7. 相続② 

相続税の非課税財産と小規模宅地等の特例を確認 

8. 相続② 

相続税の申告、税額計算、相続税の納付方法について解説 

9. 事業承継設計① 

事業承継の基本的な考え方として経営権の引継ぎと自社株の引継ぎについて解説 

10. 事業承継設計① 

自社株の評価方法として取引相場のない株式の各種判定方法、評価方法の解説 

11. 事業承継設計② 

株価対策、株数の準備、納税資金の確保について解説 

12. 事業承継設計② 

後継者がいない場合の対策として、会社の精算、資産の売却、M&A等について解説 

13. まとめ 

各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、試験を行う 

14. テスト 

各回の授業の振り返りを行い、本講義を総括のうえ、試験を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習事項：授業内で指示する教材を事前に読むこと。 

課題：授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/授業への出席及び積極的な参加(35%)/各界の課題への取組(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 日本 FP協会、2017、『相続・事業承継設計』、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL501／ビジネス・エシックス１ 

(Business Ethics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 正治(WATABE MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化の進展に伴い、近年、企業経営で最重要視されている，（１）企業倫理（ビジネス・エシックス）・コンプライアンス，

（２）経営革新をめざすためのコーポレート・ガバナンス，（３）企業の社会的責任（ＣＳＲ）およびＣＳＲの進化型ＣＳＶ（共通価値の

創造），ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の企業のあり方のうち，本講座では（１）の企業倫理（ビジ

ネス・エシックス）・コンプライアンスについて国際企業法務の視点から，考察・解明する（（２）・（３）については「ビジネス・エシック

ス２」で講じる）。研究職や企業家はもとより，企業に関係するすべての者にとって（１）・（２）・（３）は必須の学識であり、企業経営

の基盤としての必須要件であることを理解し、実践できる方策を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講座の進行は，「授業の目標」を修得し，さらには大学院生としての資質向上を図るために，受講生の関心のニーズを踏まえ，

配布するレジュメ，最新資料，事例研究，論文紹介，視聴覚教材等を活用し，適宜ディスカッションを組み入れながら受講生参画

型で行う。 

具体的には，企業倫理（ビジネス・エシックス）の確立，企業におけるコンプライアンスの構築とコンプライアンス経営の実践につ

いて理論と事例研究で考察する。また，多発している企業不祥事はなぜ起こりその本質は何かについて焦点を当て，解説する。

経営理念と行動規範（倫理綱領）の役割と関係，健全な内部管理態勢とその構築のための基本的な企業法務と企業倫理の確

立・実践について解明し，受講生によるモデル行動規範（倫理綱領）の策定と発表により総括する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／主要３課題（①企業倫理（ビジネス・エシックス）とコンプライアンス②コーポレート・ガバナンス③企業の

社会的責任（ＣＳＲ））の国際的・法制度的・構造的なあるべき姿と方向性を考察する／受講生の意見交換・ディスカッション 

2. １．企業倫理（ビジネス・エシックス）とコンプライアンス 

１‐（１）わが国の企業不祥事の特徴と教訓に学びコンプライアンス態勢の構築へ／受講生の意見交換・ディスカッション 

3. １‐（２）コンプライアンス・企業倫理の本質／受講生の意見交換・ディスカッション 

4. １‐（３）経営理念・行動規範（倫理綱領）の役割と位置付け（策定の意義と項目）／受講生の意見交換・ディスカッション 

5. １‐（４）日本企業の経営理念・行動指針／受講生の意見交換・ディスカッション 

6. １‐（５）米国の事例研究／受講生の意見交換・ディスカッション 

7. １‐（６）国際的な行動憲章，重要視すべき宣言・憲章等／受講生の意見交換・ディスカッション 

8. １‐（７）行動規範（倫理綱領）策定の意義と具体的な項目，策定手順／受講生の意見交換・ディスカッション 

9. １‐（８）健全な内部管理態勢と企業法務／受講生の意見交換・ディスカッション 

10. １‐（９）企業法務の立場と内部統制システム／受講生の意見交換・ディスカッション 

11. １‐（10）企業倫理態勢の確立と実践，経営リーダーの役割／受講生の意見交換・ディスカッション 

12. １‐（11）具体的な企業倫理の実践とその確立／受講生の意見交換・ディスカッション 

13. １‐（12）コンプライアンス経営と企業の社会的責任／受講生の意見交換・ディスカッション 

14. １‐（13）まとめ；受講生による「モデル行動規範（倫理綱領）」の策定と発表／受講生の意見交換・ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて，授業内で都度指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/最終レポート（モデル行動規範（倫理綱領）の策定）の発表(20%)/ディスカッション・授業内で指示

した課題提出の状況(30%)/リアクションペーパー・出席の状況・参画意欲等(20%) 

＊最終レポートである「モデル行動規範（倫理綱領）」の策定と発表および主要課題へのレポート提出のほか，リアクションペーパ

ー，意見交換，ディスカッションなどを総合的に勘案して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメおよび資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で，課題に合わせて適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【リアクションペーパー】 

提出されたリアクションペーパーは，次回授業時に「コメント」を付けて返却する。また受講生同士が情報共有した方が良い意見

等については，記入者名を伏せて，その内容を公表し解説する。 

 

 

【系統的履修について】 

ビジネス・エシックスの理解を深めるため，本講座履修後，引き続き「ビジネス・エシックス２」の履修を推奨する。 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

【実務家教員による授業】 

本講座は、豊富な実務経験と高度の専門知識と研究業績を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL503／ビジネス・エシックス２ 

(Business Ethics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 正治(WATABE MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化の進展に伴い，近年，企業経営で最重要視されている，（１）企業倫理（ビジネス・エシックス）・コンプライアンス，

（２）経営革新をめざすためのコーポレート・ガバナンス，（３）企業の社会的責任（ＣＳＲ）およびＣＳＲの進化型ＣＳＶ（共通価値の

創造），ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の企業のあり方のうち，本講座では（２）と（３）について国

際企業法務の視点から，考察・解明する（（１）については「ビジネス・エシックス１」で既習）。研究職や企業家はもとより，企業に

関係するすべての者にとって（１）・（２）・（３）は必須の学識であり，企業経営の基盤としての必須要件であることを理解し，実践で

きる方策を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講座の進行は，「授業の目標」を修得し，さらには大学院生としての資質向上を図るために，受講生の関心のニーズを踏まえ，

配布するレジュメ，最新資料，事例研究，論文紹介，視聴覚教材等を活用し，適宜ディスカッションを組み入れながら受講生参画

型で行う。 

具体的には，経営革新をめざすためのコーポレート・ガバナンスについて，その論議と進展，国際的な環境変化，経営システムの

制度改革，内部統制システムの構築義務，多発しているグローバル企業の不祥事例などを取り上げる。また，企業の社会的責

任（ＣＳＲ）およびＣＳＲの進化型ＣＳＶ（共通価値の創造）のあり方を理解し、さらにはＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の重要性とＳ

ＤＧｓ（持続可能な開発目標）のあり方を理解する。近年，企業を見る社会の眼が一段と厳しくなる中，企業として従来の財務業績

向上に加えて，誠実な企業行動をとり，社会的責任を果たすことがビジネス成功の鍵となっていることを理論と事例研究で考察す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ２.コーポレート・ガバナンス ２‐（１）わが国および諸外国におけるコーポレート・ガバナンスの現状と改革の流れ ／受講

生の意見交換・ディスカッション 

2. ２‐（２）コーポレート・ガバナンスに係る内部統制／受講生の意見交換・ディスカッション 

3. ２‐（３）コーポレート・ガバナンスと会社の仕組み，株式会社とは何か ／受講生の意見交換・ディスカッション 

4. ２‐（４）取締役および監査役の職務と課題／受講生の意見交換・ディスカッション 

5. ２‐（５）会社法と金融商品取引法の特徴 （６）グローバル企業の不祥事例／受講生の意見交換・ディスカッション 

6. ２‐（７）内部統制システムのあり方と構築義務／コーポレート・ガバナンスのまとめ／受講生の意見交換・ディスカッション 

7. ３．ＣＳＲ（企業の社会的責任） 

３‐（１）企業の社会的責任の世界的潮流，多様な概念と表現／受講生の意見交換・ディスカッション 

8. ３‐（２）国際的なＣＳＲの動向 （３）わが国におけるＣＳＲの流れ／受講生の意見交換・ディスカッション 

9. ３‐（４）企業の社会的責任の重要性 （５）企業の持続的発展とＣＳＲ／受講生の意見交換・ディスカッション 

10. ３‐（６）わが国のＣＳＲ活動 （７）ステークホルダーとのコミュケーション （８）ＣＳＲの本質と戦略的取組み・実践手法／受講

生の意見交換・ディスカッション 

11. ３‐（９）ＩＳＯ２６０００（国際規格）と社会的責任の理解／受講生の意見交換・ディスカッション 

12. ３‐（10）ＳＲＩ（社会的責任投資）とＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）／受講生の意見交換・ディスカッション 

13. ３‐（11）ＣＳＲ報告書のあり方・事例研究 （12）ＣＳＲの進化型ＣＳＶ（共通価値の創造）の取組みと現状／受講生の発表・意

見交換・ディスカッション 

14. ３‐（13）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と企業のあり方／ＣＳＲ（企業の社会的責任）のまとめ／受講生の意見交換・ディスカ

ッション／本講座の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて，授業内で都度指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/最終レポートの発表(20%)/ディスカッション・授業内で指示した課題提出の状況(30%)/出席の状

況・リアクションペーパー・参画意欲等(20%) 

＊最終レポート，最終レポートの発表および主要課題へのレポート提出のほか，リアクションペーパー，意見交換，ディスカッショ

ンなどを総合的に勘案して評価する。 

 



 - 300 - 

テキスト（Textbooks） 

レジュメおよび資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で，課題に合わせて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【リアクションペーパー】 

提出されたリアクションペーパーは，次回授業時に「コメント」を付けて返却する。また受講生同士が情報共有した方が良い意見

等については，記入者名を伏せて，その内容を公表し解説する。 

 

【系統的履修について】 

ビジネス・エシックスの理解を深めるために「ビジネス・エシックス１」の既習が望ましい。本講座のみの履修も可。 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

【実務家教員による授業】 

本講座は、豊富な実務経験と高度の専門知識と研究業績を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL509／リーダーシップ論１ 

(Leadership 1) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リーダーシップ理論やケース演習を通じて、リーダーシップとは何か、リーダーシップ実践手法を学ぶ。受講者自身のリーダーシッ

プにおける強み・弱み、スタイルを確認し、各自のリーダーシップ開発を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化、インターネット化、社会の多様化などにより、ビジネスや社会活動を取り巻く環境は急激に変化してきている。この

ような複雑な環境下、リーダーシップの重要性がさらに高まり、また取るべきリーダーシップのあり方も変化してきている。リーダ

ーシップについて、過去のリーダーシップ研究の変遷をおさえながら、国内、グローバル企業・組織の経営幹部、リーダー、マネー

ジャーなどのケースを参考に学習していく。講義中心ではなく、個人ワーク、グループディスカッション、ケース演習などを多く取り

入れ、全員参加型ワークショップ形式で進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リーダーシップの定義： リーダーシップとは何か？ 

2. リーダーシップ理論研究の変遷① （特性理論   ・行動理論  ・条件適合型理論） 

3. セルフ・リーダーシップ①：自分自身の強み／弱み、価値分析 

4. セルフ・リーダーシップ②：自分自身のビジョン構築・リーダーシップ開発プラン検討 

5. リーダーシップ理論研究の変遷② （カリスマ型・変革型リーダーシップ等） 

ケース例）日産自動車 リバイバルプラン、 富士フイルム 第二創業 等） 

6. リーダーシップ理論研究の変遷③  

（EQ 型・ファシリテーション型・サーバント型リーダーシップ等） 

7. チーム・リーダーシップ①：ビジョン構築手法と演習 ケース例）パナソニック、トヨタ 等 

8. チーム・リーダーシップ②：モチベーション理論  

9. グローバル・リーダーシップ①：異文化理解 フレームワーク ケース例）日産 等 

10. グローバル・リーダーシップ②：ロールプレー演習  

ケース例）能力は高いが、チームワークをとらない米国人部下へのリーダーシップ 等 

11. ソーシャル・リーダーシップ：ケーススタディ   ケース例)グラミン銀行・住友化学 等 

12. ゲストスピーカー(企業経営者・起業家など）による講演とディスカッション① 

13. ゲストスピーカー(企業経営者・起業家など）による講演とディスカッション② 

14. リーダーシップ開発プランの発表・質疑応答・全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内で別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業貢献（出席、発言など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安部哲也、2009、『ワールドクラス・リーダーシップ』、同友館 (ISBN:978-4-496-04487-8) 

2. TETSUYA ABE. 2012. WORLD-CLASS LEADERSHIP. World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd (ISBN:978-981-4360-71-5) 

上記、日本語版、英語版のいずれか１冊でよい（内容はほぼ同様であるため、どちらかを選択） 

 

参考文献（Readings） 

1. マーカス・バッキンガム、2001、『さあ，才能(じぶん)に目覚めよう』、日本経済新聞社 (ISBN:4532149479) 

2. ゲイリー ハメル、2013、『経営は何をすべきか』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478015694) 

3. ジム・コリンズ、2001、『ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則』、日経 BP社 (ISBN:4822242633) 

4. 安部哲也、2017、『課長の心得』、総合法令出版 (ISBN:978-4-86280-553-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

系統的履修  リーダーシップ論２も継続受講すること。 
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【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は約 70％（10 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL510 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL510／リーダーシップ論２ 

(Leadership 2) 

担当者名 

（Instructor） 
安部 哲也(ABE TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リーダーとして、コーチングスキルを学び、部下や同僚などに対し、コーチングを実践活用できるレベルになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業・組織を取り巻く環境が複雑化、多様化する中、企業・組織の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」において「ヒト」をどう動

機づけ、どう育成していくかが、さらに重要かつ難しい課題となってきている。経営者、リーダー、マネージャーがメンバーを動機

付け、育成するための実践的なリーダーシップ・コーチング・スキルを習得する。コーチングスキルは欧米において、経営者やリー

ダー、マネージャーに不可欠なスキルとして定着してきており、また日本やアジアの企業・組織においても導入が急速に進んでい

る。コーチングの基本的な考え方、コミュニケーションスキル、ビジョン実現モデルなどを理論と実践的演習などを通じて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リーダーシップ・コーチングの定義  

ティーチングとコーチング メリットとデメリット、使い分け 

2. 信頼関係の構築 

3. コーチング・コミュニケーション・スキル演習①： アクティブリスニング 

4. コーチング・コミュニケーション・スキル演習②： 効果的な質問スキル 

5. コーチング・コミュニケーション・スキル演習③： フィードバックスキル 

6. コーチング・コミュニケーション・スキル演習④： ロールプレー演習 

ケース例）仕事をかかえこむメンバーへのコーチング など 

7. ビジョン実現（ＧＲＯＷ）モデル 演習 

8. 組織文化について   ケース例）テルモ 等 

9. ラーニング・オーガニゼーション：学習する組織とは何か 

10. リーダーシップ開発プランの進捗確認とフィードバック 

11. 自主テーマ研究（経営者，リーダーへのインタビュー，事例研究など）  

12. ゲスト・スピーカーによる講義・議論①  例）企業経営者・管理者など 

13. ゲスト・スピーカーによる講義・議論②  例）企業経営者・管理者など 

14. リーダーシップ開発プランの進捗発表・質疑応答・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内で別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業貢献（出席、発言など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に配布，指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安部 哲也、2003、『カルロス・ゴーン流リーダーシップ・コーチングのスキル』、あさ出版 (ISBN:4860630440) 

2. ピーター M センゲ、2011、『学習する組織―システム思考で未来を創造する』、英治出版 (ISBN:4862761011) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

系統的履修 リーダーシップ論１も履修すること。 

【双方向による授業】簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による

授業の割合は約 70％（10 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 305 - 

■VL521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL521／ヒューマン・リソース・マネジメント１ 

(Human Resource Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
本科目は主として留学生向けの科目である 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海外事業所の開設、外資系企業との提携や合併、ビジネスのグローバル化はとどまることをしりません。ビジネスパーソン個人に

とっても、日々の業務で外国人相手の対応を迫られるケースが珍しくなくなりました。外国人留学生のみなさんにとっても、日本人

のビジネスの商習慣やマナー、企業文化などさまざまな場面で大きな違いがあります。その中で、コミュニケーションに悩むビジ

ネスパーソンも多いでしょう。グローバルで活躍したい皆さんのために、日本人、外国人と対等に渡り合う術を学びましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門性を身に着け、論点をとらえ、論理思考で説明する。話し合いではなく議論する。他人との違いを楽しむ。仕事も趣味も積極

的に経験する。客観性だけでなく感性を大切にする。自らを深く理解し、自分軸を持つ、ことを身につけましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 外国人を意識して仕事をする必要がある理由。 

2. 新時代に日本人、中国人が海外でも結果を出すための７つの条件。 

3. グローバルビジネスでは、具体的な「専門性」が常に要求される 

4. 個人の性格や業務スタイルも専門性にできる 

5. 外部講師 －ＧＥで活躍する日本人部長 

6. 外部講師 －ＧＥで活躍する日本人部長 

7. 論点思考ー物事の本質を常に考えて解決策を導き出す 

8. 論理的に自分の言葉で説明する 

9. 話し合いではなく、議論する 

10. 気に入らいない意見と出会ったときは 

11. 他人との違いを楽しむ 

12. 「〇〇人はこう」というステレオタイプ的な見方は失敗を生む 

13. 仕事も趣味も積極艇に経験する 

14. 意識的に経験を積むためにツールを使う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必ず毎回予習して課題本を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本紳也、2017、『外国人と働いて結果を出す人の条件』、幻冬舎 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本教員は、日米企業の人事部で 25 年の現場経験があり、経営コンサルタントも務めています。現場と理論の融合から、実践的

にダイバーシティな職場におけるコミュニケーションについて、双方向ディスカッションをします。全員参加型のファシリテーション

議論をします。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL526／ヒューマン・リソース・マネジメント２ 

(Human Resource Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
本科目は主として留学生向けの科目である 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イノベーションを起こすには、ダイバーシティな経験、背景をもつ人財が組織にいることが重要である。どのような組織の条件下

で、最もイノベーションが生まれるのか、ディスカッションをしながら考えてみよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

起業家、イノベーションが生まれやすい環境とは、どのような条件下なのか。グローバルな視点で、次々生まれている起業家たち

について学びながら、どのような目的でそのビジネスを始めたのかを理解しよう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ダイバーシティとイノベーション１ 

2. ダイバーシティとイノベーション２ 

3. ＣＳＶとイノベーション１ 

4. ＣＳＶとイノベーション２ 

5. ＢＯＰとイノベーション１ 

6. ＢＯＰとイノベーション２ 

7. 高齢化社会とイノベーション１ 

8. 高齢化社会とイノベーション２ 

9. 高齢化社会とイノベーション３ 

10. 幼児教育投資対効果とイノベーション１ 

11. 幼児教育投資対効果とイノベーション２ 

12. 環境問題とイノベーション１ 

13. 環境問題とイノベーション２ 

14. 環境問題とイノベーション３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、World Economic Forum, BBC, など簡単な英語のビデオ（2 分程度）を予習課題として出します。それを視聴したうえで、授

業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Ｗｏｒｌｄ Economic Forum, BBC, などの最新の世界で起きている事象を理解してから、授業に臨むこと。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本教員は、日米企業の人事部で 25 年間の実務経験を持ち、経営コンサルタントもしている。現場と理論と、世界の最新のトレン

ドを融合した事象について、ディスカッションで深く考えることを促す。毎回、全員参加型のファシリテーション型議論を行う。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL541 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL541／ビジネス・オーガニゼーション１ 

(Business Organization 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本企業の組織と戦略の可能性と限界を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では，現代の組織論を戦略論との関連から学ぶ。キーワードは日本企業、製造業および組織構造（人事管理も含む）であ

る。受講生が自分で考え、発言する力を養う。ディスカッションへの参加を重視する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 組織論の基礎（１）組織構造 

3. 組織論の基礎（２）「組織は戦略に従う」 

4. 戦略論の基礎（１）競争戦略論の考え方と応用 

5. 戦略論の基礎（２）資源ベース戦略論の考え方 

6. 戦略論の基礎（３）「戦略は資源に従う」 

7. ゲストスピーカー（日程は未定） 

8. ケース：日本企業と欧米企業の比較 

9. ケース：規模と範囲の経済（フォードと GM） 

10. ケース：ネットワーク経済（グーグル、マイクロソフト） 

11. ケース：多角化戦略と組織構造（GM，ソニー，パナソニック） 

12. ゲストスピーカー（日程は未定） 

13. 受講生の発表（日程は未定） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義中に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(50%)/授業参加度（プレゼン・発言）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中にレジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木秀一他、2017、『経営のルネサンス』、文眞堂 

2. 鈴木秀一、2002、『入門経営組織』、新世社 (ISBN:4-88384-041-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VL546 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL546／ビジネス・オーガニゼーション２ 

(Business Organization 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略の理論 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織と経営戦略の理論とケースを学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期は，ケースを中心に組織と戦略の問題をイノベーションを中心に考察する。日本企業の経営戦略を IOT，オープンイノベー

ション，少子高齢化、日本的な人材マネジメントのゆらぎなどがキーワードになる。ディスカッション参加率を重視する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本企業のイノベーション戦略（これまで） 

3. 終身雇用とものづくり（内部開発）の制度的な補完性 

4. グローバル化と新興国マーケットへの不適応 

5. ゲストスピーカー・第一回（日程は未定） 

6. 新しい R&D 戦略と終身雇用システムの不適応 

7. ケース：シャープの緊急プロジェクト（R&D) 

8. ケース：トヨタとホンダの戦略分析 

9. ゲストスピーカー・第二回（日程は未定） 

10. 組織理論とイノベーション理論 

11. ケース：日本企業の組織とイノベーション 

12. 「カイシャ」と安定志向の人生観 

13. ゲストスピーカー・第三回（未定） 

14. まとめ：迷走する日本の製造業 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義中に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(50%)/授業参加度（プレゼン・発言）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中にレジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. ティッド他、2004、『イノベーションの経営学』、NTT出版 (ISBN:4-7571-2126-1) 

2. 鈴木秀一他、2017、『経営学のルネサンス』、文眞堂 

講義中に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VL551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL551／ビジネス・オーガニゼーション３ 

(Business Organization 3) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織デザインの基本原理と諸問題について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ビジネス・オーガニゼーション」とは、ビジネスを行う組織、すなわち企業組織のことを指している。組織を定義することは実はそ

れほど簡単ではないが、有名なものとしては例えばバーナードが、「ふたり以上の人々の意識的に統括された活動や諸力の体

系」として定義し、「相互に意思の疎通を図ることができ、達成すべき共通の目的を認識し、相互に努力・貢献しようとするとき組

織は成立する」と述べている。しかしここではより一般的に、ビジネスという目的を実現するために人為的に形成された「分業と調

整による協働の仕組み」として定義しておきたい。 

 今日のグローバル化の進展と技術革新、規制緩和といった動きを背景として、いかに効率的かつ競争力ある組織を創り上げる

かは極めて重要な戦略的課題となっている。組織が人間の協働の仕組みであると考えれば、組織の競争力にとって組織を担う

個々の人間の問題も当然等閑にすることはできない。 

 この講義では、組織について、その原理や原則に立ち戻って理論的に考察することを通じて今日の企業組織の現状を批判的に

捉え、その問題を発見することにつながるような知識を学びたいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 協働のシステムとしての組織 

2. 組織の成立と存続の要件：組織の一般理論（1） 

3. 組織の成立と存続の要件：組織の一般理論（2） 

4. 公式組織と非公式組織：モチベーション問題の発見 

5. 組織デザインのフレームワーク 

6. 経営者の役割と組織のマネジメント 

7. 組織のデザイン変数（1） 

8. 組織のデザイン変数（2） 

9. 組織のデザイン変数（3） 

10. 環境適応と組織 

11. 組織のコンティンジェンシー要因（1） 

12. 組織のコンティンジェンシー要因（2） 

13. コンフィギュレーションと組織デザイン（1） 

14. コンフィギュレーションと組織デザイン（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 ご自身のお仕事や職場、会社組織を素材として、どのような問題に直面しているのか、その問題はどのような問題であるのか、

なぜそうした問題が生じているのか、考えてみてください。 

 また、参考文献にある書籍を読んでおくとよいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(20%)/授業内レポート(40%)/授業内の課題（リアクションペーパー、発表など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ピコー、ディートル、フランク、2007、『新制度派経済学による組織入門』、白桃書房 

2. 佐久間信夫編、2005、『新版現代経営学』、学文社 

3. ヘンリー・ミンツバーグ、2007、『H・ミンツバーグ経営論』、ダイヤモンド社 

4. ジョン・ロバーツ、2005、『現代企業の組織デザイン』、NTT出版 

そのほか、講義において随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL552／ビジネス・オーガニゼーション３ 

(Business Organization 3) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織デザインの基本原理と諸問題について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ビジネス・オーガニゼーション」とは、ビジネスを行う組織、すなわち企業組織のことを指している。組織を定義することは実はそ

れほど簡単ではないが、有名なものとしては例えばバーナードが、「ふたり以上の人々の意識的に統括された活動や諸力の体

系」として定義し、「相互に意思の疎通を図ることができ、達成すべき共通の目的を認識し、相互に努力・貢献しようとするとき組

織は成立する」と述べている。しかしここではより一般的に、ビジネスという目的を実現するために人為的に形成された「分業と調

整による協働の仕組み」として定義しておきたい。 

 今日のグローバル化の進展と技術革新、規制緩和といった動きを背景として、いかに効率的かつ競争力ある組織を創り上げる

かは極めて重要な戦略的課題となっている。組織が人間の協働の仕組みであると考えれば、組織の競争力にとって組織を担う

個々の人間の問題も当然等閑にすることはできない。 

 この講義では、組織について、その原理や原則に立ち戻って理論的に考察することを通じて今日の企業組織の現状を批判的に

捉え、その問題を発見することにつながるような知識を学びたいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 協働のシステムとしての組織 

2. 組織の成立と存続の要件：組織の一般理論（1） 

3. 組織の成立と存続の要件：組織の一般理論（2） 

4. 公式組織と非公式組織：モチベーション問題の発見 

5. 組織デザインのフレームワーク 

6. 経営者の役割と組織のマネジメント 

7. 組織のデザイン変数（1） 

8. 組織のデザイン変数（2） 

9. 組織のデザイン変数（3） 

10. 環境適応と組織 

11. 組織のコンティンジェンシー要因（1） 

12. 組織のコンティンジェンシー要因（2） 

13. コンフィギュレーションと組織デザイン（1） 

14. コンフィギュレーションと組織デザイン（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 ご自身のお仕事や職場、会社組織を素材として、どのような問題に直面しているのか、その問題はどのような問題であるのか、

なぜそうした問題が生じているのか、考えてみてください。 

 また、参考文献にある書籍を読んでおくとよいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(20%)/授業内レポート(40%)/授業内の課題（リアクションペーパー、発表など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ピコー、ディートル、フランク、2007、『新制度派経済学による組織入門』、白桃書房 

2. 佐久間信夫編、2005、『新版現代経営学』、学文社 

3. ヘンリー・ミンツバーグ、2007、『H・ミンツバーグ経営論』、ダイヤモンド社 

4. ジョン・ロバーツ、2005、『現代企業の組織デザイン』、NTT出版 

そのほか、講義において随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL556／ビジネス・オーガニゼーション４ 

(Business Organization 4) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ビジネス・オーガニゼーション 3」に続き、組織デザインの基本原理と諸問題について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、「ビジネス・オーガニゼーション 3」に続き、組織について、その原理や原則に立ち戻って理論的に考察することを通

じて今日の企業組織の現状を批判的に捉え、その問題を発見することにつながるような知識を学びたいと考えている。特に「4」で

は、今日の企業組織や様々な事業体の組織デザインを理解するための理論的知識を修得し、さらにそれを活用して日本企業の

組織デザインの現状を批判的に考えてみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（1） 

2. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（2） 

3. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（3） 

4. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（4） 

5. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（5） 

6. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（6） 

7. 新たな組織デザイン（1） 

8. 新たな組織デザイン（2） 

9. 日本企業の組織デザインを考える（1） 

10. 日本企業の組織デザインを考える（2） 

11. 日本企業の組織デザインを考える（3） 

12. 日本企業の組織デザインを考える（4） 

13. 日本企業の組織デザインを考える（5） 

14. 日本企業の組織デザインを考える（6） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 ご自身のお仕事や職場、会社組織を素材として、どのような問題に直面しているのか、その問題はどのような問題であるのか、

なぜそうした問題が生じているのか、考えてみてください。 

 また、参考文献にある書籍を読んでおくとよいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(20%)/授業内レポート(40%)/授業内の課題（リアクションペーパー、発表など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ピコー、ディートル、フランク、2007、『新制度派経済学による組織入門』、白桃書房 

2. 佐久間信夫編、2005、『新版現代経営学』、学文社 

3. ヘンリー・ミンツバーグ、2007、『H・ミンツバーグ経営論』、ダイヤモンド社 

4. ジョン・ロバーツ、2005、『現代企業の組織デザイン』、NTT出版 

そのほか、講義において随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「ビジネス･オーガニゼーション 3」を履修しておくことが望ましいと思いますが、「4」のみの履修も可能です。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL557 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL557／ビジネス・オーガニゼーション４ 

(Business Organization 4) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ビジネス・オーガニゼーション 3」に続き、組織デザインの基本原理と諸問題について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、「ビジネス・オーガニゼーション 3」に続き、組織について、その原理や原則に立ち戻って理論的に考察することを通

じて今日の企業組織の現状を批判的に捉え、その問題を発見することにつながるような知識を学びたいと考えている。特に「4」で

は、今日の企業組織や様々な事業体の組織デザインを理解するための理論的知識を修得し、さらにそれを活用して日本企業の

組織デザインの現状を批判的に考えてみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（1） 

2. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（2） 

3. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（3） 

4. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（4） 

5. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（5） 

6. 組織のコンフィギュレーション：基本類型の特徴と問題（6） 

7. 新たな組織デザイン（1） 

8. 新たな組織デザイン（2） 

9. 日本企業の組織デザインを考える（1） 

10. 日本企業の組織デザインを考える（2） 

11. 日本企業の組織デザインを考える（3） 

12. 日本企業の組織デザインを考える（4） 

13. 日本企業の組織デザインを考える（5） 

14. 日本企業の組織デザインを考える（6） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 ご自身のお仕事や職場、会社組織を素材として、どのような問題に直面しているのか、その問題はどのような問題であるのか、

なぜそうした問題が生じているのか、考えてみてください。 

 また、参考文献にある書籍を読んでおくとよいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(20%)/授業内レポート(40%)/授業内の課題（リアクションペーパー、発表など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ピコー、ディートル、フランク、2007、『新制度派経済学による組織入門』、白桃書房 

2. 佐久間信夫編、2005、『新版現代経営学』、学文社 

3. ヘンリー・ミンツバーグ、2007、『H・ミンツバーグ経営論』、ダイヤモンド社 

4. ジョン・ロバーツ、2005、『現代企業の組織デザイン』、NTT出版 

そのほか、講義において随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「ビジネス･オーガニゼーション 3」を履修しておくことが望ましいと思いますが、「4」のみの履修も可能です。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL562 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL562／ヒューマン・リソース・マネジメント３ 

(Human Resource Management 3) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的に重要な興味を持つ事実や現象も、そもそもそれに対する関心や問題意識がないと目に入ってこないし、思いを巡らすこ

ともない。したがって、本授業の参加者に期待するのは、労働市場やキャリアやＨＲＭなどに関して、まずは何か一つでも思いを

巡らしてほしい。あるいはなぜそのような事象が生まれるのだろうかということについて問題意識を持ってほしい。その問題関心こ

そが前提となるからである。自分の関心や問題意識を確認した後で、現在ＨＲＭ分野の周りで生じている諸問題に対し、知識・情

報、またそれを理解するための理論・仮説をわかりやすく本授業で考えながら学んでいただき、ロジックをもって説明できるように

なっていただきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第一部は、ＨＲＭを取り巻く環境を取り上げ、とりわけ労働市場についての説明を行う。労働市場における需要と供給のロジック、

内部労働市場、神ｔ系資本、ＨＲについての基本理解。 

第二部は、ＨＲＭのミクロ的理論、経営戦略とＨＲ，業績管理とコンピテンシー、従業員の動機付けのメカニズム、人事考課と給与

制度、キャリア形成、グローバル人材開発、非正社員の活用、退職金・企業年金の仕組み。 

第三部は、ＨＲＭのマクロ的理論として、労使関係、少子高齢化問題、ダイバーシティ、グローバル人事の諸問題を取り上げる。

一貫して、仮説・理論や論理性を重視しているのが特徴である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 労働市場と人的資源管理の関係を考える 

2. 戦略と人的資源管理 

3. 採用と導入訓練 

4. コンピテンシー 

5. 評価と動機付け 

6. 報酬管理 

7. リーダーシップ 

8. キャリア形成 

9. グローバル人材開発 

10. ダイバーシティとインクルージョン 

11. ワーク・ライフ・バランス 

12. 人事部の機能と役割 

13. 労使関係と人的資源管理 

14. セーフティネットと人的資源管理、グローバリゼーションと人的資源管理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

白木三秀編著『人的資源管理の力』（２０１８）を毎回予習して読んでくること。授業はその内容に関するディスカッションとする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業のディスカッション参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白木三秀、2018、『人的資源管理の力』、文真堂 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員は日米企業の人事部経験 25 年の実務家であり、経営コンサルも務める。現場と理論を融合した双方向授業、全員参加型

のファシリテーション手法を用いた授業で、楽しく、わかりやすく人と組織のマネジメントについて考える授業とする。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VL567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL567／ヒューマン・リソース・マネジメント４ 

(Human Resource Management 4) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「働き方改革」「生産性革命」というキーコンセプトが政府から打ち出されているが、市場経済社会における経済活動の主役はあく

まで民間であり、天然資源が乏しく、人口減少も本格化している日本においては、”働き手一人ひとり”の能力を高めていくことこそ

が重要である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

失業なき雇用流動化のジレンマの背後にある構図を解明し、そのソリューションを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 雇用制度改革のプロセスの問題 

2. 解雇ルールをどう見直すべきか。 

3. 雇用・賃金のマトリックスモデル 

4. 働き手にメリットのある限定型正社員のあり方 

5. グループ企業内労働移動の再評価 

6. 人生 100 年時代の高齢者の活用 

7. 地方創生に向けて、地方と都市の人材をかき混ぜる 

8. バブル入社組世代の人的資本 

9. 女性人財を本気で活用できるか否か。 

10. ダイバーシティ経営 

11. 働き方改革 1 

12. 働き方改革 2 

13. 働き方改革 3 

14. 人的資源管理が企業業績に及ぼすメカニズム 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

順番を決めて発表。ディベートするためには、予習必須。全員参加型のファシリテーション型議論を導入。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山田 久、2016、『失業なき雇用流動化』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2345-7) 

 

参考文献（Readings） 

日経新聞 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【実務家教員による授業】 

担当教員は日米企業人事部経験 25 年の実務家教員であり経営コンサルタントも務める。現場と理論の融合から、人と組織のマ

ネジメントについて、双方向ディスカッションする。 

【双方向による授業割合】 

60%。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL569／キャリアデザイン１ 

(Career Design 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自律性」と「多様性」をキーワードにキャリア開発について、個人・企業・社会のいずれかの視点に偏ることなく、解説します。そ

れを踏まえて、自分の職業人生についてディスカッションしましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的な理論や考え方を解説するとともに、ダイバーシティ、働き方改革、正社員の多元化、ワークライフバランス、育児、介護、

再就職、非正規雇用、ブラック企業問題などのトピックスについても具体的に解説。自分事としてディスカッションします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キャリア開発とは何か 

2. キャリア開発の主体 

3. 経営環境とキャリア開発の変化 

4. 求められるキャリア自律 

5. ダイバーシティ経営 

6. 正社員の多元化とキャリア開発 

7. ワークライフバランスと働き方改革 

8. 女性のキャリア開発 

9. 育児期のキャリア開発 

10. 介護責任とキャリア開発 

11. 再就職者のキャリア開発 

12. ブラック企業問題 

13. 非正規雇用のキャリア開発 

14. 自律性と多様性に向き合う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回発表者を決めて発表してもらいます。必ず事前に各章は読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/平常点(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武石恵美子、2016、『キャリア開発論』、中央経済社 (ISBN:978-1-502-19841-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

働き方改革のニュースはウォッチしていてください。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL570 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL570／キャリアデザイン２ 

(Career Design 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中川 有紀子(NAKAGAWA YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自律性」と「多様性」をキーワードにキャリア開発について、個人・企業・社会のいずれかの視点に偏ることなく、解説します。そ

れを踏まえて、自分の職業人生についてディスカッションしましょう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的な理論や考え方を解説するとともに、ダイバーシティ、働き方改革、正社員の多元化、ワークライフバランス、育児、介護、

再就職、非正規雇用、ブラック企業問題などのトピックスについても具体的に解説。自分事としてディスカッションします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自分らしいキャリアとは 

2. 判例に見る雇用保障重視の姿勢 

3. キャリアを支援する専門家 

4. Employerbility と Employmentability 

5. 障碍者雇用をめぐる最近の動向 

6. 法改正で多様な正社員が増える？ 

7. 柔軟な働き方を推進するイギリス 

8. 女性優遇策はなぜ認められる？ 

9. いわゆる「資生堂ショック」 

10. 介護保険で利用できるサービス 

11. 社会制度における「専業主婦」 

12. 労働組合と個別的労働紛争 

13. パートタイム先進国オランダの働き方 

14. 自律性と多様性に向き合う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回発表者を決めて発表してもらいます。必ず事前に各章は読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/平常点(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 武石恵美子、2016、『キャリア開発論』、中央経済社 (ISBN:978-1-502-19841-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

働き方改革のニュースはウォッチしていてください。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 322 - 

■VL573 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL573／ヒューマン・リソース・マネジメント５ 

(Human Resource Management 5) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒューマン・リソース・マネジメント（HRM)と呼ばれる活動の全体像を把握し、その基本的なメカニズムならびに今日的課題につい

て理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

HRM は、｢企業目標の達成に必要な従業員(労働力)を確保し、その合理的な利用をはかる管理活動｣として定義することが出来

る。日本企業においてはこれまで、終身雇用､年功序列､企業内組合､さらには職能資格制度といったことがその雇用システムの

特徴として繰り返し指摘されてきた。はたしてそれは、どのようなメカニズムと理論的背景をもつ仕組みであったのか。そしてそれ

は現在､どのように変化してきており、さらに今後はどのようになると考えられるのか。 

この講義では、人材の採用・配置や報酬の管理、教育訓練、昇進・昇給管理、そして評価システムなど、HRM の具体的な内容に

ついてその理論的背景とともに検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本型雇用システム 

2. 日本型経営の三本の柱 

3. 雇用システムと雇用保障 

4. 雇用の流動化と人材フロー 

5. キャリアの開始と展開 

6. 職務概念と専門職の登用 

7. 雇用のコスト 

8. 労働時間の弾力化 

9. 雇用システムの多様化 

10. 非正規雇用と派遣労働力 

11. 労働者の引退過程 

12. 雇用延長と再就職 

13. 現代の HRM 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/クラス討議への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅野和夫、2004、『新・雇用社会の法』、有斐閣 

2. 神田秀樹、2017、『会社法 第 19 版』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL574 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL574／ヒューマン・リソース・マネジメント６ 

(Human Resource Management 6) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒューマン・リソース・マネジメント（HRM)と呼ばれる活動の理論的把握とともに、企業としての成果達成との関連で HRM をどのよ

うにデザインするかという視点から、今日的課題について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

HRM は、｢企業目標の達成に必要な従業員(労働力)を確保し、その合理的な利用をはかる管理活動｣として定義することが出来

る。このことは、HRM のデザインは企業の経営環境・経営戦略との関連で分析・評価されなければならないことを意味している。 

この講義では、まず HRM の理論的背景を整理し、人材の採用・配置や報酬の管理、教育訓練、昇進・昇給管理、そして評価シス

テムなど、HRM の具体的な内容についてその理論的背景とともに検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本型組織編成の原理 

2. 日本型組織の国際移転 

3. 企業グローバル化の発展段階 

4. 本国志向・現地志向・世界志向 

5. 企業組織の国際比較 

6. 柔構造組織とコンテクスト 

7. システムとしての日本型経営組織 

8. 知的熟練の形成 

9. イノベーションと組織 

10. ナレッジ･マネジメント 

11. コーポレートガバナンス 

12. 株式法人所有と安定株主 

13. 戦略的 HRM と組織変革 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/クラス討議への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅野和夫、2004、『新・雇用社会の法』、有斐閣 

2. 神田秀樹、2017、『会社法 第 19 版』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL591 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL591／メディカル・ビジネス論 

(Medical Business) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療・メディカル産業における「戦略×リーダーシップ×マネジメント」の策定・実行、同産業や同事業のグランドデザイン構築、成

長戦略などについて学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

＊MBA×医療・介護ビジネス 

MBAの応用科目として MBAで学ぶ経営学を医療・介護ビジネスに応用 

 

＊ミッション・ビジョン・バリュー×戦略×リーダーシップ×マネジメント 

MBAの応用科目としてミッション・ビジョン・バリュー×戦略×リーダーシップ×マネジメント等 

を医療・介護ビジネスに応用 

 

＊戦略フレームワークでの分析・評価と戦略作成 

PEST分析、５F分析、SWOT 分析、3C 分析、STP分析等のフレームワークを医療・介護ビジネスに活用していくことでフレームワ

ークを使いこなせるようになることも企図 

 

＊医療介護従事者とそれ以外の受講生双方に対応 

徐々に医療介護の専門知識を加えていくことでそれ以外の受講生も途中から専門性の高いディスカッションが可能になるように

するのとともに、医療介護従事者のニーズにも対応するように専門性の高い事前学習課題等も提供 

 

＊実際の医療機関のケーススタディーを通じて医療機関への分析・評価及び戦略策定までをもカバー 

シンプルなケースからスタートして最後には実際の医療機関のケースも解けるように医療介護の専門知識などを段階的に挿入し

ていくことでクラス運営を実行 

 

医療・介護事業従事者のみならず、広く MBAでのスキルセットの活用方法を実践的に学びたい受講生も歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医療・メディカル産業全般（１） 

2. 医療・メディカル産業全般（２） 

3. 医療・メディカルビジネスにおけるミッション経営（１） 

4. 医療・メディカルビジネスにおけるミッション経営（２） 

5. 医療・メディカルビジネスにおけるリーダーシップ×マネジメント（１） 

6. 医療・メディカルビジネスにおけるリーダーシップ×マネジメント（２） 

7. 医療・メディカルビジネスにおけるマーケティングとブランディング（１） 

8. 医療・メディカルビジネスにおけるマーケティングとブランディング（２） 

9. 医療・メディカルビジネスにおけるサービス・マーケティング（１） 

10. 医療・メディカルビジネスにおけるサービス・マーケティング（２） 

11. 国内外における医療・メディカルビジネスの最先端事例（１） 

12. 国内外における医療・メディカルビジネスの最先端事例（２） 

13. 医療・メディカルビジネスにおける成長戦略（１） 

14. 医療・メディカルビジネスにおける成長戦略（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

医療・メディカル産業全般に対して、多くの異業種の知見から学び、世界観や歴史観から常に新たな視点で成長戦略を描くことを

普段から意識しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/期中レポート(20%)/クラス貢献(20%)/他の受講生への貢献(20%)/プレゼンテーション(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 田中道昭、2012、『ミッションの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0164-3) 

2. 田中道昭、2013、『人と組織 リーダーシップの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0236-7) 

3. 田中道昭、2014、『歯科医院経営改善プログラム』、クインテッセンス出版 (ISBN:ISBN978-4-7812-0403-1) 

4. フィリップ・コトラー+ケビン・レーン・ケラー、2008、『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント』、ピアソン・エデュケーショ

ン (ISBN:ISBN978-4-89471-657-5) 

5. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 

テキスト用レジュメ資料は授業内で別途配布する。教科書の購入については初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー、2010、『コトラーのマーケティング 3.0』、朝日新聞出版 (ISBN:ISBN978-4023308398) 

2. ロバート・スコーブル/シェル・イスラエル、2014、『コンテクストの時代』、日経 BP社 (ISBN:ISBN978-4-8222-5047-8) 

3. 真野俊樹、2012、『医療が日本の主力商品となる』、ディスカヴァー２１ (ISBN:ISBN978-4-7993-1223-0) 

4. 齋藤勝裕、2014、『ニュースがよくわかる生命科学超入門』、ディスカヴァー２１ (ISBN:ISBN978-4-7993-1490-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は、講義に併用して、クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式での双方向授業を展開する。双方向による授業

の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL596 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL596／介護・ビジネス論 

(Nursing Care Business) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 道昭(TANAKA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

介護産業における「戦略×リーダーシップ×マネジメント」の策定・実行、同産業や同事業のグランドデザイン構築、成長戦略など

について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

＊MBA×医療・介護ビジネス 

MBAの応用科目として MBAで学ぶ経営学を医療・介護ビジネスに応用 

 

＊ミッション・ビジョン・バリュー×戦略×リーダーシップ×マネジメント 

MBAの応用科目としてミッション・ビジョン・バリュー×戦略×リーダーシップ×マネジメント等 

を医療・介護ビジネスに応用 

 

＊戦略フレームワークでの分析・評価と戦略作成 

PEST分析、５F分析、SWOT 分析、3C 分析、STP分析等のフレームワークを医療・介護ビジネスに活用していくことでフレームワ

ークを使いこなせるようになることも企図 

 

＊医療介護従事者とそれ以外の受講生双方に対応 

徐々に医療介護の専門知識を加えていくことでそれ以外の受講生も途中から専門性の高いディスカッションが可能になるように

するのとともに、医療介護従事者のニーズにも対応するように専門性の高い事前学習課題等も提供 

 

実際の医療機関のケーススタディーを通じて医療機関への分析・評価及び戦略策定までをもカバー 

シンプルなケースからスタートして最後には実際の医療機関のケースも解けるように医療介護の専門知識などを段階的に挿入し

ていくことでクラス運営を実行 

 

この授業では、介護ビジネス論を広くシニア向けマーケティングや高齢者向けマーケティングとも捉え、このような視点からも授業

展開していく。したがって、医療・介護従事者のみならず、広くこれらのマーケティングに興味をもつ学生の受講も推奨する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 介護ビジネス産業全般（１） 

2. 介護ビジネス産業全般（２） 

3. 介護ビジネスにおけるミッション経営（１） 

4. 介護ビジネスにおけるミッション経営（２） 

5. 介護ビジネスにおけるリーダーシップ×マネジメント（１） 

6. 介護ビジネスにおけるリーダーシップ×マネジメント（２） 

7. 介護ビジネスにおけるマーケティングとブランディング（１） 

8. 介護ビジネスにおけるマーケティングとブランディング（２） 

9. 介護ビジネスにおけるサービス・マーケティング（１） 

10. 介護ビジネスにおけるサービス・マーケティング（２） 

11. 国内外における介護ビジネスの最先端事例（１） 

12. 国内外における介護ビジネスの最先端事例（２） 

13. 介護ビジネスにおける成長戦略（１） 

14. 介護ビジネスにおける成長戦略（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

介護産業全般に対して、多くの異業種の知見から学び、世界観や歴史観から常に新たな視点で成長戦略を描くことを普段から意

識しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/期中レポート(20%)/クラス貢献(20%)/他の受講生への貢献(20%)/プレゼンテーション(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 田中道昭、2012、『ミッションの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0164-3) 

2. 田中道昭、2013、『人と組織 リーダーシップの経営学』、すばる舎リンケージ (ISBN:ISBN978-4-7991-0236-7) 

3. フィリップ・コトラー+ケビン・レーン・ケラー、2008、『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント』、ピアソン・エデュケーショ

ン (ISBN:ISBN978-4-89471-657-5) 

4. ミルトン・メイヤロフ、1987、『ケアの本質—生きることの意味』、ゆみる出版 (ISBN:ISBN978-4946509117) 

5. 田中道昭、2017、『アマゾンが描く 2022 年の世界』、PHP研究所 (ISBN:ISBN978-4-569-83733-8) 

テキスト用レジュメ資料は授業内で別途配布する。教科書の購入については初回授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー、2010、『コトラーのマーケティング 3.0』、朝日新聞出版 (ISBN:ISBN978-4023308398) 

2. ロバート・スコーブル/シェル・イスラエル、2014、『コンテクストの時代』、日経 BP社 (ISBN:ISBN978-4-8222-5047-8) 

3. A.H.マズロー、1987、『人間性の心理学』、産業能率大学出版部 (ISBN:ISBN978-4-382-04924-6) 

4. ティム・ブラウン、2014、『デザイン思考が世界を変える』、早川書房 (ISBN:ISBN978-4-15-050407-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は、講義に併用して、クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式での双方向授業を展開する。双方向による授業

の割合は 100％（14 回中 14 回）である。 

【実務家教員による授業】 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL608 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL608／税法１ 

(Lecture On Tax Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計基準の複線化と法人税法の対応 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士(SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計と法人税法との関係はどのようにあるべきか。わが国において、かねて俎上に載せられてきた議論であるが、近年、企

業会計側の変容を背景にあらためて関心をあつめている。ここで企業会計の変容とは国際財務報告基準（IFRS）導入を端緒とす

る会計基準の複線化に他ならない。本講義では、租税法の観点から会計基準の複線化に係る論点を提示し、今後の方向性を考

える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計基準の複線化に対して、これまで法人税制は是々非々で対応してきたが、今後、個別財務諸表に適用される会計基準につ

いて、さらにコンバージェンスが進むか、あるいは IFRS の適用が認められた場合、どのような問題が生じるのであろうか。本講義

では、解釈論と立法論の観点から検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 会計基準の複線化の状況 

3. 法人税法の対応 

4. 収益認識 

5. 工事契約 

6. 有形固定資産 

7. 固定資産の減損 

8. 投資不動産及び関連会社に対する投資 

9. 無形資産 

10. 引当金 

11. 偶発債務及び偶発資産 

12. 金融商品 

13. 外国為替レートの変動の影響 

14. 長期及び短期の従業員給付の会計と税務処理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VL609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL609／税法２ 

(Lecture On Tax Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計基準の複線化と法人税法の対応 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士(SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

税法特論１に続き、租税法の観点から会計基準の複線化に係る論点を提示し、今後の方向性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計基準の複線化に対して、これまで法人税制は是々非々で対応してきたが、今後、個別財務諸表に適用される会計基準につ

いて、さらにコンバージェンスが進むか、あるいは IFRS の適用が認められた場合、どのような問題が生じるのであろうか。本講義

では、解釈論と立法論の観点から検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 企業結合とのれん 

3. リース税制 

4. 非上場企業の会計と税務 

5. 公正処理基準の判定に係る問題（１） ‐学説にみる２つの解釈論‐ 

6. 公正処理基準の判定に係る問題（２） ‐裁判例にみる公正処理基準の解釈‐ 

7. 公正処理基準の判定に係る問題（３） ‐大竹貿易事件（1993）の影響‐ 

8. 個別規定の解釈に及ぼす影響 

9. 公正処理基準の変容と別段の定め ‐近年の税制改正を俯瞰して‐ 

10. 課税所得計算の基本原則（１） 

11. 課税所得計算の基本原則（２） 

12. 確定決算主義の再検討 

13. 損金経理要件 

14. 税制改正の方向 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VL641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL641／ＢｔｏＢマーケティング１ 

(B to B Marketing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、産業財メーカーで、マーケター、営業、企画、開発もしくは購買を担当している方はもちろんのこと、消費財メーカー、金

融、サービス業等で、法人営業を担当している方にとっても有益な視点を提供できるものと考えている。実際の講義は、クラス・デ

ィスカッション及びショートケースを展開することにより、理論の理解を深めながら、Ｂ２Ｂのプロフェッショナルマーケターとしての

基本を確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、伝統的なマーケティング・マネジメントのフレームワークを踏まえながら、B to B マーケティングの本質である以下の

二つの点にスポット当てて、B to B マーケティング独自の理論を組み立てていく。二つの点とは、買い手企業の組織購買行動と

売り手と買い手企業間のインタラクティブな関係性である。この特徴をベースにマーケティング戦略の総論である、ターゲット市場

の評価・選択、それに対する提供効用の明確化、および各論であるマーケティング・ミックス、つまり、製品コンセプト開発、価格設

定、チャネル設計と運用、プロモーション展開等の活動はどうあるべきかを理論的に論じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 産業財マーケティングの環境 

・産業財マーケティングの特徴 

・産業財市場～組織購買を基本とする顧客 

・組織購買行動論 

2. 産業財市場における関係性のマネジメント 

・産業財市場における顧客関係性管理 

・バリューチェーンと関係性（CRM と SCM） 

3. 事業機会の評価と資源配分 

・経営環境分析、経営資源分析 

4. ・事業領域（製品・市場マトリックス） 

・ＫＳＦ（成功のカギ）とＳＢＵ（戦略事業単位） 

・ＰＰＭ（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント） 

5. 競争戦略 

・効用 vs. コスト 

・製品、ブランド、サービス、テクノロジー 

・適応化 vs.標準化 

・モジュラー vs. インテグラル 

6. 市場戦略総論（ＳＴＰ） 

・セグメンテーション（市場の細分化） 

・標的市場と購買決定要因の抽出（マクロ・ターゲティング） 

・ポジショニング（提供する効用の明確化） 

7. ・製品開発（製品コンセプト、効用曲線、デザインシンキング） 

8. ・価格付け（効用、競合、コスト） 

9. ・チャネル（リーチ vs. リッチネス） 

10. ・販売促進（広告、展示会、ウエッブ） 

11. 営業戦略 

・顧客の選択（ミクロ・ターゲティング） 

 ・関係性のマネジメント（信頼・コミットメント） 

12. 営業体制・営業活動評価 

・バリューvs. ナンバー、プロセス vs. アウトプット） 

13. グローバル市場における産業財マーケティング戦略 

14. 事業性評価  

ビジネスモデルキャンバス、売上モデル、費用モデル 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の予習範囲や課題は、各授業の最後および blackboard上でコメントするが、基本的には個人予習（事前）、グループ討議
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（授業時、必要に応じて事前に）、クラス討議（授業時）という展開で進める 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業で実施するプレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マイケル・ハット＋トーマス・スペイ（著）、笠原英一（解説・訳）、2009、『産業財マーケティング・マネジメント－理論編』、白桃書

房 

 

参考文献（Readings） 

1. マイケル・ハット＋トーマス・スペイ（著）、笠原英一（解説・訳）、2012、『マーケティング・マネジメント－ケース編』、白桃書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.aprim.jp/ 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

※20 年間、経営コンサルタントとして、国内外の上場企業に対して、戦略、マーケティング、組織に関する実践的課題に取り組ん

できた実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL642／ＢｔｏＢマーケティング２ 

(B to B Marketing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 英一(KASAHARA EIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、産業財メーカーで、マーケター、営業、企画、開発もしくは購買を担当している方はもちろんのこと、消費財メーカー、金

融、サービス業等で、法人営業を担当している方にとっても有益な視点を提供できるものと考えている。実際の講義は、ケースス

タディ（グループディスカッションおよびクラスディスカッション）とエクササイズを展開することにより、理論の理解を深めながら、Ｂ

２Ｂのプロフェッショナルマーケターとしての応用力を確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、伝統的なマーケティング・マネジメントのフレームワークを踏まえながら、B to B マーケティングの本質である以下の

二つの点にスポット当てて、B to B マーケティング独自の理論を組み立てていく。二つの点とは、買い手企業の組織購買行動と

売り手と買い手企業間のインタラクティブな関係性である。この特徴をベースにマーケティング戦略の総論である、ターゲット市場

の評価・選択、それに対する提供効用の明確化、および各論であるマーケティング・ミックス、つまり、製品コンセプト開発、価格設

定、チャネル設計と運用、プロモーション展開等の活動はどうあるべきかを理論的に論じる。ケーススタディ及びエクササイズに力

点を置く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・組織購買行動論に関するエクササイズ 

2. ・産業財市場における顧客関係性管理に関するエクササイズ 

3. 事業機会の評価と資源配分に関するエクササイズ 

4. ・事業領域（製品・市場マトリックス）の検討に関するエクササイズ 

・ＰＰＭ（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント） 

5. ・競争戦略に関するエクササイズ 

6. ＳＴＰに関するエクササイズ 

・セグメンテーション（市場の細分化） 

・標的市場と購買決定要因の抽出（マクロ・ターゲティング） 

・ポジショニング（提供する効用の明確化） 

7. ・製品開発（製品コンセプト、効用曲線、デザインシンキング）に関するエクササイズ 

8. ・価格付け（効用、競合、コスト）に関するエクササイズ 

9. ・チャネル（リーチ vs. リッチネス）に関するエクササイズ 

10. ・販売促進（広告、展示会、ウエッブ）に関するエクササイズ 

11. 営業戦略に関するエクササイズ 

・顧客の選択（ミクロ・ターゲティング） 

・関係性のマネジメント（信頼・コミットメント） 

12. 営業体制・営業活動評価に関するエクササイズ 

・バリューvs. ナンバー、プロセス vs. アウトプット） 

13. グローバル市場における展開戦略に関するエクササイズ 

14. 事業性評価に関するエクササイズ 

ビジネスモデルキャンバス、売上モデル、費用モデルに関するエクササイズ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の予習範囲や課題は、各授業の最後および blackboard上でコメントするが、基本的には個人予習（事前）、グループ討議

（授業時、必要に応じて事前に）、クラス討議（授業時）という展開で進める 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業で実施するプレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マイケル・ハット＋トーマス・スペイ（著）、笠原英一（解説・訳）、2012、『産業財マーケティング・マネジメント－ケース編』、白桃

書房 

 

参考文献（Readings） 
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1. マイケル・ハット＋トーマス・スペイ（著）、笠原英一（解説・訳）、2009、『マーケティング・マネジメント－理論編』、白桃書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.aprim.jp/ 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

※20 年間、経営コンサルタントとして、国内外の上場企業に対して、戦略、マーケティング、組織に関する実践的課題に取り組ん

できた実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL646 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL646／テクノロジー・マーケティング 

(Marketing of Technology) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

既存の産業が情報技術の発展によって進化している現在において、新たな技術をいかにして導入して自らのビジネスを変革し、

それを消費者に届けていくかについての方法論を学ぶ。あらゆるものがインターネットに接続される IoT技術の導入は、他社が

供給するコンポーネントとの接続・連携が不可欠である。またこれまで製品として提供されていた機能がサービス化するというトレ

ンドが広がっており、このような状況に対応したマーケティング戦略立案に必要となる知識・理論を理解し、身につけるとともに、

施策のデザインに必要なスキルを身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新の技術は複雑化が進み、モデュール化されたアーキテクチャと水平分業が前提とされることが多くなっている。これは市場で

成功を収めるにはマーケティング戦略を単体の製品・サービスとして講じるのみならず、全体のアーキテクチャの中での位置付け

やプラットフォームとの関連性を前提とした上で立案する必要がある。トヨタ、Microsoft、Google、Intel といった事例を通じて、最新

技術やイノベーションによって創出された商品・サービス・プラットフォームが普及するために必要な要素や手法を学んでいく。授

業は教科書の内容を中心に関連理論や有用な参考事例を紹介する日本語の講義、ならびに講義内容をベースにしたディスカッ

ションを実施する。なお英語の教科書を用いるが、授業は日本語で行う。(発表・ディスカッションも日本語) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション: 授業の進め方と主要概念の紹介 

2. 工業製品と情報技術製品、ソフトウェアの違いに関する検討 

3. プラットフォーム(1) 

4. プラットフォーム(2) 

5. 製品のサービス化(1) 

6. 製品のサービス化(2) 

7. 際立ったケイパビリティの構築(1) 

8. 際立ったケイパビリティの構築(2) 

9. プッシュからプルへ(1) 

10. プッシュからプルへ(2) 

11. 範囲の経済性を活用する(1) 

12. 範囲の経済性を活用する(2) 

13. 柔軟性の確立(1) 

14. 柔軟性の確立(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：教科書の当該部分を熟読し、ディスカッションに備える。 

復習：学んだ内容を整理し、参考にできる事例や文献を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業の参加度・発言(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Cusumano, M. A.. 2010. Staying power: Six enduring principles for managing strategy and innovation in an uncertain world 

(lessons from Microsoft, Apple, Intel, Google, Toyota and more. Oxford University Press (ISBN:0199657785) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業ウェブサイト: https://github.com/icat-lab/technology_marketing 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VL651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL651／現代経済論１ 

(Contemporary Economics1) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の再入門のつもりで，基礎を固め，現代の複雑な経済現象を読み解く力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，経営学など実践的な学問領域においても，組織の経済学やビジネス・エコノミクス，ゲーム理論などに代表されるように，競

争戦略やマーケティング，企業の内部組織や企業内・間取引等のトピックスに関して， 経済学のアプローチを応用する研究が盛

んである。 

本講義でははじめに，経済学の歴史を講義し，その後，伝統的なミクロ経済学の基礎を学んで市場の機能， 役割，その限界を

把握，企業の価格戦略と数量戦略をミクロ経済学的アプローチから考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済学の歴史 1 

2. 経済学の歴史２ 

3. ミクロ経済学の基礎：需要と供給 

4. 需要の規定要因・・・「合理的人間」の選好体系と予算制約 

5. 上級財，下級財と代替・所得効果、ギッフェン財について 

6. 企業の論理・・・利潤最大化と費用構造 

7. 限界費用と平均費用、供給曲線の導出 

8. 独占理論 

9. 寡占とゲーム理論的アプローチ 

10. パレート効率的な資源配分 

11. 外部性 

12. 公共財 

13. 情報の非対称性：エージェンシー問題と市場の失敗 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表を随時やってもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の発表・議論(60%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小畑二郎、2014、『経済学の歴史』、慶應義塾大学出版会 

2. 金子邦彦編、2012、『エレメンタル現代経済学』、晃洋書房 (ISBN:978-4-7710-2740-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. kuroki ryuzo. 2013. Keynes and Moderneconomics. Routeledge 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

系統的履修 

会計学や経営学など、関連する科目の履修が望ましい。簡単な数学を復習しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL652 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL652／現代経済論２ 

(Contemporary Economics2) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界大恐慌，日本のバブルとその崩壊，リーマンショック，ユーロ危機など，マクロ経済は必ずしも順風満帆ではなかった。その

仕組みを理論的に解析する。応用問題として、観光経済学を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，リーマンショックや欧州金融危機に見られるように，一国の枠を超えてマクロ経済の不安定性が広がっている。本講義では

現代経済論１のミクロ理論に対して，マクロ的視点から，景気や経済政策の是非を検討する。その際，バランスシートから見た景

気へのアプローチを試みることで，経済のどこに問題があるのか，皆で考えたい。日本経済の成長を目指して、観光を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済循環とマクロ経済学の考え方・・・産業連関表 

2. 消費関数と乗数理論・・・45 度線分析 

3. 企業の投資行動：ケインズの資本の限界効率表とトービンの q理論 

4. 投資・貯蓄均等と財市場の均衡・・・IS曲線の導出 

5. 貨幣市場と貨幣供給 

6. 貨幣需要 

7. 貨幣市場の均衡・・・LM 曲線の導出 

8. マクロ的一般均衡・・・IS-LM 分析 

9. アベノミクス第１の矢：「金融政策」・・・インフレターゲットは効果あるのか 

10. アベノミクス第２の矢：「財政政策」とポリシーミックス 

11. 代表的主体間のバランスシート比較：企業、家計、銀行 

12. マンデルフレミングモデルと観光経済 

13. 景気循環と経済成長 

14. まとめと各自のレポート報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを前もって学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の発表・議論(60%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原正彦編、2012、『グローバル・クライシス』、青山社 

2. 金子邦彦編、2016、『エレメンタル現代経済学』、晃洋書房 

3. 薮田雅弘編、2017、『観光経済学の基礎講義』、九州大学出版会 

授業で指示。 

 

参考文献（Readings） 

1. ミンスキー、『金融不安定性の経済学』、多賀出版 

2. Kuroki. 2013. Keynes and Modern Economics. Routledge 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL654 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL654／アグリフードシステム論１ 

(Agri-food System 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業および食品産業の関連性を「フードシステム」の視点で理解し，農産物（モノ）の流通にくわえて，食品安全・付加価値情報の

流通，表示・認証，マーケティングなどについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

農業は，さまざまな関連産業と結びついて多くのビジネス機会を提供している。農業および関連産業は，一方でグローバル化を

指向するが，他方でローカル化に強みを発揮する事業者も少なくない。この授業では， 農業および関連産業をフードシステムと

いう視点で把握し，そこに見られる具体的な問題点や論点について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 農産物市場の特性（１） 

2. 農産物市場の特性（２） 

3. 食品産業とフードシステム（１） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

4. 食品産業とフードシステム（２） 

 （食品産業の発展とフードチェーン，インテグレーション） 

5. 品質とは何か 

 （品質属性，付加価値，付加的サービスほか） 

6. 情報の不完全と表示（１） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

7. 情報の不完全と表示（２） 

 （情報の不完全，品質・安全をめぐるモラルハザード問題） 

8. 食のリスク管理（１） 

（安全基準・表示規制等） 

9. 食のリスク管理（２） 

（生産情報トレーサビリティシステム） 

10. 表示制度と基準・認証（１） 

11. 表示制度と基準・認証（２） 

12. 表示制度と基準・認証（３） 

13. 産地呼称制度，地域ブランド（１） 

14. 産地呼称制度，地域ブランド（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録後に Blackboard 上で行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(30%)/議論への貢献(40%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL655 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL655／アグリフードシステム論２ 

(Agri-food System 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業および食品産業の関連性を「フードシステム」の視点で理解し，農産物（モノ）の流通にくわえて，食品安全・付加価値情報の

流通，表示・認証，マーケティングなどについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

農業は，さまざまな関連産業と結びついて多くのビジネス機会を提供している。農業および関連産業は，一方でグローバル化を

指向するが，他方でローカル化に強みを発揮する事業者も少なくない。この授業では， おもに農業生産の現場における，企業参

入，経営，マーケティング等の具体的な課題について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 農業経営の特殊性（１）（家族経営と会社経営） 

2. 農業経営の特殊性（２）（家族経営と会社経営） 

3. 農業の外部経済効果（１）（多面的機能論） 

4. 農業の外部経済効果（２）（地域活性化） 

5. 農業の外部経済効果（３）（６次産業化） 

6. 異業種からの農業参入（１） 

7. 異業種からの農業参入（２） 

8. 異業種からの農業参入（３） 

9. 農業および食品産業の連携（１） 

10. 農業および食品産業の連携（２） 

11. 農業および食品産業の連携（３） 

12. マーケティングと情報・表示（１） 

13. マーケティングと情報・表示（２） 

14. マーケティングと情報・表示（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録後に Blackboard 上で行う。各自が確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(30%)/議論への貢献(40%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL661 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL661／知財経営論 

(Management of Intellectual Properties) 

担当者名 

（Instructor） 
張 輝(CHOU KI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は，今日の企業経営において強く求められている「知財戦略」の本質や策定アプローチに迫る。いわゆる特許権，商標

権，著作権，営業秘密をはじめとする「知的財産」はいま，大きな変容の時を迎えようとしている。そこで，知的財産をなぜ，どのよ

うに創出し，保護を求め，活用していくのか，「知財経営」にかかる基本的な知識，戦略的な視点，及び実践的な考え方を習得す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は，とくに，「知財ありき」のような発想を批判的に捉え，知識経済やデジタル経済の進展，経済のグローバル化，AIの実

用化や IoTの普及などといった時代的な背景と，いわゆる「技術経営（MOT）」論との関連性を念頭に置きながら，経営コンサル

ティング事例も素材に加えて，日本において数少ない知財経営論を展開する。具体的には講義形式ではなく，基本的な紹介，解

説及び視点の提示以外，主に質疑応答やディスカッションを通じて共に考えていく。受講者には１回の調査発表をしてもらう。な

お，多数的な要望を踏まえて講義内容の一部を若干調整することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序説：「知財経営」が要請される時代的な背景 

2. 企業経営における知財戦略の位置付けと今日的課題 

3. 特許権と経営① 「中村裁判」「太陽の罠」「下町のロケット」 

4. 特許権と経営② 事業戦略に求められる特許戦略の視点 

5. 商標権と経営① 外食産業にまで及ぶ商標トラブルの底流 

6. 商標権と経営② ブランドの形成に必要な四つのステップ 

7. 著作権と経営① エイベックス社のＪＡＳＲＡＣから離脱の意味 

8. 著作権と経営② ビックデータの権利化と競争的優位性 

9. 営業秘密と経営① コカコーラ社のトップシークレットとは 

10. 営業秘密と経営② クローズ戦略とオープン戦略の共振 

11. 履修者によるプレゼンⅠ 

12. 履修者によるプレゼンⅡ 

13. 履修者によるプレゼンⅢ 

14. 結語：知財経営を支える「知財ミックス」の視座 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に沿って、授業内で別途指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席率や授業内の発言(40%)/プレゼン(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。履修者によるプレゼンテーション以外，参考文献を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸島儀一、2011、『知的財産戦略』、ダイヤモンド社 

2. 張輝、2013、『知財経営教育の在り方に関する一考察』、立教 DBAジャーナル 

3. 荒井寿光・馬場錬成、2015、『知財立国が危ない』、日本経済新聞社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は，簡単な講義に続いて，クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 71.4％ （14 回中 10 回）である。 

 

【実務家教員による授業】 

本科目は，15 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL666 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL666／イノベーション・マネジメント 

(Innovation Management) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 二朗(Nakamura Jirou) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，イノベーションマネジメントを体系的に理解し、イノベーションを経営戦略として活用する際に重要となる要素やツー

ルとしての活用の仕方についての理解を深めていくことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会のニーズの多様化、市場の成熟化、経済のグルーバル化などビジネスを取り巻く環境が大きく変化する中で、企業の生き残

りを左右するのはイノベーションを推進する力である。イノベーションにより事業を日々進化させ、変化する外部環境に対応させる

ことが企業の持続的な成長・発展のためのキーアクションである。まさに、ダーウィンの言葉の通りに、“最も強いものでなく最も環

境に適したものが生存機会を保障される。”そのものである。本講義では，イノベーションを経営戦略として活用する際に重要とな

る要素やツールとしての活用の仕方についての理解を深めていくことを狙いとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義全体概論 

2. 経営戦略とイノベーション戦略 

3. イノベーションとインベンション 

4. イノベーションの類型と歴史 

5. 新規事業創出戦略 

6. アライアンス戦略 

7. オープンイノベーション戦略 

8. ブルーオーシャン戦略 

9. イノベーションと標準化戦略と知的財産戦略 

10. 中小企業におけるイノベーション戦略 

11. ビジネス分野別イノベーション事例２－IoT、AI、ロボットー 

12. ビジネス分野別イノベーション事例１－エネルギー 

13. 課題発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/プレゼンテーション(30%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ハンドアウト配布 

 

参考文献（Readings） 

講義中に紹介 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 100％（14 回中 14 回）である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL695 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL695／企業分析１ 

(Business Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財務諸表の構造を理解し、経営分析の基礎を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業がビジネスを展開するには，自社や同業他社の環境を正確に把握することが大切であり，企業分析が必要になる。 

 本講義の目標は，財務諸表数値を用いて企業の安定性や収益性を理解することにある。また、チームに分かれて特定の企業

を対象とした企業分析レポートの作成を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営分析の基礎（１） 

2. 経営分析の基礎（２） 

3. 財務諸表の構造（１） 

4. 財務諸表の構造（２） 

5. 主要経営指標（１） 

6. 主要経営指標（２） 

7. 企業分析レポートの作成（１） 

8. 企業分析レポートの作成（２） 

9. 主要経営指標（３） 

10. 主要経営指標（４） 

11. 四半期決算情報（１） 

12. 四半期決算情報（２） 

13. 企業分析レポートの作成（３） 

14. 企業分析レポートの作成（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本講義は，会計学の初級者を対象としている。そのため，講義で取り扱う内容は，基本的な事項が中心となるが，初学者（学習

経験がなく、財務諸表にも接したことがない院生）は，財務諸表に用いられる基本的な用語を自習することが不可欠である。 

 各回の講義に臨むための準備の内容については，講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/講義内での課題(35%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木茂男編著、2016、『要説経営分析 五訂版』、森山書店 (ISBN:978-4-8394-2161-8) 

 

参考文献（Readings） 

その他，必要に応じて講義内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は，簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL696 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL696／企業分析２ 

(Business Analysis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業を取り巻く諸情報を理解し、企業を分析するスキルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業分析は財務諸表を中心とした定量情報と、非財務情報である定性情報の双方を用いて行われる。本講義の目標は，企業

を取り巻く諸情報を用いながら、企業を多角的に分析する手法を身につけることにある。 

 また、本講義で取り上げた分析内容を「企業分析１」で作成した企業分析レポートに加え、チーム作業にて企業分析レポートの

完成を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セグメント情報の分析（１） 

2. セグメント情報の分析（２） 

3. 連結財務諸表と個別財務諸表（１） 

4. 連結財務諸表と個別財務諸表（２） 

5. 非財務情報（１） 

6. 非財務情報（２） 

7. 企業分析レポートの作成（１） 

8. 企業分析レポートの作成（２） 

9. 中期経営計画（１） 

10. 中期経営計画（２） 

11. 企業価値の評価（１） 

12. 企業価値の評価（２） 

13. 企業分析レポートの作成（３） 

14. 企業分析レポートの作成（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本講義は，会計学の初級者を対象としている。そのため，講義で取り扱う内容は，基本的な事項が中心となるが，初学者（学習

経験がなく、財務諸表にも接したことがない院生）は，財務諸表に用いられる基本的な用語を自習することが不可欠である。 

 各回の講義に臨むための準備の内容については，講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/講義内での課題(35%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木茂男編著、2016、『要説経営分析 五訂版』、森山書店 (ISBN:978-4-8394-2161-8) 

 

参考文献（Readings） 

その他，必要に応じて講義内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義の内容は，「企業分析１」から連続している。そのため，「企業分析１」を履修していることが望ましい。「企業分析１」を履修

せず，当科目のみを履修する場合は，財務諸表の構造について基礎的な知識を有していることが必須となる。また，「企業分析

１」と同様，本講義は会計学の初級者を対象としている。 

 

【双方向による授業】 

本科目は，簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 100％（14 回中 14 回）である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL701／不動産ビジネス論１ 

(Real Estate Business study 1) 

担当者名 

（Instructor） 
久恒 新(HISATSUNE ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
株式会社都市経済研究所 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不動産の金融と投資について学習する 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，アメリカのビジネススクール，ペンシルベニア大学ウォートン校で使用されているテキスト（日本語訳本）を使い，不

動産の投資分析の基本をていねいに学びます。 

不動産に関連する業界に限らず，金融機関や一般企業の総務・財務分野においても有益であり，経済人にとっての専門知識を

習得できる授業です。 

この分野の知識を体系的に学ぶことで，ビジネスで競争優位に立つことができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスクと機会 

2. 不動産とは何か 

3. 賃貸契約の基本的事項 

4. 不動産収支見積書分析 

5. 不動産のデューデリジェンス 

6. キャップレートの決定 

7. 開発プロジェクトの収支予測 

8. 投資資金を借りるべきか 

9. デットとモーゲージの活用法 

10. 不動産投資における出口戦略 

11. 不動産プライベート・ファンド 

12. REIT と流動化された不動産 

13. 一般企業の不動産に関する意志決定(CRE) 

14. 不動産サイクル 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業毎の準備学習の指示は，最初の授業で行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示をする。 

 

参考文献（Readings） 

ウィリアム・ブルーグマン，ジェフリー・フィッシャー著『リアルエステート・ファイナンス』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

[企業との連携]本科目は都市経済研究所とともに事例研究やシミュレーションを行うものである。 

[双方向による授業]本科目は講義に続いて、研究テーマを設定し、双方向によるディスカッション方式で授業を展開する。（100%） 

[実地による授業]現地での実地調査を行う授業を行う（約 25%) 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL703／不動産ビジネス論２ 

(Real Estate Business study 2) 

担当者名 

（Instructor） 
久恒 新(HISATSUNE ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
株式会社都市経済研究所 寄附講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不動産に関する経営、経済、法律について学習する 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，わが国の不動産市場における最近注目されているテーマや課題、新しい政策等をとりあげつつ、日本独自の不動

産市場の理解を深め、実践を念頭においたビジネススキルをつけることを狙う。 

不動産ビジネス論Ⅰを履修することが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本の空き家問題 

2. 所有者不明土地問題の本質 

3. 地方創生と地方不動産市場 

4. 相続税対策と不動産の関係 

5. バブルと不動産サイクル 

6. グローバルマネーの変化とバブル 

7. REIT とは 

8. 日本の REITの成長 

9. 不動産価値と運営、経営 

10. 不動産のインフレヘッジ力 

11. DCF 法は不動産を読む力 

12. まちづくりとしての不動産 

13. ファンダメンタルズ論の限界 

14. ホテル分野、流通分野、ヘルスケア分野と不動産 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業毎の準備学習についての指示は最初の授業で行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

久恒新著『不動産バブルで勝つ鉄則』（日本経済新聞出版社 2011 年 1700 円＋税） 

その他の関連資料は授業で配布予定 

 

参考文献（Readings） 

久恒新著『DCF 法による不動産鑑定評価の考え方と実践』『こうすれば土地は動く』（日本経済新聞出版社） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

[企業との連携]本科目は都市経済研究所とともに事例研究やシミュレーションを行うものである。 

[双方向による授業]本科目は講義に続いて、研究テーマを設定し、双方向によるディスカッション方式で授業を展開する。（100%） 

[実地による授業]現地での実地調査を行う授業を行う（約 25%） 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL711／企業論１ 

(Modern Corporation 1) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会における企業の位置づけや役割、企業における組織や意思決定のしくみを理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業とは何か、企業はだれのものか、企業はどのように機能しているのか、また、企業はいかに社会と関わるべきか、といった本

質的な問いを、株主・消費者・従業員・社会といった各ステークホルダーの視点から、また NPO などの形態の違う組織の視点か

ら検討する。プロジェクト研究では、任意の企業を抽出し、その社会との係わりに関する企業活動に関して調査し、発表を行う。ま

た、第５週（予定）には外部講師を招き、講師の経験をベースにクラス全員で議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 企業とは、会社（法人企業）とは何か 

3. 企業は誰のものか 

4. 企業組織と経営の仕組み 

5. 課題を設定したワークショップ① 

6. 課題を設定したワークショップ② 

7. 企業と社会の関わり① 

8. 企業と社会の関わり② 

9. 専門家（ゲスト講師）を招き議論：討議 

10. 専門家（ゲスト講師）を招き議論：討議 

11. 事業承継の課題 

12. プロジェクト研究発表 

13. 総合的議論とコースのまとめ 

14. 総合的議論とコースのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に沿って、毎回の講義の際に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(50%)/プロジェクト研究発表(20%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 三戸 浩 (著), 池内 秀己 (著), 勝部 伸夫 (著)、2011、『企業論 第３版』、有斐閣 (ISBN:4641124442) 

2. 汪 志平 (著)、2015、『企業論テキスト』、中央経済社 (ISBN:4502129917) 

3. 佐々木 利廣 (編集), 大室 悦賀 (編集)、2015、『入門 企業と社会』、中央経済社 (ISBN:450216111X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

続けて「企業論 2」を履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL713／企業論２ 

(Modern Corporation 2) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会における企業の位置づけや役割を理解した上で、様々な経営課題に立ち向かい、環境変化に応じて変革する企業の姿勢を

理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業を存続、発展させるための企業経営、企業の環境適応とはいかなるものかを検討する。 

社会の中で自社のビジョンを達成するための企業行動から、また環境変化の中でビジネスモデルをいかに変容させて環境に適

応するかの視点から企業を考える。プロジェクト研究では、任意の企業の戦略に関して調査し、発表を行う。また、第５週（予定）

には外部講師を招き、講師の経験をベースにクラス全員で議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 企業の存続と倒産 

3. 日本的経営から企業を考える① 

4. 日本的経営から企業を考える② 

5. 課題を設定したワークショップ① 

6. 課題を設定したワークショップ② 

7. 企業ビジョンと戦略① 

8. 企業ビジョンと戦略② 

9. 専門家（ゲスト講師）を招き議論：討議 

10. 専門家（ゲスト講師）を招き議論：討議 

11. 企業の環境適応 

12. プロジェクト研究発表 

13. 総合的議論とコースのまとめ 

14. 総合的議論とコースのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に沿って、毎回の講義の際に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献(50%)/プロジェクト研究発表(20%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 三戸 浩 (著), 池内 秀己 (著), 勝部 伸夫 (著)、2011、『企業論 第３版』、有斐閣 (ISBN:4641124442) 

2. 汪 志平 (著)、2015、『企業論テキスト』、中央経済社 (ISBN:4502129917) 

3. 佐々木 利廣 (編集), 大室 悦賀 (編集)、2015、『入門 企業と社会』、中央経済社 (ISBN:450216111X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「企業論 1」を履修していること。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 349 - 

■VL715 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL715／流通システム論１ 

(Sales and Distribution System 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

流通システムは，これまで数々のイノベーション（革新）を経て現在にいたっている。本授業では，事例の紹介などを交えながら，

その革新の実態を考察するとともに新たな芽を探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日，生産から消費にいたる流通プロセスは多様化している。そこに至るまでにどんな革新があったのか。その革新のキーとなっ

た要素は何であったのか。そこに関わった企業家のモチベーションは何か。各国における流通イノベーションの歴史と進化の実

態について，企業事例などを紹介しつつ，今後を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 流通の社会的役割 

2. 流通の機能 

3. 流通革命の背景 

4. メーカー主導の流通システム 

5. 「流通革命」とチェーンストアの役割 

6. フランチャイズシステム理論 

7. プライベート・ブランド（ＰＢ）の実際 

8. サプライチェーン・マネジメント（SCM）の発展 1 

9. サプライチェーン・マネジメント（SCM）の発展 2 

10. サプライチェーン・マネジメント（SCM）の発展 3 

11. 「情報」と流通 

12. 取引コストと企業の境界 

13. ショッピングセンター時代の本質 

14. 流通業と環境・CSR 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義ごとにレジュメ，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤元重編、2005、『日本の産業システム６ 新流通産業』、NTT出版 (ISBN:4757121059) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL717／流通システム論２ 

(Sales and Distribution System 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

時代の変遷の中でイノベーター達は，様々な小売業態（ビジネスモデル）を生み出した。本授業では，これらイノベーションの実態

と今後の新たな可能性について探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで先進諸国では，その時代に特徴的な小売業態が流通業をリードし，流通システムを変えてきた。どんな業態がいつ，な

ぜ登場したのか。誰が革新を担ったのか。そして，その革新性の本質は何であったのか。これらの点を，日本と諸外国の代表企

業をケースに取り上げ，明らかにしていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 小売業種・業態の登場とその背景 

2. 小売業態 1: 百貨店 

3. 小売業態 2: スーパーマーケット（SM） 

4. 小売業態 3: 総合スーパー（GMS） 

5. 小売業態 4: コンビニエンスストア（CVS） 

6. 小売業態 5: ショッピングセンター 

7. 小売業態 6: 専門店 

8. チェーン小売業の諸形態 

9. 近年の小売ビジネスモデル 

10. ＳＰＡとサプライチェーンマネジメント 

11. インターネットの発達と e コマース 

12. 小売業とカスタマイゼーション 

13. 小売フォーマットの本質と新たな可能性 

14. 小売業のグローバル化戦略 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義ごとにレジュメ，資料を配布します 

 

参考文献（Readings） 

1. 田村正紀、2008、『業態の盛衰 現代流通の激流』、千倉書房 (ISBN:4805109181) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■VL719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL719／ホテルマネジメント１ 

(Hotel Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１． 科学的なホテル経営を行なうためのフレームワークとマネジメントツールを習得する。 

２． 事実上の世界標準となっている米国ホテル会計基準（Uniform System of Accounts for Lodging Industry）を理解する。 

３． ホテルオーナーとの関係・業務の棲み分けを整理する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１． テキストの物語に沿い、ホテル再建を通じて様々なマネジメント項目を取り上げ、講義する。 

２． Plan-Do-See サイクル、Key Performance Index モニタリング等、マネジャーとしての基本動作を紹介する。 

３． 講義出席者間で議論を行ない、知識の定着を図る。 

４． ホテル経営の歴史、ホスピタリティの概念等、社会学的アプローチは採り上げない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ホテルマネジメントとホテル投資１ 

2. ホテルマネジメントとホテル投資２ 

3. ロケーション、リクルーティング、BOH１ 

4. ロケーション、リクルーティング、BOH２ 

5. 客室ミックス、組織図、差別化要因１ 

6. 客室ミックス、組織図、差別化要因２ 

7. ハウスキーピング、サービス品質と販売価格１ 

8. ハウスキーピング、サービス品質と販売価格２ 

9. 資金調達、用途転換１ 

10. 資金調達、用途転換２ 

11. フェルミ推定、ゲストフィードバック１ 

12. フェルミ推定、ゲストフィードバック２ 

13. 米国ホテル会計基準１ 

14. 米国ホテル会計基準２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ホテルロビーでのチェックイン客の観察など、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習・復習状況(30%)/質問・発言など講義への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江上剛、2012、『リベンジ・ホテル』、講談社文庫 (ISBN:978-4-06-277226-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. グレッグ・デントン他、2014、『ホテルアセットマネジメント-原理と実践』、立教大学出版会 (ISBN:978-4-901988-26-1) 

2. 田尾桂子、2016、『グローバルオペレーターが変えるホテル経営: マネジメント契約はホテル産業に何をもたらしたか』、白桃書

房 (ISBN:978-4561266860) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

VL721 ホテルマネジメント２の履修を推奨 

http://www.jll.com/services/industries/hotels-and-hospitality/hotels-and-hospitality-research 

http://www.hotelnewsnow.com/Articles/ByCategory?category=News 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL721／ホテルマネジメント２ 

(Hotel Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
沢柳 知彦(SAWAYANAGI TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１． 科学的なホテル経営を行なうためのフレームワークとマネジメントツールを習得する。 

２． 事実上の世界標準となっている米国ホテル会計基準（Uniform System of Accounts for Lodging Industry）を理解する。 

３． ホテルオーナーとの関係・業務の棲み分けを整理する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１． テキストの物語に沿い、ホテル再建を通じて様々なマネジメント項目を取り上げ、講義する。 

２． Plan-Do-See サイクル、Key Performance Index モニタリング等、マネジャーとしての基本動作を紹介する。 

３． 講義出席者間で議論を行ない、知識の定着を図る。 

４． ホテル経営の歴史、ホスピタリティの概念等、社会学的アプローチは採り上げない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 労働生産性、レベニューマネジメント１ 

2. 労働生産性、レベニューマネジメント２ 

3. メニューエンジニアリング、期待値コントロール１ 

4. メニューエンジニアリング、期待値コントロール２ 

5. 投資ファンド、リスクマネジメント１ 

6. 投資ファンド、リスクマネジメント２ 

7. ホテル売買と従業員、地域貢献と投資リターン１ 

8. ホテル売買と従業員、地域貢献と投資リターン２ 

9. メディアコントロール、資本政策１ 

10. メディアコントロール、資本政策２ 

11. マネジメント契約ストラクチャー１ 

12. マネジメント契約ストラクチャー２ 

13. ケーススタディ・ディスカッション１ 

14. ケーススタディ・ディスカッション２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ホテルビュッフェの観察など、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習復習状況(30%)/質問・発言など講義への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江上剛、2012、『リベンジ・ホテル』、講談社文庫 (ISBN:978-4-06-277226-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. グレッグ・デントン他、2014、『ホテルアセットマネジメント-原理と実践』、立教大学出版会 (ISBN:978-4-901988-26-1) 

2. 田尾桂子、2016、『グローバルオペレーターが変えるホテル経営: マネジメント契約はホテル産業に何をもたらしたか』、白桃書

房 (ISBN:978-4561266860) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

VL719 ホテルマネジメント１の履修を推奨 

http://www.jll.com/services/industries/hotels-and-hospitality/hotels-and-hospitality-research 

http://www.hotelnewsnow.com/Articles/ByCategory?category=News 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL727／食文化とツーリズム 

(Food Culture and Tourism) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 達也(ISHIKAWA TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、食文化とツーリズムが密接な関係にあることを理解し、観光視点から地域の食文化を如何に観光資源として活用する

かを議論するとともに、食文化の歴史的な成り立ちから、今日までの変遷を体系的に学び、専門性を有する能力を取得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

観光による地域活性化が地方創生の鍵と言われる今日。観光によるコンテンツづくりは、観光振興に取り組む地域にとって重要

な課題である。その中で、注目されるのは地域に根ざした「食・食文化」である。2013 年には「和食；日本人の伝統的な食文化」

が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。こうした市場環境において、食と観光の関係性について探り、観光資源として食文

化を捉え、SIT（スペシャル・インタレスト・ツアー）のひとつとして魅力ある観光商品作りの在り方について、クラスあるいは、チー

ムでのディスカッション形式で授業を展開する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 食文化とツーリズムの関係性 

3. 地域活性化として施策として食を捉える 

4. 各地における食のイベント 

5. 無形文化遺産としての「和食；日本人の伝統的な食文化」 

6. 和食の歴史 

7. 食と儀礼／年中行事 

8. 世界における日本食文化のポジショニングと魅力 

9. インバウンド需要から見た日本食とツーリズムの関係性について 

10. 日本人の国内旅行における食の捉え方 

11. 世界の食文化とツーリズムの潮流 フランス・中国を事例に 

12. 食の観光商品の造成 

13. 食文化とツーリズムを発展させるための課題 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、 必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への貢献(30%)/レポート(20%)/プレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石毛直道、2015、『日本食文化史－旧石器時代から現代まで-』、岩波書店 (ISBN:9784000610889) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合は 80％とします。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL739 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL739／ビジネスモデル入門 

(Introduction to Business Model) 

担当者名 

（Instructor） 
張 輝(CHOU KI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日，事業プランの策定や新規事業の創出，またビジネスシミュレーションなどには，ビジネスモデルを構想することが不可欠で

あり，この認識は日々広がっている。この科目は，イノベーションというキーワードや AIの実用化と IoTの普及にも留意しつつ，

事業化構想に直結するビジネスモデル論について、動学的なアプローチから考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，日本企業はビジネスモデルの創出や転換を加速化しなければならない，と言われる中で，ビジネスモデルをめぐる

主な議論や多彩な事例を俯瞰し，真の顧客価値とは，その実現に必要な業務プロセス及び経営資源とは，収益モデルとは，競争

的優位性の創出とは，ビジネスモデルの構造化などについて，多様な事例をもって順次紹介し議論する。具体的には講義形式で

はなく，基本的な紹介，説明及び視点の提示以外，主に質疑応答やディスカッションを通じて講義のポイントを共に考えていく。受

講者には１回の調査発表をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序説：ビジネスモデル論が注目される背景 

2. ビジネスモデルをめぐる主な議論、「4 つの箱」論 

3. ビジネスモデルと事業化構想とその構造化 

4. 事例レビュー１（顧客価値の創出） 

5. ビジネスモデルとビジネスモデル特許とＩoＴ 

6. 事例レビュー２（主要業務プロセス） 

7. ビジネスモデルと競争的優位性／専有可能性 

8. 事例レビュー３（主要経営資源） 

9. ビジネスモデルを支える多様な収益モデル 

10. 事例レビュー４（利益方程式） 

11. 履修者によるプレゼンⅠ 

12. 履修者によるプレゼンⅡ 

13. 履修者によるプレゼンⅢ 

14. 結語：ビジネスモデルのイノベーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に沿って，授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席率や授業時の発言(40%)/プレゼン(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。履修者によるプレゼンテーション以外，参考文献を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. マーク・ジョンソン、2011、『ホワイトスペース戦略』、阪急コミュニケーションズ 

2. 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科、2016、『ビジネスデザインと経営学』、創成社 

ビジネスモデル学会『BMAジャーナル』 http://www.jctbf.org/BMA_J/top.htm （編集長，張輝） ，他 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業】 

本科目は，簡単な講義に続いて，クラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割

合は 71.4％ （14 回中 10 回）である。 

 

【実務家教員による授業】 

本科目は，15 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。  
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL751／グローバル経営戦略１ 

(Global Business Strategy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本企業のグローバル経営戦略を評価する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「グローバル化」とは、国境を越え、民族・宗教・言語・政治が異なる「ビジネスの現場」に漕ぎ出して行くことかもしれない。また、

日本市場に「異質な何か」がやってくることかもしれない。国内市場に対する悲観論が蔓延している今、日本企業は「グローバル

化」にどう対処すべきなのか。グローバル経営戦略は、それがいかに優れたものであっても、ただ立案するだけでは機能しない。 

本講義では、戦略の落とし穴を見出し、オペレーション（実行）の難しさを理解しながら「ビジネスの現場」からグローバル経営戦略

を考察する。ディスカッションとディベートを中心に、理論と実務の双方から日本企業のグローバル化の本質を問い、グローバル

経営戦略の課題にアプローチする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１） 

2. イントロダクション（２） 

3. グローバル化の考察（１） 

4. グローバル化の考察（２） 

5. 経営戦略の考察（１） 

6. 経営戦略の考察（２） 

7. 日本型経営システムの考察（１） 

8. 日本型経営システムの考察（２） 

9. 日本型経営システムの考察（３） 

10. 日本型経営システムの考察（４） 

11. 経営戦略と分析ツール（１） 

12. 経営戦略と分析ツール（２） 

13. 補論（データ収集、データのまとめ方、統計）（１） 

14. 補論（データ収集、データのまとめ方、統計）（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への参加度合による評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

ほぼ 100% 

講義は以下のように設計されています。 

１）私の知識や経験を学生と共有して意見を求める。 

２）学生に発言を促して、彼／彼女らの知識や経験を吸収する。 

３）異なる意見に対しては、「良い or 悪い」ではなく、「そういう意見や見解もある」というスタンスで全員が共有する。 

４）グループディスカッションと発表、ディベートによる講義もある。 

※実務家教員 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL752／グローバル経営戦略２ 

(Global Business Strategy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本企業のグローバル経営戦略を評価する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「グローバル化」とは、国境を越え、民族・宗教・言語・政治が異なる「ビジネスの現場」に漕ぎ出して行くことかもしれない。また、

日本市場に「異質な何か」がやってくることかもしれない。国内市場に対する悲観論が蔓延している今、日本企業は「グローバル

化」にどう対処すべきなのか。グローバル経営戦略は、それがいかに優れたものであっても、ただ立案するだけでは機能しない。 

本講義では、戦略の落とし穴を見出し、オペレーション（実行）の難しさを理解しながら「ビジネスの現場」からグローバル経営戦略

を考察する。ディスカッションとディベートを中心に、理論と実務の双方から日本企業のグローバル化の本質を問い、グローバル

経営戦略の課題にアプローチする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本企業のグローバル経営戦略（１） 

2. 日本企業のグローバル経営戦略（２） 

3. 新興国ビジネス（１） 

4. 新興国ビジネス（２） 

5. コーポレート・ガバナンス（１） 

6. コーポレート・ガバナンス（２） 

7. ケース考察（プレゼンテーション） 

8. ケース考察（プレゼンテーション） 

9. ケース考察（プレゼンテーション） 

10. ケース考察（プレゼンテーション） 

11. ケース考察（プレゼンテーション） 

12. ケース考察（プレゼンテーション） 

13. グローバル経営戦略総論（１） 

14. グローバル経営戦略総論（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への参加度合による評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

ほぼ 100% 

講義は以下のように設計されています。 

１）私の知識や経験を学生と共有して意見を求める。 

２）学生に発言を促して、彼／彼女らの知識や経験を吸収する。 

３）異なる意見に対しては、「良い or 悪い」ではなく、「そういう意見や見解もある」というスタンスで全員が共有する。 

４）グループディスカッションと発表、ディベートによる講義もある。 

※実務家教員 
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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL753／グローバル経営人材育成法１ 

(Human Resource Development for Global Business 1) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル人材に求められる資質・スキルを検証し、グローバル人材育成のあり方を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化の進展が日本型経営システムに与えた影響は計り知れない。これまで国内市場で機能していた「日本的」なやり方

がグローバル市場では通用しない。グローバル化によって、企業の制度設計、とりわけ組織・人事のあり方も変わりつつある。 

外部環境の恩恵を除けば、ビジネスを成功させるのは個人と組織のケイパビリティである。グローバル人材に対する産業界の需

要・要請が急拡大する今、一般的には、グローバル市場との関わり合いが増す日常業務の中で、戦略を実行して成果を出す人

材が求められている。 

しかし、「グローバル人材」とはいかなる資質・スキルをもったビジネスパーソンなのか。普遍的な資質・スキルと限定的なそれら

は必ずしも明確に定義されていない。 

本講義では、理論と実務の双方からグローバル人材に必要な資質・スキルを検証し、ディスカッションとディベートを中心に、グロ

ーバル人材育成法を考察する。そこでは、グローバル市場で活躍する（これから活躍しようとする）受講者の知識や経験も共有さ

れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１） 

2. イントロダクション（２） 

3. 日本型経営システム（１） 

4. 日本型経営システム（２） 

5. 異文化適応（１） 

6. 異文化適応（２） 

7. 文化の多様性と多国籍チーム（１） 

8. 文化の多様性と多国籍チーム（２） 

9. 日本企業にとっての競争（１） 

10. 日本企業にとっての競争（２） 

11. グローバル化の段階（１） 

12. グローバル化の段階（２） 

13. コーポレート・ガバナンス（１） 

14. コーポレート・ガバナンス（２）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への参加度合による評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

ほぼ 100% 

講義は以下のように設計されています。 

１）私の知識や経験を学生と共有して意見を求める。 

２）学生に発言を促して、彼／彼女らの知識や経験を吸収する。 

３）異なる意見に対しては、「良い or 悪い」ではなく、「そういう意見や見解もある」というスタンスで全員が共有する。 
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４）グループディスカッションと発表、ディベートによる講義もある。 

※実務家教員 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL754／グローバル経営人材育成法２ 

(Human Resource Development for Global Business 2) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル人材に求められる資質・スキルを検証し、グローバル人材育成のあり方を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化の進展が日本型経営システムに与えた影響は計り知れない。これまで国内市場で機能していた「日本的」なやり方

がグローバル市場では通用しない。グローバル化によって、企業の制度設計、とりわけ組織・人事のあり方も変わりつつある。 

外部環境の恩恵を除けば、ビジネスを成功させるのは個人と組織のケイパビリティである。グローバル人材に対する産業界の需

要・要請が急拡大する今、一般的には、グローバル市場との関わり合いが増す日常業務の中で、戦略を実行して成果を出す人

材が求められている。 

しかし、「グローバル人材」とはいかなる資質・スキルをもったビジネスパーソンなのか。普遍的な資質・スキルと限定的なそれら

は必ずしも明確に定義されていない。 

本講義では、理論と実務の双方からグローバル人材に必要な資質・スキルを検証し、ディスカッションとディベートを中心に、グロ

ーバル人材育成法を考察する。そこでは、グローバル市場で活躍する（これから活躍しようとする）受講者の知識や経験も共有さ

れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リーダーシップ（１） 

2. リーダーシップ（２） 

3. 交渉力（１） 

4. 交渉力（２） 

5. コンフリクト・マネジメント（１） 

6. コンフリクト・マネジメント（２） 

7. コミュニケーション能力（１） 

8. コミュニケーション能力（２） 

9. グローバル経営人材育成演習（１） 

10. グローバル経営人材育成演習（２） 

11. グローバル経営人材育成演習（３） 

12. グローバル経営人材育成演習（４） 

13. グローバル経営人材育成法総論（１） 

14. グローバル経営人材育成法総論（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への参加度合による評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【双方向による授業割合】 

ほぼ 100% 

講義は以下のように設計されています。 

１）私の知識や経験を学生と共有して意見を求める。 

２）学生に発言を促して、彼／彼女らの知識や経験を吸収する。 

３）異なる意見に対しては、「良い or 悪い」ではなく、「そういう意見や見解もある」というスタンスで全員が共有する。 
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４）グループディスカッションと発表、ディベートによる講義もある。 

※実務家教員 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 364 - 

■VL761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL761／経営者人材開発論 

(Human Resource Development for Managers) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営者人材の育成 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営者に最低限必要な知識として経営戦略史について解説し、討論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・経営戦略全史１章 

2. 経営戦略全史１章 

3. 経営戦略全史２章 

4. 経営戦略全史２章 

5. 経営戦略全史３章 

6. 経営戦略全史３章 

7. 経営戦略全史４章 

8. 経営戦略全史４章 

9. 経営戦略全史５章 

10. 経営戦略全史５章 

11. 経営戦略全史６章 

12. 経営戦略全史６章 

13. 経営戦略全史７章 

14. ラップアップ・オープン・クエスチョン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

該当授業前にテキスト・参考文献を読んでおく事 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参画度によって評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三谷宏治、2013、『経営戦略全史』、ディスカバートゥエンティワン (ISBN:978-4-7993-1313-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com/ 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL762／エグゼクティブ・リーダーシップ 

(Leadership for Executives) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営者人材の育成 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営者に必要なリーダーシップを古典的名著から学ぶ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ミッション・ブランド・リーダーシップ 

3. 経営者の条件 

4. 経営者の条件 

5. 経営者の条件 

6. 経営者の条件 

7. ビジョナリーカンパニー１ 

8. ビジョナリーカンパニー１ 

9. ビジョナリーカンパニー２ 

10. ビジョナリーカンパニー２ 

11. 経営に必要な 41 のこと 

12. 経営に必要な 41 のこと 

13. 坂井最先端の経営学 

14. ラップアップ&オープンクエスチョン（質疑応答） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキスト・参考文献を読んでおく事 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参画度によって評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩田松雄、2003、『スターバックス CEO だった私が伝えたいこれからの経営に必要な 41 のこと』、中経出版 

(ISBN:4046001232) 

2. ピータードラッカー、2006、『経営者の条件』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478300747) 

3. ジム・コリンズ、1995、『ビジョナリーカンパニー１』、日経 BP社 (ISBN:4822740315) 

4. ジム・コリンズ、2001、『ビジョナリーカンパニー２』、日経 BP社 (ISBN:4822242633) 

5. 入山章栄、2015、『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-7932-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩田松雄、2012、『「ついていきたい」と思われるリーダーになる 51 の考え方』、サンマーク (ISBN:4763132504) 

2. 岩田松雄、2012、『ミッション 元スターバックス CEO が教える働く理由』、アスコム (ISBN:4776207451) 

授業中に必要に応じて追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形
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式の授業によって運営されます。 
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■VL764 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL764／トップマネジメント論 

(Top Management) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営者としてどうあるべきか？ 

 

授業の内容（Course Contents） 

トップリーダーはどんなリーダーシップを発揮して来たか？ 

成功と挫折。光と陰。会社の経営幹部にどういったリーダーシップが求められるか？ 

トップは如何にして会社を変革して行くか？ 

実際のリーダーから学ぶ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「経営者に贈る５つの質問」 

3. スティーブ・ジョブス（天才経営者）１ 

4. スティーブ・ジョブス（天才経営者）２ 

5. トニー・シェイ（ネットベンチャー）１ 

6. トニー・シェイ（ネットベンチャー）２ 

7. アニータ・ロディック（社会変革者）１ 

（THE BODY SHOPの創業者） 

8. アニータ・ロディック（社会変革者）２ 

（THE BODY SHOPの創業者） 

9. ハワード・シュルツ（論語と算盤）１ 

(スターバックス CEO) 

10. ハワード・シュルツ（論語と算盤）２ 

(スターバックス CEO) 

11. 松下幸之助（経営哲学者）１ 

12. 松下幸之助（経営哲学者）２ 

13. 学生発表 

14. ラップアップ&オープンクエスチョン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

該当授業前にテキスト・参考文献を読んでおく事 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

日常の発言、授業への参加度合い＆学生発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウォルター・アイザックソン、2009、『スティーブ・ジョブズ』、ダイヤモンド社 (ISBN:4062171260) 

2. アニータ・ロディック. 1992. BODY&SOUL. ジャパンタイムズ (ISBN:478900628X) 

3. ハワードシュルツ、1998、『スターバックス成功物語』、日経 BP社 (ISBN:4822241130) 

4. トニーシェイ、2010、『ザッポス伝説』、ダイアモンド社 (978-478-01373-1) 

5. 渡部昇一、2000、『現代講談 松下幸之助』、PHP文庫 (ISBN:4569574173) 

BODY&SOULは絶版になっているため中古本もしくはザ・ボディショップのお店での購入をお願いします。数冊お貸し出来ます。

留学生を優先的にお貸しします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩田松雄、2012、『ついて行きたいと言われるリーダーになる５１の考え方』、サンマーク (ISBN:4763132504) 

2. ピータードラッカー、2009、『経営者に贈る５つの質問』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478006547) 

3. 岩田松雄、2012、『ミッション』、アスコム (ISBN:4776207451) 

4. 岩田松雄、2013、『これから経営に必要な４１の事』、中経出版 (ISBN:4046001232) 

授業中に必要に応じて追加する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com/ 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL765 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL765／トップマネジメント論 

(Top Management) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 松雄(IWATA MATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営者としてどうあるべきか？ 

 

授業の内容（Course Contents） 

トップリーダーはどんなリーダーシップを発揮して来たか？ 

成功と挫折。光と陰。会社の経営幹部にどういったリーダーシップが求められるか？ 

トップは如何にして会社を変革して行くか？ 

実際のリーダーから学ぶ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「経営者に贈る５つの質問」 

3. スティーブ・ジョブス（天才経営者）１ 

4. スティーブ・ジョブス（天才経営者）２ 

5. トニー・シェイ（ネットベンチャー）１ 

6. トニー・シェイ（ネットベンチャー）２ 

7. アニータ・ロディック（社会変革者）１ 

（THE BODY SHOPの創業者） 

8. アニータ・ロディック（社会変革者）２ 

（THE BODY SHOPの創業者） 

9. ハワード・シュルツ（論語と算盤）１ 

(スターバックス CEO) 

10. ハワード・シュルツ（論語と算盤）２ 

(スターバックス CEO) 

11. 松下幸之助（経営哲学者）１ 

12. 松下幸之助（経営哲学者）２ 

13. 学生発表 

14. ラップアップ&オープンクエスチョン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

該当授業前にテキスト・参考文献を読んでおく事 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

日常の発言、授業への参加度合い＆学生発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウォルター・アイザックソン、2009、『スティーブ・ジョブズ』、ダイヤモンド社 (ISBN:4062171260) 

2. アニータ・ロディック. 1992. BODY&SOUL. ジャパンタイムズ (ISBN:478900628X) 

3. ハワードシュルツ、1998、『スターバックス成功物語』、日経 BP社 (ISBN:4822241130) 

4. トニーシェイ、2010、『ザッポス伝説』、ダイアモンド社 (978-478-01373-1) 

5. 渡部昇一、2000、『現代講談 松下幸之助』、PHP文庫 (ISBN:4569574173) 

BODY&SOULは絶版になっているため中古本もしくはザ・ボディショップのお店での購入をお願いします。数冊お貸し出来ます。

留学生を優先的にお貸しします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩田松雄、2012、『ついて行きたいと言われるリーダーになる５１の考え方』、サンマーク (ISBN:4763132504) 

2. ピータードラッカー、2009、『経営者に贈る５つの質問』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478006547) 

3. 岩田松雄、2012、『ミッション』、アスコム (ISBN:4776207451) 

4. 岩田松雄、2013、『これから経営に必要な４１の事』、中経出版 (ISBN:4046001232) 

授業中に必要に応じて追加する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.facebook.com/matsuo.iwata 

http://leadership.jpn.com/ 

 

【双方向による授業割合】 

100% 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■VL773 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VL773／経営史 

(Business History) 

担当者名 

（Instructor） 
辻 智佐子(TSUJI CHISAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS6000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ケース・スタディをとおして企業の歴史を見ていき、その企業がどのような背景で設立され、どのようなプロセスをへてビジネスの

チャンスを掴み、発展あるいは変化してきたのかを経営史的な観点から学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義で取り上げるケース・スタディは、全国の各地域で誕生した産業と企業を対象としている。その中には、現在、大企業に成

長し東京に本社を置く企業もあれば、地元で伝統を守りながら変化・発展し続けている企業もある。日本経済の将来は、中小企

業が集積する地域産業の発展にかかっているといっても過言ではないほど、地域経済の果たす役割は今も昔も変わらず大きい。

本講義では、なぜその地域に特定の産業が生まれ、その地域で産声を上げた小さな企業がどのようにして現在の姿になったの

かを、歴史的に観察する。経営史という学問の理論を踏まえた上で、産業、企業、企業家をキーワードに紐解いていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題提起（ガイダンス） 

2. 歴史と経済 

3. 経営史の理論的支柱と時代背景 

4. シュンペーター理論 

5. イノベーションと企業発展 

6. チャンドラー理論 

7. 組織は戦略に従う!？ 

8. 日本の地域産業分布 

9. 地域産業研究の最前線 

10. 日本の酪農業の歴史 

11. 札幌の酪農会社と黒沢酉蔵 

12. 日本のタオル工業の歴史 

13. 今治のタオル会社と近藤憲司 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する参考文献について、ぜひ読んでみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業へのコミットメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 372 - 

■WG201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG201／経営学特別研究１ 

(Advanced Topics in Business Administration 1) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを絞り込み博士論文を完成させることに目的がある。実社会の問題に答えを提供する研究を行い、実務社会

に貢献する論文の完成を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの社会貢献度や独創性、仮説と検証方法について指導する。多くの先行研究を読み、その問題点を確認して、改善

すべき課題や独自の課題を設定する。学会報告や学会誌への投稿のための準備を行うため、院生相互間でのディスカッションを

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画に関する指導 

2. 研究テーマと関連する研究領域の指導 

3. 先行研究のレビュー（１） 

4. 先行研究のレビュー（２） 

5. 研究テーマの社会的意義とオリジナリティの確認（１） 

6. 研究テーマの社会的意義とオリジナリティの確認（２）  

7. 研究テーマの絞り込みに関する指導（１） 学会報告のテーマを決定する。 

8. 研究テーマの絞り込みに関する指導（２） 学会報告を行う。 

9. 仮説と検証方法に関する指導（１） 

10. 仮説と検証方法に関する指導（２） 

11. 仮説と検証方法に関する指導（３） 

12. 学会報告に基づいた学会誌への投稿の指導（１）  

13. 学会報告に基づいた学会誌への投稿の指導（２） 

14. 学会報告に基づいた学会誌への投稿の指導（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士課程前期課程で執筆した修士論文を見直し、残された課題を整理する。 

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読み、これを理解しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画書(10%)/学会報告(20%)/学会誌への投稿(30%)/参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG202／経営学特別研究２ 

(Advanced Topics in Business Administration 2) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを絞り込み博士論文を完成させることに目的がある。 2 年次以降では博士論文を提出するために、学会報告

と査読論文のポイントをクリアし、予備論文審査の合格と博士学位論文の完成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学会報告と学会誌への掲載を主要な指導内容とする。2 年次以降では、修士論文や学会誌などに掲載した論文を取りまとめて、

予備論文を作成する。予備論文の審査に合格した者は、博士学位論文を完成させて審査に合格するように準備する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の研究報告のチェックと研究計画の再確認 

2. 秋学期の研究テーマの絞り込み 

3. 秋学期の研究テーマの確定 

4. 研究テーマと仮説検証に関する指導（１） 

5. 研究テーマと仮説検証に関する指導（２） 

6. 学会報告と学会誌への投稿に関する指導（１） 

7. 学会報告と学会誌への投稿に関する指導（２） 

8. 学会報告と学会誌への投稿に関する指導（３） 

9. 学会報告の発表準備（１） 

10. 学会報告の発表準備（２） 

11. 研究計画と実績（仮説検証の不足部分）に関する指導（１） 

12. 研究計画と実績（仮説検証の不足部分）に関する指導（２） 

13. 研究計画と実績（仮説検証の不足部分）に関する指導（３） 

14. 新たな研究計画の策定（2 年次以降は予備論文の提出準備） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経営学特別研究１と同じく、経済学、経営学、会計学、統計学に関する基礎的な文献を学習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

先行研究のとりまとめ(10%)/学会報告(20%)/学会誌への投稿(30%)/参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 374 - 

■WG205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG205／経営学特別研究５ 

(Advanced Topics in Business Administration 5) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営戦略と国際ビジネスの Advanced Topics を学ぶ。学会報告論文や研究論文等の書き方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Advanced topics in Strategic Management and International Business. 

学生の専門分野に関連する Advanced な論文のリストアップ方法、テーマの設定方法、データ収集・分析方法を指導する。先行

論文、書籍等の発表をしたり，討論をしたりする。また，学会報告論文や論文の書き方等を指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の研究計画書の確認 

2. 春学期の研究計画書の確認 

3. 経営戦略領域における先行研究レビュー１ 

4. 経営戦略領域における先行研究レビュー2 

5. 経営戦略領域における先行研究レビュー3 

6. 経営戦略領域における先行研究レビュー4 

7. 経営戦略領域における国際ビジネスの先行研究レビュー1 

8. 経営戦略領域における国際ビジネスの先行研究レビュー2 

9. 国際ビジネス領域の先行研究レビュー1 

10. 国際ビジネス領域の先行研究レビュー2 

11. 国際ビジネス領域の先行研究レビュー3 

12. 国際ビジネス領域の先行研究レビュー4 

13. テーマに関する相談 1 

14. テーマに関する相談 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

先行文献を読んだり、データ収集・分析したり、論文を書く。授業時間外の学習時間は長いので、確保しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート、書籍等の発表(80%)/授業時の質疑応答(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG206／経営学特別研究６ 

(Advanced Topics in Business Administration 6) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営戦略と国際ビジネスの Advanced Topics を学ぶ。学会報告論文や研究論文等の書き方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Advanced topics in Strategic Management and International Business. 

学生の専門分野に関連する Advanced な論文のリストアップ方法、テーマの設定方法、データ収集・分析方法を指導する。先行

論文、書籍等の発表をしたり，討論をしたりする。また，学会報告論文や論文の書き方等を指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学会報告と査読論文の指導１ 

2. 学会報告と査読論文の指導 2 

3. 学会報告と査読論文の指導 3 

4. 学会報告と査読論文の指導 4 

5. 学会報告と査読論文の指導 5 

6. 学会報告と査読論文の指導 6 

7. 仮説と検証 1 

8. 仮説と検証 2 

9. 仮説と検証 3 

10. 仮説と検証 4 

11. 学会報告論文の指導 

12. 学会報告論文の指導 

13. 秋学期の研究報告と春季休業期間中の研究計画策定 

14. 秋学期の研究報告と春季休業期間中の研究計画策定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

先行文献を読んだり、データ収集・分析したり、論文を書く。授業時間外の学習時間は長いので、確保しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート、書籍等の発表(80%)/授業時の質疑応答(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG213／経営学特別研究１３ 

(Advanced Topics in Business Administration 13) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文の作成に向けた課題設定と研究計画の立案，調査研究のためのスキルの向上をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者には，各自の問題意識にそった研究成果を随時報告してもらう。それぞれ問題意識や関心分野がちがっても，論文作成

には幅広い知見とアイディアが必要であり，活発に議論を行うものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究のすすめ方について 

2. テーマの選定，仮説の設定について 

3. 先行研究の収集・分析（１） 

4. 先行研究の収集・分析（２） 

5. 実証研究のすすめ方（１） 

6. 実証研究のすすめ方（２） 

7. 実証研究のすすめ方（３） 

8. 論文作法について（１） 

9. 論文作法について（２） 

10. 論文作法について（３） 

11. 調査研究報告（１） 

12. 調査研究報告（２） 

13. 調査研究報告（３） 

14. 調査研究報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG214／経営学特別研究１４ 

(Advanced Topics in Business Administration 14) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文の作成に向けた課題設定と研究計画の立案，調査研究のためのスキルの向上をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者には，各自の問題意識にそった研究成果を随時報告してもらう。それぞれ問題意識や関心分野がちがっても，論文作成

には幅広い知見とアイディアが必要であり，活発に議論を行うものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究のすすめ方について 

2. テーマの選定，仮説の設定について 

3. 先行研究の収集・分析（１） 

4. 先行研究の収集・分析（２） 

5. 実証研究のすすめ方（１） 

6. 実証研究のすすめ方（２） 

7. 実証研究のすすめ方（３） 

8. 論文作法について（１） 

9. 論文作法について（２） 

10. 論文作法について（３） 

11. 調査研究報告（１） 

12. 調査研究報告（２） 

13. 調査研究報告（３） 

14. 調査研究報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG215／経営学特別研究１５ 

(Advanced Topics in Business Administration 15) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文執筆、ならびに学会・学術誌への投稿を通じて、研究者として活躍できるスキルを身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究探索と研究対象分析を通じた博士論文における研究課題の導出、ターゲットとする分野におけるトレンド把握を通じ、自

身の研究者としての立ち位置を明確にすることからスタートする。その上で調査分析、論文執筆に対する指導を行う。なお担当教

員はプラットフォーム戦略、技術標準化戦略、オープンイノベーションといった領域を専門とし、これら分野における知見を元にし

た指導となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の研究計画書の策定指導 

2. 研究目的と研究対象の明確化 

3. 研究計画における先行研究の範囲と収集 

4. 研究計画における学会報告の準備 

5. 論文テーマと要旨に関する研究指導１ 

6. 論文テーマと要旨に関する研究指導２ 

7. 仮説の設定と検証方法についての研究指導１ 

8. 仮説の設定と検証方法についての研究指導２ 

9. 仮説の設定と検証方法についての研究指導３ 

10. 検証のためのデータ収集１ 

11. 検証のためのデータ収集２ 

12. 検証の分析と考察１ 

13. 検証の分析と考察２ 

14. 研究計画の再確認と修正 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前：調査研究報告（進捗状況）の準備 

事後：フィードバックを受けてのブラッシュアップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に無し。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室 GitHub Organization: https://github.com/icat-lab 

研究室 Twitter: https://twitter.com/icat_lab 

 

注意事項（Notice） 
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■WG216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG216／経営学特別研究１６ 

(Advanced Topics in Business Administration 16) 

担当者名 

（Instructor） 
深見 嘉明(FUKAMI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文執筆、ならびに学会・学術誌への投稿を通じて、研究者として活躍できるスキルを身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究探索と研究対象分析を通じた博士論文における研究課題の導出、ターゲットとする分野におけるトレンド把握を通じ、自

身の研究者としての立ち位置を明確にすることからスタートする。その上で調査分析、論文執筆に対する指導を行う。なお担当教

員はプラットフォーム戦略、技術標準化戦略、オープンイノベーションといった領域を専門とし、これら分野における知見を元にし

た指導となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期の研究計画書の策定指導 

2. 研究目的と研究対象の再確認もしくは修正 

3. 研究計画における先行研究の範囲と収集 

4. 研究計画における学会報告の準備 

5. 論文テーマと要旨に関する研究指導１ 

6. 論文テーマと要旨に関する研究指導２ 

7. 仮説の設定と検証方法についての研究指導１ 

8. 仮説の設定と検証方法についての研究指導２ 

9. 仮説の設定と検証方法についての研究指導３ 

10. 検証のためのデータ収集１ 

11. 検証のためのデータ収集２ 

12. 検証の分析と考察１ 

13. 検証の分析と考察２ 

14. 翌年度に向けた研究計画の再確認と修正 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前：調査研究報告（進捗状況）の準備 

事後：フィードバックを受けてのブラッシュアップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に無し。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室 GitHub Organization: https://github.com/icat-lab 

研究室 Twitter: https://twitter.com/icat_lab 

 

注意事項（Notice） 
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■WG217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG217／経営学特別研究１７ 

(Advanced Topics in Business Administration 17) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

査読論文と学会報告の準備をするとともに、博士学位論文の完成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士学位論文の作成に向けて必要となる知識や技法を修得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画書の確認 

2. 研究対象領域における先行研究レビュー１ 

3. 研究対象領域における先行研究レビュー２ 

4. 研究対象領域における先行研究レビュー３ 

5. 先行研究の主要論文レビュー１ 

6. 先行研究の主要論文レビュー２ 

7. 先行研究の主要論文レビュー３ 

8. テーマと研究方法の再確認 問題意識と分析方法１ 

9. テーマと研究方法の再確認 問題意識と分析方法２ 

10. テーマと研究方法の再確認 問題意識と仮説および仮説の検証方法 

11. 仮説発見型研究の分析手法１ 

12. 仮説発見型研究の分析手法２ 

13. 研究成果報告 

14. 今後の研究計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究対象領域に関連する文献、および先行研究を精読する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取り組み(70%)/論文の進捗(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ、適宜、指定する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ、適宜、指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG218／経営学特別研究１８ 

(Advanced Topics in Business Administration 18) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 剛(KIMURA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

査読論文と学会報告の準備をするとともに、博士学位論文の完成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士学位論文の作成に向けて必要となる知識や技法を修得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究の進捗報告 

2. 研究目的に関する再確認と修正１ 

3. 研究目的に関する再確認と修正２ 

4. 博士論文の研究領域の範囲とその構成 

5. 学会報告と学会誌掲載論文の選定 

6. 学会報告テーマと概要確認 

7. 学会報告の要旨などを検討 

8. 学会報告の分析方法の確認 

9. 学会報告の論理構成の確認 

10. 学会報告の発表準備１ 

11. 学会報告の発表準備２ 

12. 学会報告の発表準備３ 

13. 博士論文における発表論文の位置づけの確認 

14. 研究業績の確認と次年度に向けての研究計画策定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究対象領域に関連する文献、および先行研究を精読する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と取り組み(70%)/論文の進捗(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ、適宜、指定する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じ、適宜、指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 382 - 

■WG219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG219／経営学特別研究１９ 

(Advanced Topics in Business Administration 19) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文への取組み 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文完成に向けて、研究に集中し、論文執筆、学会報告のための個人指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文の執筆計画について報告 1. 

2. 論文の執筆計画について報告 2. 

3. 論文の執筆計画について報告 3. 

4. 論文の執筆計画について報告 4. 

5. 自分の領域に関係する論文の紹介、1. 

6. 自分の領域に関係する論文の紹介、2. 

7. 自分の領域に関係する論文の紹介、3. 

8. 自分の領域に関係する論文の紹介、4. 

9. 自分の領域に関係する論文の紹介、5. 

10. ジャーナルへの投稿を促す、1. 

11. ジャーナルへの投稿を促す、2. 

12. ジャーナルへの投稿を促す、3. 

13. 投稿予定論文の報告 1. 

14. 投稿予定論文の報告 2. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

メールを使っても密に連絡を取り、論文の進行状況を報告すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の進行具合のチェック(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG220／経営学特別研究２０ 

(Advanced Topics in Business Administration 20) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文の完成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の執筆、ジャーナルへの投稿、学会報告のための指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 観光経済について、検討、１. 

2. 観光経済について、検討、2. 

3. 観光経済について、検討、3. 

4. 経済学の歴史について、1. 

5. 経済学の歴史について、2. 

6. 理論経済学への取組み. 

7. ジャーナル投稿論文の指導、1. 

8. ジャーナル投稿論文の指導、2. 

9. 学会報告の準備 

10. 博士論文完成にむけて、1. 

11. 博士論文完成にむけて、2. 

12. 博士論文完成にむけて、3. 

13. 博士論文完成にむけて、4. 

14. 博士論文完成にむけて、5. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

博士論文の完成を目指す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文完成をめざす(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG221／経営学特別研究２１ 

(Advanced Topics in Business Administration 21) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文を完成するために必要な知識およびスキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では，以下の領域に関心のある学生を指導する。 

  

１）ホスピタリティ・ビジネスにおける今日的課題に関する研究 

２）ホスピタリティ・ビジネスの国際経営比較研究 

３）ホスピタリティ・ビジネス分野におけるニュー・ビジネスに関する研究 

４）観光研究の新領域としてのラグジュアリービジネスに関する研究 

５）企業組織に関する研究 

６）組織と社会との関係に関する研究 

７）組織と個人との関係に関する研究 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博士論文とは何か 

2. 博士論文に求められる研究水準 

3. アカデミズムとジャーナリズム 

4. 相関関係と因果関係 

5. 「科学的」とはなにか 

6. 帰納法と演繹法 

7. 1 次データと 2 次データ 

8. データの価値とサンプリング 

9. 統計ソフトの選択 

10. 図書館とデータベース 

11. 先行研究の調査と選別の基準 

12. 仮説の設定 1 

13. 仮説の設定 2 

14. 仮説の設定 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

とくに必要としない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG222／経営学特別研究２２ 

(Advanced Topics in Business Administration 22) 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 貴行(SHOJI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文を完成するために必要な知識およびスキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では，以下の領域に関心のある学生を指導する。 

１）ホスピタリティ・ビジネスにおける今日的課題に関する研究 

２）ホスピタリティ・ビジネスの国際経営比較研究 

３）ホスピタリティ・ビジネス分野におけるニュー・ビジネスに関する研究 

４）観光研究の新領域としてのラグジュアリービジネスに関する研究 

５）企業組織に関する研究 

６）組織と社会との関係に関する研究 

７）組織と個人との関係に関する研究 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究対象の検討 

2. 研究テーマ・仮説の検討 

3. 研究意義の検討 

4. 研究方法の検討 

5. 仮説とその検定 

6. 目次の作成 

7. 先行研究の整理 

8. 先行研究と注釈 

9. 論文の体裁と表記 

10. 論文作成の指導 1 

11. 論文作成の指導 2 

12. 論文作成の指導 3 

13. プレゼンテーションの指導 1 

14. プレゼンテーションの指導 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

同一担当者の経営学特別研究 21 を履修していること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG223／経営学特別研究２３ 

(Advanced Topics in Business Administration 23) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科学の研究者として独り立ちする能力を身につけることを目的としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員は流通論やリテイルマーケティング，消費財メーカーのブランディングなどを専門としています。これらの知識と経験にも

とづき，研究指導を行います。学位（博士）取得を目指す受講生に対して，研究上のアドバイスの他，学会報告や学術論文の執

筆に関するアドバイス等を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容については受講生と相談の上，決定します。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

その他，各自の研究テーマや進捗に応じて参考文献やデータを紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG224／経営学特別研究２４ 

(Advanced Topics in Business Administration 24) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科学の研究者として独り立ちする能力を身につけることを目的としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当教員は流通論やリテイルマーケティング，消費財メーカーのブランディングなどを専門としています。これらの知識と経験にも

とづき，研究指導を行います。学位（博士）取得を目指す受講生に対して，研究上のアドバイスの他，学会報告や学術論文の執

筆に関するアドバイス等を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スケジュールや内容については受講生と相談の上，決定します。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

その他，各自の研究テーマや進捗に応じて参考文献やデータを紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG225／経営学特別研究２５ 

(Advanced Topics in Business Administration 25) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究指導（博士論文作成指導）。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式による研究成果報告、ディスカッションと個別指導による研究指導。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（研究計画書の策定指導）（１） 

2. イントロダクション（研究計画書の策定指導）（２） 

3. リサーチクエスチョンと研究対象の明確化（１） 

4. リサーチクエスチョンと研究対象の明確化（２） 

5. 先行研究の範囲の確認と収集方法についての研究指導（１） 

6. 先行研究の範囲の確認と収集方法についての研究指導（２） 

7. 学会報告プラン作成（１） 

8. 学会報告プラン作成（２） 

9. 仮説の設定と検証方法についての研究指導（１） 

10. 仮説の設定と検証方法についての研究指導（２） 

11. 研究指導（１） 

12. 研究指導（２） 

13. 春学期の進捗確認（１） 

14. 春学期の進捗確認（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究内容による(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG226／経営学特別研究２６ 

(Advanced Topics in Business Administration 26) 

担当者名 

（Instructor） 
枡谷 義雄(MASUTANI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究指導（博士論文作成指導）。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式による研究成果報告、ディスカッションと個別指導による研究指導。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期の研究計画書の策定指導（１） 

2. 秋学期の研究計画書の策定指導（２） 

3. 研究指導（１） 

4. 研究指導（２） 

5. 研究指導（３） 

6. 研究指導（４） 

7. 仮説と研究成果の整合性確認と修正（１） 

8. 仮説と研究成果の整合性確認と修正（２） 

9. 研究指導（５） 

10. 研究指導（６） 

11. 当該年度の研究成果報告（１） 

12. 当該年度の研究成果報告（２） 

13. 翌年度に向けた研究計画の再確認と修正（１） 

14. 翌年度に向けた研究計画の再確認と修正（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究内容による(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて準備する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG227／経営学特別研究２７ 

(Advanced Topics in Business Administration 27) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士学位論文の作成に向けて必要となる知識や技法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 はじめに，選択したテーマに関する先行研究や資料の収集方法等について指導と助言を行う。続いて先行研究のレビューにつ

いて報告を求め，先行研究の捉え方と課題について討議を行う。次に，論文仮説と検証の方向性について討論し，論文執筆に関

する指導を行う。 

 以上の指導を繰り返し行ったのち，論文の構成を検討し，博士学位論文の完成へと導く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献や資料の収集と報告（１） 

2. 先行研究のレビューに関する討議（１） 

3. 仮説と検証の方向性の検討（１） 

4. 論文の執筆指導（１） 

5. 追加的な文献や資料の収集と報告（１） 

6. 先行研究のレビューに関する討議（２） 

7. 仮説と検証の方向性の検討（２） 

8. 論文の執筆指導（２） 

9. 追加的な文献や資料の収集と報告（２） 

10. 先行研究のレビューに関する討議（３） 

11. 仮説と検証の方向性の検討（３） 

12. 論文の構成の検討 

13. 論文の執筆指導（３） 

14. 論文の執筆指導（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前準備の内容は，演習終了時もしくは電子メール等を用いて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への取り組み状況(35%)/学会報告や機関誌への投稿状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，演習内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 自身の研究テーマおよびその周辺領域の学会に入会し，積極的に大会や部会に参加して，学外の研究者からも意見をもらうこ

とを求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■WG228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG228／経営学特別研究２８ 

(Advanced Topics in Business Administration 28) 

担当者名 

（Instructor） 
青淵 正幸(AOBUCHI MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士学位論文の作成に向けて必要となる知識や技法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 経営学特別研究 27 に引き続き，博士学位論文の完成に向けた一連の指導を行う。 

 はじめに，選択したテーマに関する先行研究や資料の収集方法等について指導と助言を行う。続いて先行研究のレビューにつ

いて報告を求め，先行研究の捉え方と課題について討議を行う。次に，論文仮説と検証の方向性について討論し，論文執筆に関

する指導を行う。 

 以上の指導を繰り返し行ったのち，論文の構成を検討し，博士学位論文の完成へと導く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献や資料の収集と報告（１） 

2. 先行研究のレビューに関する討議（１） 

3. 仮説と検証の方向性の検討（１） 

4. 論文の執筆指導（１） 

5. 追加的な文献や資料の収集と報告（１） 

6. 先行研究のレビューに関する討議（２） 

7. 仮説と検証の方向性の検討（２） 

8. 論文の執筆指導（２） 

9. 追加的な文献や資料の収集と報告（２） 

10. 先行研究のレビューに関する討議（３） 

11. 仮説と検証の方向性の検討（３） 

12. 論文の構成の検討 

13. 論文の執筆指導（３） 

14. 論文の執筆指導（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前準備の内容は，演習終了時もしくは電子メール等を用いて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習への取り組み状況(35%)/学会報告や機関誌への投稿状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，演習内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 自身の研究テーマおよびその周辺領域の学会に入会し，積極的に大会や部会に参加して，学外の研究者からも意見をもらうこ

とを求める。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 392 - 

■WG229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG229／経営学特別研究２９ 

(Advanced Topics in Business Administration 29) 

担当者名 

（Instructor） 

亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、自らの研究目的、研究対象、研究方法を異なる視点で評価する。また、在籍する博士課程後期課程の

院生が相互に研究の進捗度を確認し、互いに切磋琢磨する環境をつくり、より完成度の高い博士論文を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究領域の異なる学生が、自らの研究内容を報告し、意見交換および学生同士によるアドバイスを行う。学会発表や査読論文を

相互に発表し、問題点や改善点を提案する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の研究テーマとこれまでの研究実績と実務経験について自己紹介し、2 回目以降の報告者を決定する。 

2. 第１回研究報告 1 名ないし 2名の報告（修士論文などの研究報告） 

3. 第２回研究報告 1 名ないし 2名の報告（修士論文などの研究報告） 

4. 第３回研究報告 1 名ないし 2名の報告（修士論文などの研究報告） 

5. 第４回研究報告 博士学位申請論文のための研究計画の報告（予備論文の準備） 

6. 第５回研究報告 博士学位申請論文のための研究計画の報告（予備論文の準備） 

7. 第６回研究報告 博士学位申請論文のための研究計画の報告（予備論文の準備） 

8. 第７回研究報告 学会報告のための準備報告 

9. 第８回研究報告 学会報告のための準備報告 

10. 第９回研究報告 学会報告のための準備報告 

11. 第 1０回研究報告 査読論文投稿のための報告 

12. 第 1１回研究報告 査読論文投稿のための報告 

13. 第 1２回研究報告 査読論文投稿のための報告 

14. 第 1３回研究報告 1 年間の研究成果の報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各指導教員の研究指導に従いながら、研究報告のための準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(50%)/説得力ある意見(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG230／経営学特別研究３０ 

(Advanced Topics in Business Administration 30) 

担当者名 

（Instructor） 

亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様な研究領域に接し、自らの研究目的、研究対象、研究方法を異なる視点で評価する。また、在籍する博士課程後期課程の

院生が相互に研究の進捗度を確認し、互いに切磋琢磨する環境をつくる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究領域の異なる学生が、自らの研究内容を報告し、意見交換および学生同士によるアドバイスを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の研究テーマの進捗度を報告し、2 回目以降の報告者を決定する。 

2. 第１回研究報告 1 名ないし 2名の報告（論文・学会報告などの研究準備報告） 

3. 第２回研究報告 1 名ないし 2名の報告（論文・学会報告などの研究準備報告） 

4. 第３回研究報告 1 名ないし 2名の報告（論文・学会報告などの研究準備報告） 

5. 第１回意見交換 研究テーマに関する院生間の相互評価（１） 

6. 第２回意見交換 研究テーマに関する院生間の相互評価（２） 

7. 第３回意見交換 研究テーマに関する院生間の相互評価（３） 

8. 第１回研究方法に関する意見交換 仮説・検証方法に関する相互評価（１） 

9. 第２回究方法に関する意見交換 仮説・検証方法に関する相互評価（１） 

10. 第１回研究報告 博士学位申請論文のための研究報告（１） 

11. 第２回研究報告 博士学位申請論文のための研究報告（２） 

12. 第 1 回研究報告 学位論文（予備論文）の報告（１） 

13. 第２回研究報告 学位論文（予備論文）の報告（２） 

14. 1 年間の研究成果の報告と次年度の研究計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各指導教員の研究指導に従いながら、研究報告のための準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG231／経営学特別研究３１ 

(Advanced Topics in Business Administration 31) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを絞り込み博士論文を完成させること 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの社会貢献や独創性、仮説と検証方法について指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマと先行研究に関する指導（１） 

2. 研究テーマと先行研究に関する指導（２） 

3. 研究テーマと先行研究に関する指導（３） 

4. 研究テーマと先行研究に関する指導（４） 

5. 研究テーマと先行研究に関する指導（５） 

6. 研究テーマの絞り込みに関する指導（１） 

7. 研究テーマの絞り込みに関する指導（２） 

8. 研究テーマの絞り込みに関する指導（３） 

9. 研究テーマの絞り込みに関する指導（４） 

10. 仮説と検証方法に関する指導（１） 

11. 仮説と検証方法に関する指導（２） 

12. 仮説と検証方法に関する指導（３） 

13. 仮説と検証方法に関する指導（４） 

14. 仮説と検証方法に関する指導（５） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田 健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2017、『リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-21761-6) 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG232／経営学特別研究３２ 

(Advanced Topics in Business Administration 32) 

担当者名 

（Instructor） 
野田 健太郎(NODA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを絞り込み博士論文を完成させること 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの社会貢献や独創性、仮説と検証方法について指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマと先行研究に関する指導（１） 

2. 研究テーマと先行研究に関する指導（２） 

3. 研究テーマと先行研究に関する指導（３） 

4. 研究テーマの絞り込みに関する指導（１） 

5. 研究テーマの絞り込みに関する指導（２） 

6. 研究テーマの絞り込みに関する指導（３） 

7. 仮説と検証方法に関する指導（１） 

8. 仮説と検証方法に関する指導（２） 

9. 仮説と検証方法に関する指導（３） 

10. 学会報告と学会誌への投稿の指導（１） 

11. 学会報告と学会誌への投稿の指導（２） 

12. 学会報告と学会誌への投稿の指導（３） 

13. 仮説検証の不足部分に関する指導（１）  

14. 仮説検証の不足部分に関する指導（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学、経営学、会計学、統計学の基礎的な文献を読むこと。各回の指摘事項を踏まえ、文献の確認等を十分に行ったうえで次

回の授業に備えること。授業にあたってはレジュメ等を準備し学習効果が高まるようにつとめること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野田 健太郎、2013、『事業継続計画による企業分析』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-08320-4) 

2. 野田健太郎、2017、『リスクマネジメントで会社を強くする』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-21761-6) 

本科目は、簡単な講義に続いてクラスあるいはチーム単位でディスカッション形式で授業を展開する。双方向による授業の割合

は 100％である。 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG233／経営学特別研究３３ 

(Advanced Topics in Business Administration 33) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士課程・後期課程の学生が、自立した一人の研究者として研究活動を行うために必要な高度な創造力、分析力およびその基

礎となる豊かな学識を有し、博士（経営管理学）の学位を受ける資格があるものと認めるように指導する。世界で通用する研究者

を育成することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各人の研究テーマに合わせて、先行研究レビューにより、研究の新規性や意義を明確化させながら、オリジナリティのある研究を

行えるように指導する。とりわけ、博士論文のもととなる査読論文の執筆・投稿・査読結果への対応についてアドバイスする。日

本国内だけでなく、海外からの評価を得られる研究とするため、国際学会での発表についても、アドバイスする。経営学の系譜の

中での位置づけ及び研究の新規性を重視し、博士論文を完成させるための指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の研究の進め方についての打ち合わせと助言 

2. 研究目的に関する指導 

3. 研究方法に関する指導 

4. 研究領域の範囲とその発展についての指導 

5. 学会報告と学会誌掲載論文の選定 

6. 学会報告テーマに関する指導 

7. 学会報告の要旨などを検討 

8. 学会報告の研究の新規性についての確認 

9. 検証データの収集状況と分析手法の確認 

10. 学会報告の発表準備１ 

11. 学会報告の発表準備２ 

12. 学会報告の発表準備３ 

13. 博士論文における発表論文の位置づけの確認 

14. 春学期の研究業績の確認と秋学期に向けての研究計画策定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究活動（先行研究のサーベイや査読論文執筆、学会参加など）を、積極的に継続することが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

普段の指導の状況、研究活動への取り組み・進捗状況を踏まえて、平常点で、評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

Google 検索などにより、海外の先行研究を網羅的にサーベイすることが必要である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎剛、2010、『「優秀論文」作成術 プロの学術論文から卒論まで』、勁草書房 (ISBN:978-4-32600-034-0) 

2. ロバート K.イン、2011、『新装版 ケース・スタディの方法(第 2版) 』、千倉書房 (ISBN:978-4-8051-0977-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員については、代表取締役社長を務める株式会社ティーシーコンサルティングの Webサイトに情報を掲載している。URL: 

http://www.tcconsulting.co.jp/ なお、担当教員のアライアンスの数理モデル研究の査読論文や慶應義塾大学での博士論文な

どについては、http://www.tcconsulting.co.jp/profile/academic に掲載している他、海外の学術ジャーナルへの論文掲載などに

ついても、ネット検索にて、参照が可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■WG234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG234／経営学特別研究３４ 

(Advanced Topics in Business Administration 34) 

担当者名 

（Instructor） 
冨田 賢(TOMITA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士課程・後期課程の学生が、自立した一人の研究者として研究活動を行うために必要な高度な創造力、分析力およびその基

礎となる豊かな学識を有し、博士（経営管理学）の学位を受ける資格があるものと認めるように指導する。世界で通用する研究者

を育成することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各人の研究テーマに合わせて、先行研究レビューにより、研究の新規性や意義を明確化させながら、オリジナリティのある研究を

行えるように指導する。とりわけ、博士論文のもととなる査読論文の執筆・投稿・査読結果への対応についてアドバイスする。日

本国内だけでなく、海外からの評価を得られる研究とするため、国際学会での発表についても、アドバイスする。経営学の系譜の

中での位置づけ及び研究の新規性を重視し、博士論文を完成させるための指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 秋学期の研究の進め方についての打ち合わせと助言 

2. 研究目的に関する指導 

3. 研究方法に関する指導 

4. 研究領域の範囲とその発展についての指導 

5. 学会報告と学会誌掲載論文の選定 

6. 学会報告テーマに関する指導 

7. 学会報告の要旨などを検討 

8. 学会報告の研究の新規性についての確認 

9. 検証データの収集状況と分析手法の確認 

10. 学会報告の発表準備１ 

11. 学会報告の発表準備２ 

12. 学会報告の発表準備３ 

13. 博士論文における発表論文の位置づけの確認 

14. 秋学期の研究業績の確認と来年度に向けての研究計画策定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究活動（先行研究のサーベイや査読論文執筆、学会参加など）を、積極的に継続することが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

普段の指導の状況、研究活動への取り組み・進捗状況を踏まえて、平常点で、評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 冨田賢、2017、『IoT時代のアライアンス戦略 ～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』、白桃書房 (ISBN:978-

4-561-26696-9) 

Google 検索などにより、海外の先行研究を網羅的にサーベイすることが必要である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎剛、2010、『「優秀論文」作成術 プロの学術論文から卒論まで』、勁草書房 (ISBN:978-4-32600-034-0) 

2. ロバート K.イン、2011、『新装版 ケース・スタディの方法(第 2版) 』、千倉書房 (ISBN:978-4-8051-0977-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員については、代表取締役社長を務める株式会社ティーシーコンサルティングの Webサイトに情報を掲載している。URL: 

http://www.tcconsulting.co.jp/ なお、担当教員のアライアンスの数理モデル研究の査読論文や慶應義塾大学での博士論文な

どについては、http://www.tcconsulting.co.jp/profile/academic に掲載している他、海外の学術ジャーナルへの論文掲載などに

ついても、ネット検索にて、参照が可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■WG235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG235／経営学特別研究３５ 

(Advanced Topics in Business Administration 35) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文研究指導 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、博士論文の作成に向けた研究指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題意識と「問い」の検討 

2. 問題意識と「問い」の検討 

3. 問題意識と「問い」の検討 

4. 先行研究の検討：理論的背景 

5. 先行研究の検討：理論的背景 

6. 先行研究の検討：理論的背景 

7. 先行研究の検討：実証研究の検討 

8. 先行研究の検討：実証研究の検討 

9. 先行研究の検討：実証研究の検討 

10. 先行研究の批判と Research Question の提起 

11. 先行研究の批判と Research Question の提起 

12. 先行研究の批判と Research Question の提起 

13. 先行研究の批判と Research Question の提起 

14. 先行研究の批判と Research Question の提起 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経営学、経済学、社会学など社会科学の古典を読むようにしてください。また、和文、英文問わず学術雑誌に掲載されている論

文を数多く読むことで、学術論文の作法やスタイルを経験的に習得することができます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での研究報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WG236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WG236／経営学特別研究３６ 

(Advanced Topics in Business Administration 36) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 伸彦(YAMANAKA NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BDS7003 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文研究指導 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、博士論文の作成に向けた研究指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 理論的枠組みと仮説の構築 

2. 理論的枠組みと仮説の構築 

3. 理論的枠組みと仮説の構築 

4. 理論的枠組みと仮説の構築 

5. 理論的枠組みと仮説の構築 

6. 理論的枠組みと仮説の構築 

7. 実証分析･調査の方法論的検討 

8. 実証分析･調査の方法論的検討 

9. 実証分析･調査の方法論的検討 

10. 実証分析･調査の方法論的検討 

11. 調査結果･分析結果の解釈と考察 

12. 調査結果･分析結果の解釈と考察 

13. 調査結果･分析結果の解釈と考察 

14. 調査結果･分析結果の解釈と考察 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経営学、経済学、社会学など社会科学の古典を読むようにしてください。また、和文、英文問わず学術雑誌に掲載されている論

文を数多く読むことで、学術論文の作法やスタイルを経験的に習得することができます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での研究報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


