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青山学院教育方針 

青山学院の教育は 

キリスト教信仰にもとづく教育をめざし、 

神の前に真実に生き 

真理を謙虚に追究し 

愛と奉仕の精神をもって 

すべての人と社会とに対する責任を 

進んで果たす人間の形成を目的とする。 

 

 

青山学院大学の理念 

青山学院大学は、「青山学院教育方針」に立脚した、 

神と人とに仕え社会に貢献する 

「地の塩、世の光」としての教育研究共同体である。 

本学は、地球規模の視野にもとづく正しい認識をもって 

自ら問題を発見し解決する知恵と力を持つ人材を育成する。 

それは、人類への奉仕をめざす自由で幅広い学問研究を通してなされる。 

本学のすべての教員、職員、学生は、 

相互の人格を尊重し、建学以来の伝統を重んじつつ、 

おのおのの立場において、時代の要請に応えうる大学の創出に努める。 

 

 

国際マネジメント研究科のミッションステートメント 

国際マネジメント研究科国際マネジメント専攻は、キリスト教の教育理念に基づき、社会的責任を果たし、

地球市民として活動する、創造的リーダーを養成することを目的とする。 

 

青山学院スクール・モットー 

地の塩、世の光 

The Salt of the Earth, The Light of the World 

(マタイによる福音書 第 5 章 13～16 節) 
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年度 2021
科目名 DAY・EVE　ﾏｸﾛ経済学／マクロ経済学
英文科目名 Macroeconomics/Macro Economics
学期 単位前期 2
教員名 藤井 賢治
英文教員名 FUJII Kenji

講義概要/Course description
マクロ経済学の概要について、具体的事例への利用・応用を意識した講義とします。講義自体は、下記に
あげたブランシャールに準拠して行いますが､マクロ経済学はかなり標準化されていますので､各自で購入
するテキストは指定テキスト以外でも可です。（ただし、若干の不都合があることは承知してくださ
い。）毎時間基本事項に関して10～20分程度の質疑応答（ないしはディスカッション）を予定していま
す。ディスカッションのためのテーマ、資料は前もってコースパワーを通して配布します。
なお、2021年度の講義は対面とオンラインを併用したハイブリッドで行います。

達成目標/Course objectives
景気変動、雇用問題、貿易と為替、財政金融政策について概略を他者に対して解説できる程度の理解に達
すること。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
とくになし。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス。講義の性格、講義内容について説明します。マクロ経済学とミクロ経済
学の違いを中心にお話しします。

事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 受講を検討される場合には、この科目のロード(負荷）が少し重いことも考慮してく

ださい。(重いというのは、学部であれば、1年30回で進む内容を、ほぼ倍速で進み、
15回でこなすという意味です。）

2 授業計画 世界経済の現状とマクロ経済学の概要
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

3 授業計画 国民所得の意味、その決定
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

4 授業計画 貨幣需要
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

5 授業計画 貨幣供給
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

6 授業計画 ＩＳ＝ＬＭモデル(所得と利子率の同時決定）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

7 授業計画 期待、消費および投資
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

8 授業計画 金融市場と期待、ＩＳ＝ＬＭと期待
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

9 授業計画 貿易と国際収支
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

10 授業計画 マンデル＝フレミング・モデル
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

11 授業計画 総需要・総供給分析(インフレ率の決定）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

12 授業計画 インフレと失業
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

13 授業計画 成長論
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。
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14 授業計画 政策論
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

15 授業計画 全般的なまとめ
事前学習 赤フォント、ゴシック表記の用語を中心にレジュメ、クエスチョナリーを見直してみ

てください。
事後学習 専門用語の意味内容をもう一度確認して、小テストに備えてください。

授業方法/Method of instruction
　翌週分の教材を1週間前をめどに、コースパワーにアップロードします。教材解説と、クエスチョナ
リーを用いた討議を行います。
　面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　例年であれば、「講義中の討議への参加度（20％）及
び小テスト（80％）」なのですが、2021年前期はコース
パワーのレポート機能を利用して、15回目に小テストに
近い設問を用意して、それに答えていただく形をとる予
定です。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ブランシャール著、『マクロ経済学（上）』及び『同

（下）』、東洋経済

メッセージ/Message
私が担当する講義科目3科目の中で、マクロ経済学はもっとも負荷が大きいです。受講に当たってはこの
点を承知の上で受講ください。
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年度 2021
科目名 共通　ﾏｸﾛ経済ﾃﾞｰﾀ分析
英文科目名 Macroeconomics Data Analysis
学期 単位後期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI Yoshitaka

講義概要/Course description
  企業経営においては，国内外の経済動向をできるだけ正確に把握することが必要不可欠である．新聞雑
誌等従来型メディアのみならず，インターネットを通じて，マクロ経済データを含む多種多様な情報を瞬
時に得る機会は飛躍的に増大した．しかし，そうしたデータが何を表し，また表していないかを正しく理
解するには，一定のトレーニングが必要である．マクロ経済をめぐる議論においては，その背後にある基
礎的概念を理解せず，データを駆使し一見もっともらしいけれども，実は意味不明な主張を聞くことがし
ばしばである． 
　授業では，理解があいまいなまま使っていることも多いマクロ経済データの意味を，実例を用いながら
解説し，データを通じてマクロ経済を理解することを目指す．この授業はマクロ経済学の授業ではないの
で，学者間で意見の一致しない，財政あるいは金融政策の有効性など，理論上の論争には立ち入らない．
授業では随時，Webexの投票機能を使った多肢選択問題で学習内容の確認を行い，授業の最後は，当該授業
に関する小テスト（採点しない）とその解説に充てる．教科書は特に指定せず，授業で用いるスライドや資
料は毎回CoursePowerを通じて配布する．
　

達成目標/Course objectives
　合理的経営判断に資するマクロ経済データの正確な理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

2 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

3 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

4 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

5 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

6 授業計画 日本の財政と社会保障
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

7 授業計画 日本の財政と社会保障
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

8 授業計画 日本の財政と社会保障
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

9 授業計画 国内及び国際金融
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

10 授業計画 国内及び国際金融
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

11 授業計画 国内及び国際金融
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

12 授業計画 貿易と国際収支
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

2021年01月28日 18時05分
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13 授業計画 国際比較
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

14 授業計画 第1～13回講義の総括Q&A
事前学習 第1～13回講義の疑問点確認
事後学習 疑問点の理解

15 授業計画 経済以外のデータ等
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

授業方法/Method of instruction
　面接授業（対面授業）を基本とするが，研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう，ハイブリッド型授業として実施する．講義の後，小テストを行う．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80% 試験実施可能な場合は授業最終回に試験（80%）
2 平常点  In-class Points 20%

キーワード/Keywords
マクロ経済

2021年01月28日 18時05分
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年度 2021
科目名 共通　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌｨﾛｿﾌｨｰ
英文科目名 Business Philosophy
学期 単位前期 2
教員名 髙橋 文郎
英文教員名 TAKAHASHI Fumio

講義概要/Course description
この科目では、グローバルに活躍するビジネスリーダーに必要とされる幅広い教養や考え方を身につける
ことを目的に、宗教・哲学・思想・自然科学・社会科学等の著作を読みながら、現代社会が直面する問題
点と企業活動のあり方、ビジネスリーダーの生き方について考察する。授業は討論形式で行われ、参加者
には、毎回、数十ページの課題図書を読んで感想を提出するとともに、討論に積極的に参加することが要
求される。授業での発言回数が極端に少ない学生には単位を与えない。

達成目標/Course objectives
現代社会が直面する問題点と企業活動のあり方、ビジネスリーダーの生き方について考察する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 今道友信｢エコエティカ｣、福田恆存「私の幸福論」を読む
事後学習 討論のポイントを確認する。

2 授業計画 自然
事前学習 ダーウィン｢種の起源｣、カーソン｢沈黙の春｣、寺田寅彦「日本人の自然観」を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

3 授業計画 人間(1)
事前学習 ｢論語｣、ヒポクラテス「古い医術について」、アリストテレス「ニコマコス倫理学」

を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

4 授業計画 人間(2)
事前学習 パスカル「パンセ」、スミス｢道徳感情論｣、福沢諭吉「学問のすゝめ」を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

5 授業計画 宗教
事前学習 ｢ブッダの真理のことば｣、「旧約聖書 創世記」、｢新約聖書｣を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

6 授業計画 政治
事前学習 「書経」、プラトン「国家」、ロック「統治二論」を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

7 授業計画 アメリカ
事前学習 トクヴィル「アメリカのデモクラシー」、リンカーン「ゲティスバーグ演説」、朝河

貫一「日本の禍機」を読む。   
事後学習 討論のポイントを確認する。

8 授業計画 日本(1)
事前学習 「古事記」、新渡戸稲造「武士道」、加藤周一｢日本社会･文化の基本的特徴｣を読

む。                         
事後学習 討論のポイントを確認する。

9 授業計画 日本(2) 
事前学習 夏目漱石「現代日本の開化」、丸山眞男「日本支配層の戦争責任」、野中郁次郎他

「失敗の本質」を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

10 授業計画 経済(1) 
事前学習 マルクス／エンゲルス「共産党宣言」、マルキール「ウォール街のランダム・ウォー

カー」、ライシュ「最後の資本主義」を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

11 授業計画 経済(2)
事前学習 ヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、鈴木正三「万民徳

用」、猪木武徳「戦後世界経済史」を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

12 授業計画 社会
事前学習 リップマン「世論」、オルテガ「大衆の反逆」、ドラッカー「ポスト資本主義社会へ

の転換」を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

13 授業計画 プロフェッショナル
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事前学習 世阿弥｢風姿花伝｣、宮本武蔵｢五輪書｣、渋沢栄一｢論語と算盤｣を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

14 授業計画 アントレプレナー
事前学習 フォード｢藁のハンドル｣、松下幸之助｢実践経営哲学｣、ジョブズ｢スタンフォード大

学卒業式スピーチ｣を読む。
事後学習 討論のポイントを確認する。

15 授業計画 まとめ－最終レポートの内容の発表
事前学習 最終レポートの内容について発表準備をする。
事後学習 各参加者の発表のポイントを確認する。

授業方法/Method of instruction
テキストに基づく対話。面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンラ
イン授業）で履修できるよう、ハイブリッド型授業として実施する。毎回のテキストはCoursePowerから
ダウンロードする。小レポート（テキストを読んだ感想）は授業開始前にCoursePowerに提出する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40%
2 平常点  In-class Points 40% 毎週の討論への参加状況
3 その他  Others 20% 毎週の課題

メッセージ/Message
第1回目授業の際に授業の進め方について説明するので、第1回目の授業は必ず出席すること。どうしても
出席できない場合は第2回目授業の前までに必ずメールにて履修希望の旨を伝えること。折り返し、授業
の進め方と第2回目授業までの課題について記したメールを送る。講義概要に書いたように、授業での発
言回数が極端に少ない学生には単位を与えないので留意すること。
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年度 2021
科目名 共通　文化と宗教から見るﾋﾞｼﾞﾈｽと倫理
英文科目名 Culture, Religion and Business Ethics
学期 単位前期 2
教員名 島田 由紀
英文教員名 SHIMADA Yuki

講義概要/Course description
この科目では、アリストテレス、カント、J.S.ミルや和辻哲郎など、倫理の考え方の基本的な枠組みを提
示した思想家たちの倫理的方法論をそれぞれのテキストをもとに学んだ後に、文化や宗教が経済活動にお
ける人々の倫理的な態度にどのように影響したか、特に青山学院の伝統を形作ってきたキリスト教の例や
日本の例から学ぶ。また、実際に社会で起こったあるいは起こりうる事例を取り上げ、ディスカッション
を行う。

達成目標/Course objectives
いくつかの異なる倫理的方法論をテキストから学び理解を深めると同時に、経済活動における文化的違い
を文化や宗教の影響を受けた倫理の観点から理解する。事例の検討においては、どのような倫理的枠組み
において問題にアプローチするかを自覚しつつ議論する力を身につける。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 導入
事前学習 可能であれば、授業で使用するテキストを入手し目次などを見ておく。
事後学習 講義を踏まえたうえで、授業で使用するテキストの目次からそれぞれのテキストの概

要を把握する。
2 授業計画 和辻哲郎と日本の倫理

事前学習 和辻哲郎『人間の学としての倫理学』の指定ページを読み、和辻の議論の要点を理解
する。

事後学習 講義を踏まえたうえで、和辻の議論を復習し理解する。
3 授業計画 J.ベンサムの功利主義―最大多数の最大幸福？

事前学習 テキストの指定ページを読み、功利主義的考え方の要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、功利主義の考え方を復習し理解する。

4 授業計画 J.S.ミルの功利主義―“満足した豚より不満を抱えた人間のほうがよい”？
事前学習 J.S.ミル『功利主義論集』の指定ページを読み、ミルの議論の要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、ミルの功利主義の考え方を復習し理解する。

5 授業計画 カントの倫理学―経験か理性か
事前学習 カント『道徳形而上学言論』の指定ページを読み、カントの議論の要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、カントの道徳原理の考え方を復習し理解する。

6 授業計画 カントの倫理学―なぜ嘘をついてはいけないか
事前学習 カント『道徳形而上学言論』の指定ページを読み、カントの議論の要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、カントの定言命法の考え方を復習し理解する。

7 授業計画 アリストテレスの倫理学―習慣と人格形成と経済活動？
事前学習 アリストテレス『ニコマコス倫理学』の指定ページを読み、アリストテレスの議論の

要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、アリストテレスの倫理の考え方を復習し理解する。

8 授業計画 アリストテレスの倫理学―愛と正義と経済活動？
事前学習 アリストテレス『ニコマコス倫理学』の指定ページを読み、アリストテレスの議論の

要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、アリストテレスの倫理の考え方を復習し理解する。

9 授業計画 宗教は経済活動を規定するか―プロテスタント・キリスト教の例
事前学習 マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の指定ペー

ジを読み、ヴェーバーの議論の要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、ヴェーバーの議論を復習し理解する。

10 授業計画 ルターの教えと経済活動
事前学習 マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の指定ペー

ジを読み、ヴェーバーの議論の要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、ヴェーバーの議論を復習し理解する。

11 授業計画 カルヴァンの教えと経済活動
事前学習 マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の指定ペー

ジを読み、ヴェーバーの議論の要点を理解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、ヴェーバーの議論を復習し理解する。

12 授業計画 宗教は経済活動を規定するか―江戸時代の例
事前学習 ロバート・ベラー『徳川時代の宗教』の指定ページを読み、ベラーの議論の要点を理

解する。
事後学習 講義を踏まえたうえで、ベラーの議論を復習し理解する。
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13 授業計画 キリスト教とビジネス―正直が損をするときに正直を貫くか
事前学習 あらかじめ提示される事例について、考えをまとめてくる。
事後学習 授業時間内での議論をもとに、自身の考えを深める。

14 授業計画 キリスト教とビジネス―短期的利益の重要な世界で長期的視野に立つ
事前学習 あらかじめ提示される事例について、考えをまとめてくる。
事後学習 授業時間内での議論をもとに、自身の考えを深める。

15 授業計画 まとめ
事前学習 学期期間中に扱ってきたテキストを復習する。
事後学習 倫理のおもな方法論と文化・宗教がビジネス倫理に与える影響について復習する。

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 85% ディスカッションへの参加・毎週のリアクションの提出
（Course Powerを使用）への記入など

2 レポート  Report 15% 期末レポート

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 授業で使用するテキストについては、PDF化してCourse 

Power上に掲示する。

2021年01月28日 18時05分
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年度 2021
科目名 共通　ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理とﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
英文科目名 Business Ethics and Leadership
学期 単位後期 2
教員名 島田 由紀
英文教員名 SHIMADA Yuki

講義概要/Course description
この科目は、2019年度まで西谷幸介先生が担当されていた「文化と宗教から見るビジネスエシックス」を
引き継ぐもので、2020年度は「ビジネスと倫理」の科目名で開講されました。昨年までと同様、実際のビ
ジネスの現場でキャリアを積まれている、さまざまなバックグラウンドを持つビジネスパーソンを講師と
してお迎えし、講演とそれに続く履修者とのディスカッションにより授業を進めます。ビジネスの現場で
の倫理やリーダーシップに関わるテーマで講演していただく予定です。
 
2021年度の講師については現在調整中です。2021年9月の初め頃までにCourse Powerに講師一覧を掲示し
ます。
 
講師が日本語を使って講演される場合にはディスカッションも日本語で、講師が英語話者である場合には
ディスカッションも英語で行います。どちらの言語においても積極的にディスカッションに参加する意欲
のある方の履修を求めます。

【2020年度講師（講演順）】
Annerie Van Wyk氏（UD Trucks Corporation）
Reed Maurer氏（President of International Alliances Limited）
BijuPaul氏（ChiefExecutive Officer, TopTech Informatics K.K）
NickAshley氏（Used to work for Dentsu, Saatchi&Saatchi,McCann）
PeterMathies氏（Integral Coach; Used to work for Novartis Pharma）
大木 美枝子 氏（マイラン製薬株式会社ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部長）
DavidChao氏（President of Lean Sensei International）
山田裕介 氏（Group Manager of Walmart/Seiyu; Used to work for H&M, Tiffany, Apple）
中島 里香 氏（Lawyer of NY/NＪ; SeniorManager of General Counsel of PwC Consulting）
平出比呂美 氏（Contract Manager, IoTCommercial Management, Ericsson AB）

達成目標/Course objectives
多様な文化・宗教・ジェンダー等の背景を持つ講師とのディスカッションを通じて、ビジネスの現場にお
ける倫理的な問題とそれに対する多元的な視点を身につけ、リーダシップのあり方について考察する。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 導入
事前学習 ビジネスの現場で生じうる倫理的な問題について考えてみる。
事後学習 各回の講師のテーマについて、自身の質問を考える。

2 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

3 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

4 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

5 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

6 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

7 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

8 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

9 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
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事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。
10 授業計画 外部講師による講演（調整中）

事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

11 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

12 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

13 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。　
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

14 授業計画 外部講師による講演（調整中）
事前学習 講演のテーマについて、質問を真剣に考え考察を深めておく。
事後学習 講演とディスカッションを振り返りレポートの準備をする。

15 授業計画 まとめの議論
事前学習 各回の講師の講演内容の振り返りを行っておく。
事後学習 まとめの議論を踏まえてレポートの準備をする。

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 その他  Others 90% 毎回の小考察レポート
2 平常点  In-class Points 10% 授業への貢献度（ディスカッションへの参加・考察レ

ポートでの貢献など）

2021年01月28日 18時05分
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年度 2021
科目名 共通　異文化ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
英文科目名 Intercultural Management and Leadership
学期 単位前期 2
教員名 清水 絹代
英文教員名 SHIMIZU Kinuyo

講義概要/Course description
講義では、与えられた課題に関するディスカッションやケース・スタディを行なうことにより、目標達成
を目指します。クラス・メートとのディスカッションやケース・スタディなど他者と関わることから学ぶ
ことに重きをおくため、講義への積極的な参加を望みます。

達成目標/Course objectives
異文化マネジメントとリーダシップを発揮する能力獲得を目標とします。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
４回以上欠席した場合、評価の対象から除外します。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 講義内容を復習

2 授業計画 文化と個人、組織、リーダーシップ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

3 授業計画 感情のマネジメント
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

4 授業計画 ケース・スタディ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

5 授業計画 時間のマネジメント
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

6 授業計画 講義前半総括
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

7 授業計画 異文化コンフリクトとリーダーシップ　体験談シェア
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

8 授業計画 異文化コンフリクトとリーダーシップ　体験談シェア内容まとめ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

9 授業計画 ケース・スタディ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

10 授業計画 多様性のマネジメントとリーダーシップ　「多様性」とは何か
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

11 授業計画 多様性のマネジメントとリーダーシップ　「多様性」をどのようにして活かすか
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

12 授業計画 ケース・スタディ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

13 授業計画 講義総括1: [異文化」の再定義
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

14 授業計画 講義総括2：「異文化をマネジする」手法を考える
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

15 授業計画 講義総括3：本講義で得られた知見シェア
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認
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授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 学期末レポート
2 平常点  In-class Points 30% 授業貢献度
3 その他  Others 30% 毎回のミニ・レポート
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年度 2021
科目名 共通　ｷｬﾘｱとﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
英文科目名 Career and Leadership Development
学期 単位後期後半 2
教員名 須田 敏子
英文教員名 SUDA Toshiko

講義概要/Course description
マネジャーはもちろんのこと、組織で仕事を行うすべての人にとってリーダーシップは重要な要件です。
しかしリーダーシップを発揮することは至難の業であり、ビジネスパーソンにとって永遠のテーマでしょ
う。リーダーシップの困難さの1つの理由は、その多様性にあります。リーダーシップの要件は実に多様
で、こうすればリーダーシップは備わるというものではないのです。本科目ではキャリア開発全体とリー
ダーシップ能力開発の２つに焦点をあてて、数々のエクササイズを通して自分の強み・弱み、現状の課
題、今後のキャリア開発の方向を考えていきます。同時にケース分析やグループ討議などを通じて、リー
ダーシップの在り方、人に対する影響力などを分析していきます。

＊本科目は、後期前半開催のミニセメスター科目（1日に3時間）として開講します。授業計画に示した回
数と開講日程の関係は以下のとおりです。
9月20日ー第１回（初回のみ90分授業となります。科目内容の紹介となります）
11月15日ー第２回・第３回
11月22日ー第４回・第５回
11月29日ー第６回・第７回
12月6日ー第８回・第９回
12月13日ー第10回・第11回
12月20日ー第12回・第13回
1月17日ー第14回・第15回

本科目は40人の履修人数制限を設定します。

本科目を取得するためには、最低でも5年以上のワークキャリアが必要です。さらに、現在仕事について
いて、かつ10年以上のワークキャリアを有していることが望ましいです。
職業経験のない人、職業経験があっても経験年数の短い人は、本科目についてくることは難しいと思われ
ます。実際にこれまでワークキャリアのない人、短い人が本科目にチャレンジしましたが、最終回まで出
席し、本科目を取得した人はいません。

達成目標/Course objectives
様々なディスカッション、自身のキャリアに関する分析など参画型の授業を目指します。授業を通じて多
角的にキャリア開発・リーダーシップ開発を考えることを通じて、自身のキャリアやリーダーシップにつ
いて内省し、自身の強み・弱みを考えてみてください。科目を通してリーダーシップを強化し、ワーク
キャリアの成句の一助となることを目指します。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
現在仕事についていて、かつ10年以上のワークキャリアを有していることが望ましい。最低でも5年以上
の職業経験が必要です。職業経験のない人、職業経験があっても経験年数の短い人は、本科目についてく
ることは難しいでしょう。実際に、これまで職業経験がない、あるいはあっても経験年数の短い多くの方
が、本科目にチャレンジしましたが、一人も最終回まで出席し、本科目を取得した人はいませんでした。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 科目の概要紹介
リーダーシップに関する基本事項（含む「組織行動」科目の復習）など

事前学習 関連資料で予習
事後学習 関連資料・配布資料で復習

2 授業計画 映画「12人の怒れる男」の視聴
事前学習 関連資料に基づく予習
事後学習 映画視聴に基づき分析

3 授業計画 映画に基づく分析とディスカッション
事前学習 映画視聴に基づく分析
事後学習 関連資料・配付資料に基づき復習

4 授業計画 ケースディスカッション
事前学習 ケース資料に基づき予習
事後学習 ケース資料・関連資料に基づき復習

5 授業計画 リーダーシップに関する講義とエクササイズ
事前学習 関連資料に基づき予習
事後学習 関連資料・配布資料に基づき復習

6 授業計画 リーダーシップと影響力の武器に関する講義

2021年01月28日 18時05分
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事前学習 関連資料・配付資料に基づき予習
事後学習 関連資料・配付資料に基づき復習

7 授業計画 影響力の武器に関するグループワーク
事前学習 グループワークの準備
事後学習 グループ発表の準備

8 授業計画 影響力の武器に関するグループ発表
事前学習 グループ発表の準備
事後学習 関連資料・配付資料に基づき復習

9 授業計画 リーダーシップに関する講義とエクササイズ
事前学習 関連資料に基づき予習
事後学習 関連資料・配付資料に基づき復習

10 授業計画 キャリアに関する講義とエクササイズ
事前学習 関連資料に基づき予習
事後学習 関連資料・配付資料に基づき復習

11 授業計画 キャリアに関する講義とエクササイズ
事前学習 関連資料・配付資料に基づき予習
事後学習 関連資料・配付資料に基づき復習

12 授業計画 キャリアアンカーインタビュー
事前学習 関連資料・配付資料に基づき予習
事後学習 関連資料・配付資料に基づき復習

13 授業計画 「各社のリーダーシップ比較から探る効果的なリーダーシップ」に関するグループ
ワーク

事前学習 自社のリーダーシップスタイルに関する分析
事後学習 グループ発表の準備

14 授業計画 「各社のリーダーシップ比較から探る効果的なリーダーシップ」に関するグループ発
表

事前学習 グループ発表の準備
事後学習 グループ発表内容の振り返り

15 授業計画 コンピテンシー・エクササイズ
事前学習 関連資料に基づく予習
事後学習 関連資料・配付資料に基づく復習

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本としますが、研究科が遠隔授業（オンライン授業）を認めた履修者がいた場
合には、ハイブリッド型授業で実施します。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50%
2 その他  Others 50%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author ロバート・チャルディーニ

タイトル/Title 影響力の武器：なぜ人は動かされるのか（第3版）
出版社/Publisher 誠信書房

参考書/Reference books
1 著者名/Author ジョン・コッター

タイトル/Title リーダーシップ論
出版社/Publisher ダイヤモンド社

2 著者名/Author 金井壽宏
タイトル/Title リーダーシップ入門
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社

2021年01月28日 18時05分
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年度 2021
科目名 共通　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ
英文科目名 Presentation Skills
学期 単位後期 2
教員名 清水 絹代
英文教員名 SHIMIZU Kinuyo

講義概要/Course description
毎回の講義では、個人プレゼンテーションだけでなく、他のクラスメートとチームでプレゼンテーション
を行う機会もあります。他者、他チームのプレゼンテーションから学ぶことを重視する体験学習型授業の
ため、積極的に講義に参加される方の履修を望みます。プレゼンテーションの経験は特に問いません。

達成目標/Course objectives
プレゼンテーションを行う上で必要な考え方、スキルの習得を目指します。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
4回以上欠席した場合、評価の対象から除外します

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 説明型プレゼンテーションの構成を理解する
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 講義内容を復習

2 授業計画 説明型プレゼンテーション実践
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

3 授業計画 オーディエンス分析の手法を理解する
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

4 授業計画 オーディエンス分析実践
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

5 授業計画 プレゼンテーションにおける感情と論理
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

6 授業計画 問題解決型プレゼンテーションの構成を理解する
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

7 授業計画 問題解決型プレゼンテーションの実践
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

8 授業計画 問題解決型プレゼンテーションの分析
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

9 授業計画 非言語コミュニケーションとプレゼンテーション
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

10 授業計画 言語コミュニケーションとプレゼンテーション
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

11 授業計画 プレゼンテーションにおける効果的な表現方法を考える
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

12 授業計画 小説に学ぶプレゼンテーション
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

13 授業計画 映画に学ぶプレゼンテーション
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

14 授業計画 TEDに学ぶプレゼンテーション
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

15 授業計画 講義総括：最終発表会
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認
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授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 学期末レポート
2 平常点  In-class Points 10% 他の履修者へのコメントシート
3 その他  Others 60% 毎回のミニ・レポート：30％　授業内プレゼンテーショ

ン：30%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 初回講義で説明します

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 初回講義で説明します

2021年02月05日 11時16分
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年度 2021
科目名 EVE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(基礎)
英文科目名 English for Global Communication(in English)
学期 単位後期 2
教員名 FRANCIS,Eric M.
英文教員名 FRANCIS, Eric Maeser

講義概要/Course description
English for Global Communication (Foundation) is designed to help class members increase their

s ̶ competence and confidence in how they express themselves in global situation both face-to-fa
ce and virtual. The “foundation” emphasis of the class is on developing individual expressio
n skills that can easily be understood by others.  Therefore, class sessions will be interacti
ve and require a high level of participation. Emphasis will be on applying lecture topics outs
ide of class for maximum growth as a global communicator. 

達成目標/Course objectives
To help class members succeed as Global Communicators by focusing on global language, knowledg
e, and skills.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
English proficiency (TOEIC Level 500 or higher) is needed to understand core class concepts an
d actively participate in class discussions and projects.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Course overview / Expectations of Students / Habits of Global Communicators
　　　　　　　　　　　

事前学習 Read class syllabus
事後学習 Review concepts and start global communicator habits

2 授業計画 Global Language: Definition
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

3 授業計画 Global Language: Application
事前学習 Submit homework assignment　　
事後学習 Review concepts and practice

4 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Written) - Part 1                        
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

5 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Oral) - Part 1
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

6 授業計画 Global Knowledge: Confirming & Connecting
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

7 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Written) - Part 2                       
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

8 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Oral) - Part 2
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

9 授業計画 Global Skills: Confirming Comprehension
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

10 授業計画 Global Skills: Expressing Disagreement
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

11 授業計画 Global Skills: Presentation Design
事前学習 Submit homework assignment 
事後学習 Review concepts and practice 

12 授業計画 Global Skills: Presentation Delivery
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

13 授業計画 Global Development Plan (GDP) presentations
事前学習 Deliver GDP presentations
事後学習 Review feedback and prepare GDP slide submissions

14 授業計画 Global Development Plan (GDP) presentations

2021年01月28日 18時05分
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事前学習 Deliver GDP presentations
事後学習 Review feedback and prepare GDP slide submissions

15 授業計画 Final Exam
事前学習 Take in-class exam
事後学習 Submit course evaluation

授業方法/Method of instruction
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained approval from the Graduate School to attend online.

 

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% （1）クラスワーク：30%　Participation ＆ Groupwork
 in Class
（2）宿題：            30％　Homework Assignments
（3）最終プレゼン：30％　Global Development Plan 
(GDP) Presentation + Submission
（4）最終試験：　　10％　Final Exam

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Nerriere and Hon

タイトル/Title Globish the World Over
出版社/Publisher Toyo Keizai
出版年/Published year 2009
ISBN 0578028794
価格/Price ¥1,337

2 著者名/Author Reynolds, Garr
タイトル/Title Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Des

ign and Delivery
出版社/Publisher New Riders
出版年/Published year 2011
ISBN 0321811984
価格/Price ¥2,874

参考書/Reference books
1 著者名/Author Strunk Jr., William; White, E.B.

タイトル/Title The Elements of Style
出版社/Publisher Longman
出版年/Published year 1999
ISBN 9780205309023
価格/Price ¥1,059

2021年01月28日 18時05分
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年度 2021
科目名 DAY　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(基礎)
英文科目名 English for Global Communication(in English)
学期 単位後期 2
教員名 陳 蓁怡
英文教員名 CHEN, Chen Yi

講義概要/Course description
English for Global Communication (Foundation) is designed to help class members increase their

s ̶ competence and confidence in how they express themselves in global situation both face-to-fa
ce and virtual. The“foundation” emphasis of the class is on developing individual expression
 skills that can easily be understood by others. Therefore, class sessions will be interactive
 and require a high level of participation. Emphasis will be on applying lecture topics outsid
e of class for maximum growth as a global communicator.

達成目標/Course objectives
To help class members succeed as Global Communicators by focusing on global language, knowledg
e, and skills.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
English proficiency (TOEIC Level 500 orhigher) is needed to understand core class concepts and
 actively participate inclass discussions and projects.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Course overview / Expectations of Students / Habits of Global Communicators 
                              

事前学習 Read class syllabus
事後学習 Review concepts and start global communicator habits

2 授業計画 Global Language: Definition
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

3 授業計画 Global Language: Application
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

4 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Written) - Part 1                        
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

5 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Oral) - Part 1
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

6 授業計画 Global Knowledge: Confirming & Connecting              
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

7 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Written) - Part 2                       
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

8 授業計画 Global Skills: Logical Expression (Oral) - Part 2
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

9 授業計画 Global Skills: Confirming Comprehension
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

10 授業計画 Global Skills: Expressing Disagreement
事前学習 Submithomework assignment
事後学習 Review concepts and practice

11 授業計画 Global Skills: Presentation Design
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

12 授業計画 Global Skills: Presentation Delivery
事前学習 Submithomework assignment
事後学習 Review concepts and practice

13 授業計画 Global Development Plan (GDP) presentations
事前学習 Deliver GDP presentations
事後学習 Review feedback and prepare GDP slide submissions

14 授業計画 Global Development Plan (GDP) presentations
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事前学習 Practice GDP presentations
事後学習 Review feedback and prepare GDP slide submissions

15 授業計画 Final Exam
事前学習 Take in-class exam
事後学習 Submit Course Evaluation

授業方法/Method of instruction
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained approval from the Graduate School to attend online.
Class sessions will be delivered mainly using ZOOM, CoursePower and other online tools necessa
ry for lecture + interactive exercises. Online breakout groups will also be used for partner s
haring and group discussions.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 1 クラスワーク　30％　Class Attendance & Participa
tion
2 宿題　　　　　30％　Homework Assignments
3 最終プレゼン　30％　Global Development Plan (GD
P) Presentation + Submission
4 最終試験　　　10％　Final Exam

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Nerriere and Hon

タイトル/Title Globish the World Over
出版社/Publisher Toyo Keizai
出版年/Published year 2009
ISBN 0578028794
価格/Price 1,337

2 著者名/Author Reynolds, Garr
タイトル/Title Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Des

ign and Delivery
出版社/Publisher New Riders
出版年/Published year 2011
ISBN 0321811984
価格/Price ¥2,874

参考書/Reference books
1 著者名/Author Strunk Jr., William; White, E.B.

タイトル/Title The Elements of Style
出版社/Publisher Longman
出版年/Published year 1999
ISBN 9780205309023
価格/Price 1059
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年度 2021
科目名 EVE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(上級)
英文科目名 Advanced English for Global Communication(in English)
学期 単位前期 2
教員名 FRANCIS,Eric M.
英文教員名 FRANCIS, Eric Maeser

講義概要/Course description
English for Global Communication (Advanced) is designed to help class members increase their c

 ̶ompetence and confidence in how they interact with others in global situations  both face-to-
face and virtual. The “advanced” emphasis of the class is on managing interactions with othe

s ̶r not just individual expression. Therefore, class sessions will require a high level of inte
raction with both other class members and the professor. Emphasis will be on applying lecture 
topics outside of class for maximum growth as a global communicator. 

達成目標/Course objectives
To help class members succeed as Global Communicators by focusing on global language, knowledg
e, and skills.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
English proficiency (TOEIC Level 700 or higher) is needed to understand core class concepts an
d actively participate in class discussions and case practice.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Course Overview / Expectations of Students / Habits of Global Communicators
事前学習 Read class syllabus
事後学習 Review concepts and start global communicator habits

2 授業計画 Global Language: Mindset for Interactions
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

3 授業計画 Global Language: Context for Interactions
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

4 授業計画 Global Knowledge: Gap, Negativity, Straight Line, and Fear Instincts
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

5 授業計画 Global Knowledge: Size, Generalization, Destiny Instincts
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

6 授業計画 Global Knowledge: Single Perspective, Blame, Urgency Instincts
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

7 授業計画 Global Knowledge: Business Applications
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

8 授業計画 Global Skills: Presentation Design
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

9 授業計画 Global Skills: Presentation Q&A
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

10 授業計画 Global Skills: Debate
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

11 授業計画 Global Skills: Evaluating
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

12 授業計画 Global Skills: Presentation Delivery
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

13 授業計画 Group Project Presentations
事前学習 Prepare group presentation
事後学習 Provide feedback to presenter groups

14 授業計画 Group Project Presentations
事前学習 Prepare group presentation
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事後学習 Provide feedback to presenter groups
15 授業計画 Final Exam

事前学習 Take in-class exam
事後学習 Submit course evaluations

授業方法/Method of instruction
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained approval from the Graduate School to attend online.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% （1）クラスワーク　30％　Class Attendance & Partic
ipation
（2）宿題　           30％   Homework Assignments
（3）最終プレゼン　30％　Group Project (Submission
 + Presentation)
（4）最終試験　　　10％　Final Exam

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Rosling, Hans

タイトル/Title Factfulness
出版社/Publisher Sceptre
出版年/Published year 2018
ISBN 1473637465
価格/Price ¥1,544

2 著者名/Author Reynolds, Garr
タイトル/Title Presentation Zen Design: Simple Design Principles 

to Enhance Your Presentations, 2nd Edition
出版社/Publisher New Riders
出版年/Published year 2013
ISBN 0321934156
価格/Price ¥4,610
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年度 2021
科目名 DAY　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(上級)
英文科目名 Advanced English for Global Communication(in English)
学期 単位前期 2
教員名 陳 蓁怡
英文教員名 CHEN, Chen Yi

講義概要/Course description
English for Global Communication (Advanced) is designed to help class members increase their c

 ̶ompetence and confidence in how they interact with others in global situations  both face-to-
face and virtual. The “advanced” emphasis of the class is on managing interactions with othe

s ̶r not just individual expression. Therefore,class sessions will require a high level of inter
action with both other class members and the professor. Emphasis will be on applying lecture t
opics outside of class for maximum growth as a global communicator. 

達成目標/Course objectives
To help class members succeed as Global Communicators by focusing on global language, knowledg
e, and skills.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
English proficiency (TOEIC Level 700 or higher) is needed to understand core class concepts an
d actively participate in class discussions and projects.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Course Overview / Expectations of Students /Habits of Global Communicators
事前学習 Readclass syllabus
事後学習 Review concepts and start global communicator habits

2 授業計画 Global Language: Mindset for Interactions
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

3 授業計画 Global Language: Context for Interactions
事前学習 Submithomework assignment
事後学習 Review concepts and practice

4 授業計画 Global Knowledge: Gap, Negativity, Straight Line, and Fear Instincts
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

5 授業計画 Global Knowledge: Size, Generalization,Destiny Instincts
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

6 授業計画 Global Knowledge: Single Perspective, Blame, Urgency Instincts
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

7 授業計画 Global Knowledge: Business Applications
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

8 授業計画 Global Skills: Presentation Design
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

9 授業計画 Global Skills: Presentation Q & A
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

10 授業計画 Global Skills: Debate
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

11 授業計画 Global Skills: Evaluating
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

12 授業計画 Global Skills: Presentation Delivery
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

13 授業計画 Group Project Presentations
事前学習 Prepare group presentation
事後学習 Provide feedback to presenter groups

14 授業計画 Group Project Presentations
事前学習 Prepare group presentation

2021年01月28日 18時05分

-23-



181S100-0207 2 2[ / ]

事後学習 Provide feedback to presenter groups
15 授業計画 Final Exam

事前学習 Take in-class exam
事後学習 Complete course evaluation

授業方法/Method of instruction
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained approval from the Graduate School to attend online.
Class sessions will be delivered mainly using ZOOM, CoursePower and other online tools necessa
ry for lecture + interactive exercises. Online breakout groups will also be used for partner s
haring and group discussions.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 1 クラスワーク　30％　Class Attendance & Participa
tion
2 宿題　　　　　30％　Homework Assignments
3 最終プレゼン　30％　Group Project (Submission + 
Presentation)
4 最終試験　　　10％　Final Exam

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Rosling, Hans

タイトル/Title Factfulness
出版社/Publisher Sceptre
出版年/Published year 2018
ISBN 1473637465
価格/Price ¥1,544

参考書/Reference books
1 著者名/Author Reynolds, Garr

タイトル/Title Presentation Zen Design: Simple Design Principles 
to Enhance Your Presentations, 2nd Edition

出版社/Publisher New Riders
出版年/Published year 2013
ISBN 0321934156
価格/Price ¥4,610
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年度 2021
科目名 DAY・EVE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Global Management(in English)
学期 単位後期後半 2
教員名 中野 勉
英文教員名 NAKANO Tsutomu

講義概要/Course description
Seasoned experience, knowledge and skills are all essential for managers of start-ups, proprie
tors of small- and medium-sized enterprises (SME) and employees and executives of large multin
ational enterprises (MNE) today to deal with the rapidly chaining multinational environment in
cluiding the globalization and marketization, the rise of protectionism as seen in the America
 Fisrtor the Brexit, the green movements, and the Asian capitalism. In particular, this course
 provides with a general overview of international management from a multinational perspective
 to meet the needs of those engage in global business activities. Discussing a wide variety of
 foundational and advanced topics, it takes a strategic approach to management while studying 
some issues in the fields of organizational behavior and organization theory as relevant to in
ternational business. It also employs an interactive and integrative approach as in-class disc
ussions of case materials, short quizzes, and a team project to practically analyze and assess
 the global management of a firm of your choice, which should lead to the final group presenta
tions. It uses a textbook and visual materials.

達成目標/Course objectives
The course objective is to get comprehensive managerial knowledge and skills to be contemporar
y global managers and leaders from the point of view of micro organizational behavior and macr
o strategy.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
A good command of reading English materials and positive attitudes as to engage in discussions

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 #1 Global management overview
事前学習 TBD
事後学習 TBD

2 授業計画 #2 Culture and management
事前学習 TBD
事後学習 TBD

3 授業計画 #3 Institutional context of multinational management 
事前学習 TBD
事後学習 TBD

4 授業計画 #4 Case analysis
事前学習 TBD
事後学習 TBD

5 授業計画 #5 Multinational management and corporate strategy
事前学習 TBD
事後学習 TBD

6 授業計画 #6 Participation strategies in the global arena
事前学習 TBD
事後学習 TBD

7 授業計画 #7 Entry mode
事前学習 TBD
事後学習 TBD

8 授業計画 #8 Case analysis
事前学習 TBD
事後学習 TBD

9 授業計画 #9 Organizational design for multinational companies
事前学習 TBD
事後学習 TBD

10 授業計画 #10 Cross-cultural communication and negotiation
事前学習 TBD
事後学習 TBD

11 授業計画 #11 Motivation and team building
事前学習 TBD
事後学習 TBD

12 授業計画 #12 IHRM and case analysis
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事前学習 TBD
事後学習 TBD

13 授業計画 #13 Global leadership
事前学習 TBD
事後学習 TBD

14 授業計画 #14 A Review Session
事前学習 TBD
事後学習 TBD

15 授業計画 Group Presentation
事前学習 TBD
事後学習 TBD

授業方法/Method of instruction
Use of a textbook, case materials and news articles are the main teaching materials for lectur
es whereas an interactive mode of delivery is a key to discuss contemporary issues of global m
anagement on the basis of active student engagement. Considering to have face-to-face class me
etings but it may change to employ remote online meetings or a hybrid where face-to-face meeti
ng opportunities can be introduced while studying remote online, depending on situations.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 50% individual performance (quiz, class participat
ion, in-class discussion) and 50% group work (disc
ussion, final paper and presentation, peer review)
 .

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Cullen & Paboteeah Multinational Management (versi

on 7 as E-book of international latest edition) Th
ompson/South-Western 2017

2 著者名/Author 3-4 case materials

参考書/Reference books
1 著者名/Author Cullen & Paboteeah Multinational Management (versi

on 7 as E-book of international latest edition) Th
ompson/South-Western 2017

メッセージ/Message
This course is conducted in English. To register, please attend the orientation meeting.
It is necessary to register during the registration period in September whereas the 180 minut
e, weekly teaching class meetings will start in the latter half of the Fall Semester or in Nov
ember, 2021.

This is basically an online course, but we will try to have a few session meetings face to fac
e if possible. This format may change contingent upon situations.

キーワード/Keywords
global management  international management  organization  business
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年度 2021
科目名 共通　ｹﾞｰﾑ理論とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Game Theory and Management
学期 単位前期 2
教員名 北野 泰樹
英文教員名 KITANO Taiju

講義概要/Course description
   ビジネスを含む多くの環境において，人や企業などのプレイヤーが受け取る利得は，自身の行動の選
択だけではなく，他のプレイヤーの行動の選択にも依存して定まります．そのため，各プレイヤーは，相
手の行動を読み込んで自分の行動を決める，あるいは自分の行動により相手がどのように反応するかを先
読みして行動する必要があります．ゲーム理論は，このような複数のプレイヤー間の戦略的相互依存関係
を分析する学問分野です．本講義では，ゲーム理論の基礎的な概念を理解し，戦略的な思考法を身につけ
ることを目標とします．講義中心ですが，適宜内容に関連するケーススタディを紹介し，議論をします．
成績は期末レポートの得点と講義内で出されるQuizと宿題（5回）により評価します．
  講義は対面とオンラインのハイブリッド形式で実施しますが，対面講義への参加が原則となります．詳
しくは初回の講義で説明します．

達成目標/Course objectives
ゲーム理論の考え方を理解し，経営の諸問題に応用できる能力を身につけます．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション・ゲーム理論とは何か
事前学習 シラバスの確認
事後学習 講義内容の復習

2 授業計画 戦略形ゲーム：支配戦略
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

3 授業計画 戦略形ゲーム：ナッシュ均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

4 授業計画 戦略形ゲーム：混合戦略
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

5 授業計画 展開形ゲーム：後ろ向き帰納法と部分ゲーム完全均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

6 授業計画 展開形ゲーム：時間不整合性とコミットメント
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

7 授業計画 展開形ゲーム：戦略的代替と戦略的補完
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

8 授業計画 交渉
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

9 授業計画 繰り返しゲーム：協調の実現
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

10 授業計画 不完備情報のゲーム：ベイジアンナッシュ均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

11 授業計画 不完備情報のゲーム：オークション・入札
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

12 授業計画 不完備情報のゲーム：完全ベイズ均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

13 授業計画 不完備情報のゲーム：シグナリング
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

14 授業計画 インセンティブ契約
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習
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15 授業計画 期末レポート
事前学習 第1-14回までの復習
事後学習 講義内容の復習

授業方法/Method of instruction
・講義
・面接授業（対面授業）を基本とするが，研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう，ハイブリッド型授業として実施する．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 60%
2 その他  Others 40% 宿題（20%），Quiz（20%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 天谷研一

タイトル/Title 図解で学ぶゲーム理論入門
出版社/Publisher 日本能率協会マネジメントセンター
備考/Remarks 講義で扱う内容に関連する部分については配布資料とし

てアップロードします．
2 著者名/Author ディキシット・ネイルバフ

タイトル/Title 戦略的思考をどう実践するか
出版社/Publisher 阪急コミュニケーションズ
備考/Remarks 紙媒体の書籍は手に入りづらいですが，Kindle版（半額

以下）があります．

参考書/Reference books
1 著者名/Author 神戸伸輔

タイトル/Title 入門ゲーム理論と情報の経済学
出版社/Publisher 日本評論社

2 著者名/Author ディキシット・ネイルバフ
タイトル/Title 戦略的思考とは何か
出版社/Publisher 阪急コミュニケーションズ
備考/Remarks テキストで挙げられている同著者たちの本とほぼ同じ内

容なので，両方購入する必要はありません．
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年度 2021
科目名 共通 計量経済学とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Econometrics and Management
学期 単位前期 2
教員名 北野 泰樹
英文教員名 KITANO Taiju

講義概要/Course description
   情報技術の発展とともに，日々の消費者や企業の行動を記録した様々なデータが利用可能となってい
ます．データを見る際には，注目する変数の関係に因果関係があるのか，ただの相関関係を示すものなの
かを見極める必要があります．単なる相関関係を因果関係と判断してしまうと，誤った経営判断につなが
る可能性があるためです．例えば，さまざまな企業の広告支出と売上のデータから，広告支出と売上の間
には強い正の相関があることが明らかとなったので，販売促進部門のマネージャーが，広告支出を増やす
という意思決定をしたとしましょう．この判断は正しいでしょうか？残念ながら，広告支出を増加させる
ことで，売上を高めることができるとの判断は誤ったものであるか，あるいは思ったほどの効果をもたら
すものではない可能性があります．データから示された広告支出と売上高の正の相関は，「広告支出の増
加が売上を高める」という因果関係を示すものとは限らないためです．通常，広告支出は，売上が大きく
余裕のある企業ほど大きい傾向があります．よって，データの示す相関は，「広告支出の増加が売上を高
める」のではなく，「売上の高い企業が広告支出を高めている」ために観察されている可能性があるので
す．後者の場合，当然ながら広告支出を増加は売上の増加にはあまり寄与しません．
   ビジネスの意思決定においてはデータ分析が不可欠ですが，以上の例が示すように，データが示す関
係から因果関係を導き出すには注意が必要です．そこで，本講義では，因果関係の測定に重点を置いた計
量経済分析の基礎を解説します．講義を通じ，正しくデータを理解し，エビデンスに基づく意思決定を実
行するのに必要な素養を培うことを目的とします．受講には，統計学の基礎的な知識（確率，期待値，分
散など）が必要です．また，微積分などの数学の知識は前提とはしませんが，講義では一部これらの方法
を用います．予習・復習を通じてこれら数学の基礎も身に着けることが求められます．（よって，数学が
苦手な学生の履修は勧めません）講義は指定するテキストに基づいて行います．講義を受けるに当たって
は，事前にテキストの指定箇所を予習する必要があります．成績は期末レポートと宿題により評価します
．  
  講義は対面とオンラインのハイブリッド形式で実施しますが，対面講義への参加が原則となります．詳
しくは初回の講義で説明します．

達成目標/Course objectives
計量経済分析を用いた経営上の意思決定を実践するための知識と方法を身につけます．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 シラバスの確認，伊藤第1章，中室・津田第1章，田中第1章
事後学習 講義内容の復習

2 授業計画 ランダム化比較実験①
事前学習 伊藤第2章，中室・津田第2章
事後学習 講義内容の復習

3 授業計画 ランダム化比較実験②，自然実験，マッチング法①
事前学習 伊藤第2章，中室・津田第2・3・7章
事後学習 講義内容の復習

4 授業計画 Difference-In-Difference (DID)分析①
事前学習 中室・津田第4章
事後学習 講義内容の復習

5 授業計画 操作変数法①
事前学習 中室・津田第5章
事後学習 講義内容の復習

6 授業計画 回帰不連続（Regression Discontinuity）分析
事前学習 伊藤第3章，中室・津田第6章，田中第11章
事後学習 講義内容の復習

7 授業計画 確率・統計の基礎①
事前学習 田中第3・4章
事後学習 講義内容の復習

8 授業計画 確率・統計の基礎②
事前学習 田中第3・4章
事後学習 講義内容の復習

9 授業計画 回帰分析の基礎①
事前学習 田中第5・6・7章
事後学習 講義内容の復習

10 授業計画 回帰分析の基礎②
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事前学習 田中第5・6・7章
事後学習 講義内容の復習

11 授業計画 Difference-In-Difference(DID)分析②
事前学習 田中第9章，伊藤第5章
事後学習 講義内容の復習

12 授業計画 パネルデータ分析
事前学習 田中第９章，伊藤第５章
事後学習 講義内容の復習

13 授業計画 操作変数法②
事前学習 田中第8章
事後学習 講義内容の復習

14 授業計画 マッチング法②
事前学習 田中第10章
事後学習 講義内容の復習

15 授業計画 まとめ
事前学習 第1-14回までの復習
事後学習 講義内容の復習

授業方法/Method of instruction
・講義形式
・面接授業（対面授業）を基本とするが，研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう，ハイブリッド型授業として実施する．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 70%
2 その他  Others 30% 宿題

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 中室牧子・津川友介

タイトル/Title 「原因と結果」の経済学―データから真実を見抜く思考
法

出版社/Publisher ダイヤモンド社
出版年/Published year 2017

2 著者名/Author 田中隆一
タイトル/Title 計量経済学の第一歩 ― 実証分析のススメ
出版社/Publisher 有斐閣

3 著者名/Author 伊藤公一朗
タイトル/Title データ分析の力 因果関係に迫る思考法
出版社/Publisher 光文社新書
出版年/Published year 2017

参考書/Reference books
1 著者名/Author Wooldridge, Jeffery M.

タイトル/Title Introductory Econometrics: A Modern Approach 6th e
d.

出版社/Publisher South-Western Pub
2 著者名/Author チャールズ・ウィーラン

タイトル/Title 統計学をまる裸にする データはもう怖くない
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2014

3 著者名/Author 安井翔太
タイトル/Title 効果検証入門～正しい比較のための因果推論／計量経済

学の基礎
出版年/Published year 2019
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年度 2021
科目名 DAY・EVE　競争戦略
英文科目名 Competitive Strategy
学期 単位前期 2
教員名 澤田 直宏
英文教員名 SAWADA Naohiro

講義概要/Course description
　本科目は基礎科目101番｢経営戦略｣で取り扱えなかった経営戦略に関する基礎を講義する。 
　具体的には市場浸透，多角化，垂直統合，戦略的提携，Ｍ＆Ａについて講義する。
　本科目ではレクチャーとケースに基づくディスカッションを交えながら，事業戦略および企業戦略の基
礎についての理解を深めてもらう。

達成目標/Course objectives
産業成長率の変化に応した戦略について理解する。
複数事業を保有することで発揮される経済性についてファイナンス論およびシナジー効果(範囲の経済性)
の観点から理解する。
垂直統合や戦略的提携，M&amp;A等，組織の境界に対する変更を伴う戦略が経済性を発揮する条件につい
て理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
基礎科目｢経営戦略｣の知識を前提とする(このためMBA1年生は履修不可)。
なお，本科目は2015年度以前に開講していた｢イノベーションと組織戦略｣と類似の内容を取り扱う。この
ため既に｢イノベーションと組織戦略｣を履修済の修了生については科目等履修生としての履修不可。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ① 講義概要
事前学習 講義用スライド｢①講義概要｣を読む。
事後学習 教科書第1～2章を読む。

2 授業計画 ② 市場浸透：(a) 導入期～成長期の競争戦略
事前学習 講義用スライド｢②市場浸透｣第1～3節を読む。
事後学習 教科書第7章1～2節を読む。

3 授業計画 ② 市場浸透：(a) 導入期～成長期の競争戦略(続き)
事前学習 講義用スライド｢②市場浸透｣第1～3節を読む。
事後学習 教科書第7章1～2節を読む。

4 授業計画 ② 市場浸透：ケーススタディ
事前学習 ケース課題の実施。
事後学習 講義でのケースディスカッションの振り返り。

5 授業計画 ② 市場浸透：(b) 成熟期～衰退期の事業戦略
事前学習 講義用スライド｢②市場浸透｣4節～最後まで読む。
事後学習 教科書第7章第3節を読む。

6 授業計画 ③ 組織設計
事前学習 講義用スライド｢③組織設計｣を読む。
事後学習 講義で使用したスライドの振り返り。

7 授業計画 ③ 組織設計：ケーススタディ
事前学習 ケース課題に対する予習。
事後学習 講義でのケースディスカッションの振り返り。

8 授業計画 ④ 多角化：コアコンピタンス
事前学習 講義用スライド｢④多角化｣3～5節を読む。
事後学習 教科書第8章2節を読む。

9 授業計画 ④ 多角化：製品ポートフォリオマネジメント
事前学習 講義用スライド｢④多角化｣第6節～最後まで読む。
事後学習 教科書第8章3節～最後まで読む。

10 授業計画 ④ 多角化：ケーススタディ
事前学習 ケース課題の実施。
事後学習 講義でのケースディスカッションの振り返り。

11 授業計画 ⑤ 垂直統合
事前学習 講義用スライド｢⑤垂直統合｣を読む。
事後学習 教科書第9章を読む。

12 授業計画 ⑤ 垂直統合：ケーススタディ
事前学習 ケース課題の実施。
事後学習 講義でのディスカッションの振り返り。

13 授業計画 ⑥ 戦略的提携とM&A：戦略的提携　
事前学習 講義用スライド｢⑥戦略的提携とM&A｣1～4節を読む。
事後学習 教科書第10章1～3節を読む。
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14 授業計画 ⑥ 戦略的提携とM&A：M&A
事前学習 講義用スライド｢⑥戦略的提携とM&A｣5節～最後まで読む。
事後学習 教科書第10章4節̃最後まで読む。

15 授業計画 ⑥ 戦略的提携とM&A：ケーススタディ
事前学習 ケース課題の実施。
事後学習 講義でのディスカッションの振り返り。

授業方法/Method of instruction
面接授業(対面授業)を基本とするが，研究科が認めた学生が遠隔授業(オンライン授業)で履修できるよ
う，ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% ケース・スタディの予習レポート(50％)，クラス貢献度
(30％)，期末レポート(20％)の配分で評価する．

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 澤田直宏

タイトル/Title ビジネスに役立つ経営戦略論―企業の戦略分析入門
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2020年
ISBN 9784641165595
価格/Price 4,290円(税込)

その他/Others
講義で使用するスライドは履修登録者のみCoursePowerからダウンロード可能。
ケーススタディは後日配布する。なお，状況に応じて配布方法を変更する場合がある。

キーワード/Keywords
垂直統合  
  戦略的提携・Ｍ＆Ａ  製品多角化戦略
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年度 2021
科目名 共通　新事業とﾍﾞﾝﾁｬｰ
英文科目名 New Business Ventures
学期 単位前期 2
教員名 石井 芳明
英文教員名 ISHII Yoshiaki

講義概要/Course description
　ベンチャー企業は、イノベーションと雇用を創出し、経済に新たな活力をもたらす存在である。米国に
おいては、アップル、アマゾン、グーグル、フェイスブックをはじめベンチャーから世界的な大企業に発
展した企業群が経済を担っている。一方、現在の日本においては、少し改善の兆しはあるものの大きく発
展するベンチャーは少なく、ベンチャーの活躍の場も限定的である。何が問題なのか。
　また、日本経済を牽引する大企業は国際競争の中で、かつては盤石と思われていた競争優位性を失って
いる。突破口の一つは新たな市場と顧客を開拓する新事業であるが、大企業各社の新事業開発の取り組み
は十分に成功しているとは言いがたい。なぜなのか。
　本講義においては、このような問題意識のもと、日本におけるベンチャーや新事業開発の活性化の糸口
を探る。まず、ベンチャーと新事業に係る基本的な考え方や方法論を整理する。次に、ベンチャー、中小
企業、大企業等のケーススタディによって、新たな取り組みの成功要因を考える。受講者がベンチャーと
新事業開発の成功確率を高めるための基本的知見とマインドセットを持つことを本講義の目標とする。

達成目標/Course objectives
ベンチャーと新事業開発に関する基本的なフレームワークの理解、ベンチャーと新事業開発の考え方の理
解。
挑戦するマインドセットの共有。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ベンチャーと新事業開発に対する知的探究心。学び行動しようとする気持ち。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業の進め方　ベンチャーとは　新事業とは　ビジネスモデルの視点
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 「優れた」ベンチャー・新事業とは
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

3 授業計画 ベンチャーを考えるためのフレームワーク
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

4 授業計画 ベンチャーをめぐるプレーヤーの状況（エンジェル・アクセラレーター・VC・金融機
関・専門家等）

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

5 授業計画 大企業の新事業開発を考えるためのフレームワーク
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

6 授業計画 大企業の新事業開発をめぐるプレーヤーの状況・新事業開発の取組み事例
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 ワークショップ１：ビジネスプランと実践
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 ワークショップ２：ピッチ入門 ・伝える技術
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 ゲストスピーチ１：ベンチャー経営者
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

10 授業計画 ゲストスピーチ２：ベンチャー経営者
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 ゲストスピーチ３：大企業の新事業開発担当者
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

12 授業計画 ゲストスピーチ４：大企業の社内起業家
事前学習 授業内で指示
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事後学習 適宜指示
13 授業計画 ゲストスピーチ５：日本の起業・イノベーション環境に関するディスカッション

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 ベンチャー・新事業についての政策支援
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 授業のまとめ　ベンチャーと新事業の成功のために
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
座学、ディスカッション、ワークショップ

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80%
2 平常点  In-class Points 20% ディスカッションやワークショップにおけるクラスへの

貢献

参考書/Reference books
1 著者名/Author 松田　修一

タイトル/Title ベンチャー企業
出版社/Publisher 日本経済新聞社（日経文庫）
出版年/Published year 2014年
ISBN 4532113032
価格/Price 1,080円

2 著者名/Author Osterwalder他
タイトル/Title ビジネスモデル・ジェネレーション
出版社/Publisher 翔泳社
出版年/Published year 2012年
ISBN 4798122971
価格/Price 2,678円

3 著者名/Author Eric Ries
タイトル/Title リーンスタートアップ
出版社/Publisher 日経BP
出版年/Published year 2012年
ISBN 4822248976
価格/Price 1,944円

メッセージ/Message
ベンチャー・新事業のフレームワークを共有し、ワークショップで疑似体験するとともに、実際に取り組
んでいる人の声を聴き、ディスカッションをします。積極姿勢で学ぶ仲間の受講を期待しています。ベン
チャーや新事業について学びながら、現場を知る、MECEで考える、エレベーターピッチで表現する、そん
な仕事へのアプローチが強化され、ビジネスの世界で、自分の納得のいく行動がとれるようになることに
少しでも貢献できればと考えています。

キーワード/Keywords
ベンチャー、新事業、スタートアップ、起業家、イノベーション、オープンイノベーション
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年度 2021
科目名 共通　ｿｰｼｬﾙ･ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ
英文科目名 Social Entrepreneurship
学期 単位後期 2
教員名 熊平 美香/小林 敦
英文教員名 KUMAHIRA Mika/KOBAYASHI Atsushi

講義概要/Course description
2030年までに国際社会が実現すべき17の開発目標を定めた国連のSDGs（持続可能な開発目標）は2015年に
採択されて以降、政府、自治体、企業、非営利組織、教育機関などで様々な取り組みが展開されている。
本授業では、こうしたSDGs時代の新たな経営モデルの潮流（CSV（共通価値の創造））、ビジネスから見
たSDGsの読み解き方、SDGsが加速させる企業を取り巻くステークホルダーの変化（ESG投資）、SDGsが照
らす新たな経営モデルへのシフトに向けた戦略（サーキュラー・エコノミー）などについて、クライアン
トやゲストスピーカー（社会起業家、SDGs専門家、企業の経営企画担当など）の実践に学ぶ。
環境、教育、文化、経済、倫理、人権、人口、医療、市民、資源、安全、食料などの社会課題に対して、
ビジネスの手法を通して課題解決を目指すソーシャルビジネスや、社会課題の解決と経済利益の追求の両
立を目指すCSV（共通価値の創造）を実践するための社会起業や社会変革の進め方について体系的かつ実
践的に学習する。

達成目標/Course objectives
SDGsを経営と結び付けることで事業を通じて社会、経済、環境の課題解決に取り組み、企業価値の向上に
つなげるCSVによるイノベーションを起こす企業の新規事業開発者や、ソーシャルビジネス／ソーシャル
デザインを目指す社会起業家に必要な能力・スキルを習得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
SDGsおよび社会課題の解決に関心のあるすべての受講者を歓迎する。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション（熊平・小林）
事前学習 参考書
事後学習 授業配布資料の振り返り

2 授業計画 講義①（熊平）
事前学習 参考書
事後学習 授業配布資料の振り返り

3 授業計画 ワークショップ①クライアントによる事業説明（熊平・小林）
事前学習 クライアントのホームページ閲覧
事後学習 授業配布資料の振り返り

4 授業計画 講義②（小林）
事前学習 参考書
事後学習 授業配布資料の振り返り

5 授業計画 ゲストスピーカー①による講話（熊平・小林）
事前学習 ゲストスピーカー①のホームページ閲覧
事後学習 授業配布資料の振り返り、リアクションペーパーの作成（CoursePower提出）

6 授業計画 ゲストスピーカー②による講話（熊平・小林）
事前学習 ゲストスピーカー②のホームページ閲覧
事後学習 授業配布資料の振り返り、リアクションペーパーの作成（CoursePower提出）

7 授業計画 ワークショップ②クラアイントへの中間発表とQ&A（熊平・小林）
事前学習 中間発表資料の作成（CoursePower提出）
事後学習 中間発表資料の振り返り

8 授業計画 講義③（小林）
事前学習 参考書
事後学習 授業配布資料の振り返り

9 授業計画 講義④（熊平）
事前学習 参考書
事後学習 授業配布資料の振り返り

10 授業計画 講義⑤（熊平）
事前学習 参考書
事後学習 授業配布資料の振り返り

11 授業計画 ゲストスピーカー③による講話（熊平・小林）
事前学習 ゲストスピーカー③のホームページ閲覧
事後学習 授業配布資料の振り返り、リアクションペーパーの作成（CoursePower提出）

12 授業計画 ゲストスピーカー④による講話（熊平・小林）
事前学習 ゲストスピーカー④のホームページ閲覧
事後学習 授業配布資料の振り返り、リアクションペーパーの作成（CoursePower提出）

13 授業計画 ゲストスピーカー⑤による講話（熊平・小林）
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事前学習 ゲストスピーカー⑤のホームページ閲覧
事後学習 授業配布資料の振り返り、リアクションペーパーの作成（CoursePower提出）

14 授業計画 ワークショップ③クラアイントへの最終発表とQ&A（熊平・小林）
事前学習 最終発表資料の作成（CoursePower提出）
事後学習 最終発表資料の振り返り

15 授業計画 リフレクション（熊平・小林）
事前学習 参考書
事後学習 授業配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義、ワークショップ（クライアント）、ゲストスピーカー
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業（Webex、Zoom、CoursePower）として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% ゲストスピーカー5回分の授業に対するリアクション
ペーパーの作成（CoursePower提出）：1回あたり10点

2 その他  Others 50% クライアントへの中間発表・最終発表（CoursePower提
出）：中間発表20点、最終発表30点

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 指定しない

参考書/Reference books
1 著者名/Author モニター デロイト[編]

タイトル/Title SDGsが問いかける経営の未来
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2018年
ISBN 9784532322366
価格/Price 2,500円＋税

2 著者名/Author 蟹江憲史
タイトル/Title SDGs（持続可能な開発目標）
出版社/Publisher 中公新書
出版年/Published year 2020年
ISBN 9784121026040
価格/Price 920円＋税

3 著者名/Author 中石和良
タイトル/Title サーキュラー・エコノミー
出版社/Publisher ポプラ新書
出版年/Published year 2020年
ISBN 9784591167335
価格/Price 860円＋税

4 著者名/Author 笹谷秀光
タイトル/Title SDGs見るだけノート
出版社/Publisher 宝島社
出版年/Published year 2020年
ISBN 9784299004512
価格/Price 1,100円＋税

5 著者名/Author 夫馬賢治
タイトル/Title ESG思考
出版社/Publisher 講談社＋α新書
出版年/Published year 2020年
ISBN 9784065196106
価格/Price 880円＋税

6 著者名/Author バウンド、功能聡子・佐藤寛［監修］
タイトル/Title 60分でわかる！SDGs超入門
出版社/Publisher 技術評論社
出版年/Published year 2019年
ISBN 9784297109691
価格/Price 1,080円＋税

7 著者名/Author 村上芽・渡辺珠子
タイトル/Title SDG入門
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2019年
ISBN 9784532114084
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価格/Price 900円＋税
8 著者名/Author ピーター・レイシー＆ヤコブ・ルトクヴィスト、アクセ

ンチュア・ストラテジー［訳］
タイトル/Title [新装版]サーキュラー・エコノミー
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2019年
ISBN 9784532323066
価格/Price 2,500円＋税

9 著者名/Author 加藤康之[編]
タイトル/Title ESG投資の研究
出版社/Publisher 一灯社
出版年/Published year 2018年
ISBN 9784907600563
価格/Price 3,900円＋税

メッセージ/Message
SDGs時代にソーシャル・アントレプレナーとして起業する人材、ソーシャル・イントラプレナーとしてCS
V（共通価値の創造）戦略を推進する人材を育成していく。

その他/Others
非営利組織の理事や中間支援組織のスタッフとして、ソーシャル・アントレプレナーやソーシャルビジネ
スを支援してきている実務経験を活かした授業を展開する。

キーワード/Keywords
SDGs（持続可能な開発目標）  ESG（環境・社会・ガバナンス）投資  CSV（共通価値の創造）  サステナ
ビリティ（持続可能性）  サーキュラー・エコノミー（循環型経済）  ソーシャル・アントレプレナー  
ソーシャル・イントラプレナー  イノベーション  ソーシャルビジネス  ソーシャルデザイン  ソーシャ
ルファイナンス
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年度 2021
科目名 DAY・EVE 消費者購買行動
英文科目名 Consumer Behavior(in English)
学期 単位後期前半 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
The course uses lectures and 7 cases to help students understand consumer behavior.  It is a c
onsumer marketing oriented class and does not deal with business-to-business marketing.

達成目標/Course objectives
The course will cover 1) the psychological foundations of consumer behavior, 2) the internal d
eterminants of consumer behavior and the external influences on consumer behavior, and 3) how 
consumer behavior can be influenced by marketing.  An understanding of consumer behavior bring
s insight into every aspect of consumer marketing.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Understanding Consumer Behavior
事前学習 Read text chapter 1
事後学習 Review lecture notes and text

2 授業計画 Getting to Perception
事前学習 Read text chapters 2, 3
事後学習 Review lecture notes and text

3 授業計画 Knowledge, Understanding, and Memory
事前学習 Read text chapter 4
事後学習 Review lecture notes and text

4 授業計画 Attitudes
事前学習 Read text chapters 5, 6
事後学習 Review lecture notes and text

5 授業計画 Case: Introducing New Coke
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

6 授業計画 Pre-Purchase, Purchase, Post-Purchase
事前学習 Read text chapters 7-10
事後学習 Review lecture notes and text

7 授業計画 Case: Sony Digital Entertainment
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

8 授業計画 The Consumer's Culture
事前学習 Skim text chapters 11-14
事後学習 Review lecture notes and text

9 授業計画 Case: Nestle's Nescafe Partners' Blend: The Fairtrade Decision
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare 
事後学習 Review case discussion notes

10 授業計画 Symbolic Consumer Behavior, Innovation
事前学習 Read text chapters 15, 16
事後学習 Review lecture notes and text

11 授業計画 Case:Aqualisa Quartz: Simply a Better Shower
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

12 授業計画 Case: RKS Guitars
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

13 授業計画 Case: Seiko Watch Corp.: Moving Upmarket
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

14 授業計画 Case: Metabical
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 
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solution
事後学習 Review case discussion notes

15 授業計画 まとめ
事前学習 Review consumer decision process model
事後学習 Review lecture notes and text

授業方法/Method of instruction
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained approval from the Graduate School to attend online.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Final paper (30%), seven group case write-ups (60
%) and class participation (10%)

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Hoyer, MacInnis, and Pieters 『Consumer Behavior 

(7th Ed., International Ed.)』
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年度 2021
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁ
英文科目名 Marketing Research
学期 単位前期 2
教員名 萩原 雅之
英文教員名 HAGIHARA Masashi

講義概要/Course description
マーケティング・リサーチは、消費者や顧客を理解しマーケティング戦略に反映させるためのあらゆる活
動の総称である。情報やデータに基づく正しい洞察ができれば、ビジネス機会発見、ブランド活性化、新
商品開発など経営戦略上の課題解決にとって大きな力となる。本授業では、マーケターやブランドマネ
ジャーが知っておくべき消費者理解の方法とビジネスプロセスへの適用について、現実の環境や技術を踏
まえた実践的な講義を行う。伝統的な質問紙調査やインタビューのみならず、ソーシャルメディアやビッ
グデータ活用など最先端の手法、海外動向についても幅広く取り上げる。

達成目標/Course objectives
マーケティング課題解決に対して適切な調査の企画、実施、分析、活用のプロセスを理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
理解をより深めるため、マーケティング関連科目（消費者行動、ブランド戦略、マーケティングコミュニ
ケーション等）および統計学等もあわせて履修することが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 経営課題としての消費者インサイト
事前学習 マーケティング分野でインサイトという言葉がどう使われているかを考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

2 授業計画 マーケティング・リサーチ・プロセス
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

3 授業計画 マーケティング・リサーチの企画・設計
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

4 授業計画 サンプリングとフィールドワークの実際
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

5 授業計画 インターネット調査・モバイルサーベイの考え方と活用
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

6 授業計画 データプロセシングとアナリティクス
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

7 授業計画 定性的手法（インタビュー、行動観察）の考え方と活用
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

8 授業計画 新手法(1)：ソーシャルリスニングと行動分析
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

9 授業計画 新手法(2)：共創・集合知とインサイトコミュニティ
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

10 授業計画 新手法(3)：ビッグデータとリサーチテクノロジー
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

11 授業計画 応用(1)：顧客満足度調査とCRM戦略
事前学習 CRM戦略について基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

12 授業計画 応用(2)：ブランド評価、広告効果測定とコミュニケーション戦略
事前学習 ブランド戦略、広告戦略について基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

13 授業計画 応用(3)：アイディア創出、コンセプトテストと商品開発戦略
事前学習 商品開発戦略について基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

14 授業計画 応用(4)：グローバル調査、BtoB調査、メディカル調査の実務
事前学習 グローバルビジネス、BtoBビジネスについて基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める
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15 授業計画 まとめ、マーケティング・リサーチを活かすマネジメントと組織
事前学習 講義全体を通して感じたことをまとめておく
事後学習 自分のキャリアや会社への適用について考えてみる

授業方法/Method of instruction
・講義とディスカッション
・面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう、 ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% 期末レポート提出（0～50点で採点）
2 平常点  In-class Points 50% 授業への参加状況、質疑、授業へのコメントなど（0～5

0点で採点）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しません。講義資料は講師が前日までに準備、

配布します。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 岸川茂／JMRX

タイトル/Title マーケティングリサーチの基本　※A
出版社/Publisher 日本実業出版社
出版年/Published year 2016
ISBN 9784534054333
価格/Price 2,200円

2 著者名/Author 星野崇宏・上田雅夫
タイトル/Title マーケティング・リサーチ入門　※B
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2018
ISBN 9784641221161
価格/Price 2,750円

3 著者名/Author 萩原雅之
タイトル/Title 次世代マーケティングリサーチ　※C
出版社/Publisher SB Creative
出版年/Published year 2011
ISBN 9784797361919
価格/Price 1,320円（Kindle版）

4 著者名/Author 田中　洋（編著）
タイトル/Title 課題解決！マーケティングリサーチ入門　※D
出版社/Publisher ダイヤモンド社
出版年/Published year 2010
ISBN 9784478014035
価格/Price 2,460円

メッセージ/Message
企業経営におけるマーケティングおよび消費者理解の重要性を感じている方の参加を希望します。

その他/Others
参考書は必須ではありませんが、第1～7回はAとBを、第8～10回はCを、第11～15回はDを参照すると理解
が深まります。

キーワード/Keywords
マーケティング  消費者  顧客  インサイト  データサイエンス  マーケティング・リサーチ  市場調査
  世論調査  社会調査
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年度 2021
科目名 共通　ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略／ブランド戦略
英文科目名 Brand Strategy/Branding Strategy
学期 単位後期 2
教員名 松浦 良高
英文教員名 MATSUURA, Yoshitaka

講義概要/Course description
ビジネスの現場では、グローバル化とデジタル化の進展に伴い、いまブランディングの重要性が世界中で
改めて高まっている。特にデジタル時代においてもブランド価値を高める必要性は今まで以上に増大して
いる。
本講では、ブランドおよびブランディングに関する基本的な知識・理論を学ぶとともに、ビジネス現場の
最前線におけるブランド戦略のリアルな取り組みなど実践的なスキルを学ぶ。理論の体得とともに、実際
に自分がブランディング作業を実施できるような基本スキルの習得機会を提供する。
そのため、講師をはじめとする業界内の専門家を招き、統合的なブランド戦略の最新知見を学ぶ機会を提
供する。また、講師の経験や職位を活かし、グローバルでの動向や視点を積極的に共有する。
　本講は講義のみならず、ケーススタディ、業界内専門家の招聘、個人課題、およびグループ実習などを
含む。

達成目標/Course objectives
・ブランドに関する基本的な理論と実践をケースと共に体得する。
・プロフェッショナルに運用できる戦略思考とスキルを身につける。
・ブランディングに関する戦略的・クリエイティブ的側面を学ぶ
・実務界におけるブランド業務の実践的な取り組みを把握する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
・マーケティング戦略について学んでおくことが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ブランドとは？：ブランドに関する総合的な理解
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業の振り返り

2 授業計画 強いブランドをどのようにつくるか？：ブランド価値規定
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する。
事後学習 授業の振り返り

3 授業計画 強いブランドをどのようにつくるか？：ブランド価値規定（演習）
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する。
事後学習 授業の振り返り

4 授業計画 ブランド価値測定：ゲストスピーカー招聘（グローバルリサーチ会社のディレクター
を想定）

事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する。
事後学習 授業の振り返り

5 授業計画 デジタルとブランディング：ソーシャル時代のブランディングとは
事前学習 事前資料
事後学習 授業の振り返り

6 授業計画 ブランド構築の現場：ゲストスピーカー招聘（企業経営者を想定）
事前学習 事前配布資料を予習する
事後学習 講演に対するフィードバック

7 授業計画 個人課題発表：ブランドエキスペリエンス事例研究
事前学習 指定されたブランドに関する情報収集、店舗訪問など足を使ったブランド接点の現地

調査
事後学習 発表ケースからの気づきをまとめる

8 授業計画 ブランド構築の現場：ゲストスピーカー招聘（ブランディング専門家を想定）
事前学習 事前配布資料を予習する
事後学習 講演に対するフィードバック

9 授業計画 グローバル・ブランディング：真にグローバルなブランドになるための要件
事前学習 テキスト・事前配布資料を予習する
事後学習 授業の振り返り

10 授業計画 B2Bとブランド： CXM（カスタマー・エクスペリエンス・マネージメント）の時代
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する
事後学習 授業の振り返り

11 授業計画 ブランディング・ケーススタディ：リアルなブランディングケースを学ぶ
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する
事後学習 授業の振り返り

12 授業計画 ブランドとイノベーション：グローバルブランドの最新潮流
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事前学習 事前配布資料
事後学習 授業の振り返り

13 授業計画 存在意義のあるブランドのつくり方
事前学習 課題に対してグループで討議し資料作成をする
事後学習 発表に対するフィードバック

14 授業計画 グループプレゼンテーション発表
事前学習 課題に対してグループで討議し資料作成をする
事後学習 発表に対するフィードバック

15 授業計画 【全体総括】強いブランドを創れるプロフェッショナルになるために
事前学習 事前配布資料
事後学習 これまでの内容を総復習する。アンケート提出

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% クラスディスカッション（20%）、個人課題発表（40
%）、グループプレゼンテーション（40%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 田中洋

タイトル/Title 企業を高めるブランド戦略
出版社/Publisher 講談社現代新書
価格/Price 760円＋税

参考書/Reference books
1 著者名/Author D・A・アーカー

タイトル/Title ブランド・エクイティ戦略
出版社/Publisher ダイヤモンド社
価格/Price 3,800円＋税

2 著者名/Author D・A・アーカー
タイトル/Title ブランド優位の戦略
出版社/Publisher ダイヤモンド社
価格/Price 4,400円＋税

3 著者名/Author 田中洋
タイトル/Title ブランド戦略論
出版社/Publisher 有斐閣
価格/Price 4,000円＋税

4 著者名/Author 松浦祥子
タイトル/Title グローバル・ブランディング
出版社/Publisher 碩学舎ビジネス双書
価格/Price 1,800円＋税

5 著者名/Author 松浦良高
タイトル/Title マーケティング英語の教科書
出版社/Publisher 宣伝会議
価格/Price 1,800円＋税

6 著者名/Author 小川孔輔
タイトル/Title ブランド戦略の実際
出版社/Publisher 日経文庫
価格/Price 860円＋税

メッセージ/Message
ケーススタディや、リーディング課題は適宜配布する。
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年度 2021
科目名 DAY・EVE 価格戦略
英文科目名 Strategic Pricing(in English)
学期 単位前期 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
1) Optimal prices depend on costs. We will discuss which costs are relevant in pricing decisio
ns and how they should be used in determining optimal prices. 2) Finding the optimal price req
uires an understanding of how sales change with price changes. We will discuss both customer a
nd competitive behavior, including broad principles for anticipating competitive behavior. 3) 
Segmentation is often key to profitability. We will discuss segmentation from a pricing point 
of view and how to keep price segments separate.

達成目標/Course objectives
Pricing has a very immediate and visible impact on profit, so companies often turn to price ch
anges when they face a strategic dilemma. Unfortunately, pricing is often not the best way to 
address competitive issues. Students will learn when pricing is an appropriate strategic weapo
n, and how to use it when it is needed.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Strategic Pricing
事前学習 Read text chapter 1
事後学習 Review lecture notes and text

2 授業計画 Value Creation, Price Structure
事前学習 Read text chapters 2, 3
事後学習 Review lecture notes and text

3 授業計画 Price and Value Communication, Pricing Policy
事前学習 Read text chapters 4, 5
事後学習 Review lecture notes and text

4 授業計画 Price Level, Costs
事前学習 Read text chapters 6, 9
事後学習 Review lecture notes and text

5 授業計画 Case: Cumberland Metal Industries
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

6 授業計画 Case: Priceline.com
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group  to prepare case

 solution
事後学習 Review case discussion notes

7 授業計画 Case: Culinarian Cookware: Pondering Price Promotion
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

8 授業計画 Competition
事前学習 Read text chapter 11
事後学習 Review lecture notes and text

9 授業計画 Case: Marlboro Friday (A)
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

10 授業計画 Case: The Swatch Group
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

11 授業計画 Measuring price sensitivity
事前学習 Read text chapter 12
事後学習 Review lecture notes and text

12 授業計画 Case: Yamato Transport (A)
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes
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13 授業計画 Case: Netflix: Pricing Decision 2011
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

14 授業計画 Case: Keurig at Home: Managing a New Product Launch
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

15 授業計画 Review
事前学習 Review text, review lecture notes
事後学習 Check accuracy of your test answers using text and notes

授業方法/Method of instruction
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained approval from the Graduate School to attend online.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Final paper (30%), eight group case write-ups (60
%) and class participation (10%)

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Nagle, Hogan, and Zale　『The Strategy and Tactics

 of Pricing (5th Ed., International Ed.)』　Pearso
n
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年度 2021
科目名 DAY ﾌｧｯｼｮﾝ･ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ
英文科目名 Fashion Retailing
学期 単位後期 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE Kenshi

講義概要/Course description
従来の「流通チャネル」を科目名変更し、内容をファッション・アパレル領域に重点化し、その川上から
川下まで、今起こっている構造変化をいち早く捉え、先の対応を議論する科目にしたいと考える。 

授業のテーマとして、①川上：情報通信技術（ICT）の進化がもたらす生産・ものづくりの変化（素材・
テキスタイル・縫製メーカーの新動向、オンライン型オーダー/SPAなど）、②川中：総合商社やアパレル
ブランドの変化、③川下：新しい動きをみせるファッション小売業、D2C、フューチャーストアなどを取
り上げる予定である。 

達成目標/Course objectives
マーケティング論の立場からメーカーの流通チャネル、小売業の戦略展開などについて学び
①流通（流通チャネル）の構造とその変化を理解する
②新しい市場環境におけるファッションアパレルビジネスのあり方について構想する力を養成する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ファッション・アパレル業界のメーカー卸専門店、EC、及び青山・表参道・原宿のエリアに関心があるこ
と

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業ガイダンス
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 自身の問題意識・関心と授業の目指すところが乖離していないかを確認する

2 授業計画 ファッションアパレル産業の川上・川中・川下の構造と、その変化-事例：東レ、オ
ンワード、ユニクロ、アマゾン

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

3 授業計画 ファッション・アパレルの市場リーダー変遷-事例：既製服：アパレル製造卸（オン
ワードなど）、DCブランド（ビギ・ニコル・コムサデモードなど）、SPA（ユニク
ロ）、EC小売業

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

4 授業計画 流通の基本構造の理解①-メーカーにとっての流通チャネル、業界別のチャネル戦略
とその動向-事例：トヨタ、花王、資生堂など

事前学習 教科書第1-3章を読む
事後学習 教科書第1-3章を読みなおす

5 授業計画 流通の基本構造の理解②-小売・卸の機能、マーチャンダイジング、売場・店舗の編
成・組織-事例：三越伊勢丹、イオン

事前学習 教科書第4章を読む
事後学習 教科書第4章を読みなおす

6 授業計画 流通の基本構造の理解③-小売業態の動向（店舗小売業、ネット小売業）参考ビジネ
スモデル（SC/FCなど）セブン-イレブン、ZOZOなどの事例

事前学習 教科書第5章を読む
事後学習 教科書第5章を読みなおす

7 授業計画 現在の流通テーマ①-アマゾンの動向とアマゾン・エフェクト
事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

8 授業計画 現在の流通テーマ②-メルカリの動向、メルカリエフェクト、C2Cシェアリングエコノ
ミー

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

9 授業計画 ファッションの青山の歴史と現在　ファッション・アパレルに関連する青山企業と、
その特徴　ファッションの青山と言われる要因・背景、その形成の歴史について

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

10 授業計画 青山・表参道・原宿ファッション研究①-フィールドリサーチ方法論、研究計画
事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

11 授業計画 青山・表参道・原宿ファッション研究②-フィールドリサーチ、店舗視察、現地調査
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事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

12 授業計画 青山・表参道・原宿ファッション研究③-フィールドリサーチのまとめ、期末レポー
トへの仕上げ方、書き方

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

13 授業計画 期末レポート研究進捗発表①個人の期末レポート研究の進捗状況発表（前半の該当
者）

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

14 授業計画 期末レポート研究進捗発表①個人の期末レポート研究の進捗状況発表（後半の該当
者）

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

15 授業計画 総括：学びのまとめ　これからのファッション・リテイリング
事前学習 適宜指示
事後学習 期末課題レポートの学修成果の共有化

授業方法/Method of instruction
講義、事例研究、フィールドリサーチ、レポート作成
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

The classes will be basically conductedface-to-face. Hybrid classes will be prepared for stude
nts who have gainedapproval from the Graduate School to attend online.

（青山・表参道・原宿エリアのファッション研究は現地フィールドリサーチにて行う）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 60% 授業時のクラス貢献（クラス全体の学びを促進するよう
な発言・質問、行動など）、リアクションペーパーの提
出状況・内容

2 レポート  Report 40% 課題レポート（個人研究）（Aタイプ-フィールドリサー
チ研究を活かし、個人の考察・分析から個人の研究レ
ポートとする）（Bタイプ-ファッションに関係する企業
のマーケティング戦略について事例研究する）（最終成
果物の完成度-授業内容を踏まえているか、着眼点、創
造性、論理的整合性、説得性などの観点から評価する）

教科書/Textbooks

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title コアテキスト流通論
出版社/Publisher 新世社
出版年/Published year 2010
価格/Price 2860円

メッセージ/Message
オンラインを主に受講する学生については、授業期間の最終期あるいは、成績評価期間にオンライン（顔
出し）にて面接し、授業内容の理解度をみることを平常点評価部分に追加することを予定している

その他/Others
実務経験　実務経験を持つことで、アカデミックな理論を実務にどう生かすか、活かせるかを勘所よく学
生に指導できる。学生が構想・策定した戦略内容・手法を実務的に評価でき、学生に個別に指導できる
（実務レベルの達成度を成績の要素に加えられる） 

キーワード/Keywords
オムニチャネル・マーケティング  2030年の小売業  ファッション各段階の構造的変化
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年度 2021
科目名 EVE ﾌｧｯｼｮﾝ･ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ
英文科目名 Fashion Retailing
学期 単位後期 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE Kenshi

講義概要/Course description
従来の「流通チャネル」を科目名変更し、内容をファッション・アパレル領域に重点化し、その川上から
川下まで、今起こっている構造変化をいち早く捉え、先の対応を議論する科目にしたいと考える。 

授業のテーマとして、①川上：情報通信技術（ICT）の進化がもたらす生産・ものづくりの変化（素材・
テキスタイル・縫製メーカーの新動向、オンライン型オーダー/SPAなど）、②川中：総合商社やアパレル
ブランドの変化、③川下：新しい動きをみせるファッション小売業、D2C、フューチャーストアなどを取
り上げる予定である。 

達成目標/Course objectives
マーケティング論の立場からメーカーの流通チャネル、小売業の戦略展開などについて学び
①流通（流通チャネル）の構造とその変化を理解する
②新しい市場環境におけるファッションアパレルビジネスのあり方について構想する力を養成する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ファッション・アパレル業界のメーカー卸専門店、EC、及び百貨店業界に関心があること

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業ガイダンス
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 自身の問題意識・関心と授業の目指すところが乖離していないかを確認する

2 授業計画 ファッションアパレル産業の川上・川中・川下の構造と、その変化-事例：東レ、オ
ンワード、ユニクロ、アマゾン

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

3 授業計画 ファッション・アパレルの市場リーダー変遷-事例：既製服：アパレル製造卸（オン
ワードなど）、DCブランド（ビギ・ニコル・コムサデモードなど）、SPA（ユニク
ロ）、EC小売業

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

4 授業計画 流通の基本構造の理解①-メーカーにとっての流通チャネル、業界別のチャネル戦略
とその動向-事例：トヨタ、花王、資生堂など

事前学習 教科書第1-3章を読む
事後学習 教科書第1-3章を読みなおす

5 授業計画 流通の基本構造の理解②-小売・卸の機能、マーチャンダイジング、売場・店舗の編
成・組織-事例：三越伊勢丹、イオン

事前学習 教科書第4章を読む
事後学習 教科書第4章を読みなおす

6 授業計画 流通の基本構造の理解③-小売業態の動向（店舗小売業、ネット小売業）参考ビジネ
スモデル（SC/FCなど）セブン-イレブン、ZOZOなどの事例

事前学習 教科書第5章を読む
事後学習 教科書第5章を読みなおす

7 授業計画 現在の流通テーマ①-アマゾンの動向、アマゾンエフェクト　メーカー及び小売の対
応

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

8 授業計画 現在の流通テーマ②-メルカリの動向、メルカリエフェクト、C2Cシェアリングエコノ
ミー

事前学習 自分としてのCtoC意識・行動・経験をまとめておく
事後学習 授業内で指示

9 授業計画 中間のまとめ、後半の進め方　8回までの授業についての質問対応、後半の授業の進
め方：テーマディスカッションの計画と準備

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

10 授業計画 テーマディスカッション①　アパレル-D2C、オーダー、エシカル、サステイナブルな
ど

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

2021年01月28日 18時05分

-48-



181S100-0055 2 2[ / ]

11 授業計画 テーマディスカッション②　小売-2030年の百貨店（日本の流通小売の変化とこれか
らを考える題材として百貨店を選択し、関係する業界を含め広い観点から検討しディ
スカッションする）基本機能と特徴　マーケティング視点、マネジメント視点、商品
財務（ファイナンス視点）、デジタル活用でのオムニチャネル、コンテンツのデジタ
ル化、新しい店舗のあり方などを考える

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

12 授業計画 テーマディスカッション③-コミュニティ型マーケティング、コミュニティ型小売業
事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

13 授業計画 期末レポート研究進捗発表①-個人の期末レポート研究の進捗状況の発表、シェア
事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

14 授業計画 期末レポート研究進捗発表②-個人の期末レポート研究の進捗状況の発表、シェア
事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

15 授業計画 総括：学びのまとめ　これからのファッション・リテイリング
事前学習 適宜指示
事後学習 期末課題レポートの学修成果の共有化

授業方法/Method of instruction
講義、事例研究、、レポート作成
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

The classes will be basically conductedface-to-face. Hybrid classes will be prepared for stude
nts who have gainedapproval from the Graduate School to attend online.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 60% 授業時のクラス貢献（リアクションペーパーの提出・内
容、クラス全体の学びを促進するような発言・質問、行
動など）

2 レポート  Report 40% 課題レポート（個人研究）（最終成果物の完成度-着眼
点、創造性、論理的整合性、説得性などの観点から評価
する）

教科書/Textbooks

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title コアテキスト流通論
出版社/Publisher 新世社
出版年/Published year 2010
価格/Price 2860円

メッセージ/Message
オンラインを主に受講する学生については、授業期間の最終期あるいは、成績評価期間にオンライン（顔
出し）にて面接し、授業内容の理解度をみることを平常点評価部分に追加することを予定している

その他/Others
実務経験　実務経験を持つことで、アカデミックな理論を実務にどう生かすか、活かせるかを勘所よく学
生に指導できる。学生が構想・策定した戦略内容・手法を実務的に評価でき、学生に個別に指導できる
（実務レベルの達成度を成績の要素に加えられる） 

キーワード/Keywords
オムニチャネル・マーケティング  2030年の百貨店  ファッション各段階の構造的変化
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年度 2021
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英文科目名 Marketing Communication
学期 単位後期 2
教員名 赤井 俊一
英文教員名 AKAI Shunichi

講義概要/Course description
本授業は、㈱電通の現役シニア・プランニング・ディレクターが講師を務め、実践的な知識や知見を提供
します。狭義のマーケティング・コミュニケーションは、4Pのひとつであるプロモーションを指し、広
告、販促、広報活動を包括したコミュニケーション活動を意味しますが、本講義の前半でその実際を学ぶ
とともに、後半では「ブランド戦略」「商品開発」など、企業が行う生産から販売にいたる企業コミュニ
ケーション活動=広義のマーケティング・コミュニケーション戦略の考え方や手法も学びます。

達成目標/Course objectives
マーケティング・コミュニケーションに関する立案スキルを習得するとともに、それらを実践するうえで
留意すべき点、実践上の課題と対応方法を理解する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
マーケティング基礎単位を取得し、基本スキルを習得している。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンスとイントロダクション：マーケティング・コミュニケーションの概念につ
いて

事前学習 授業内で指示
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 マーケティング・コミュニケーションの「戦略発想」 ～　パーセプションチェン
ジ、戦略の枠組み

事前学習 授業内で指示
事後学習 授業中に解説した発想法とフレームワークを身につけること

3 授業計画 誰に対してどのように向き合うか「戦略的ポジショニング」　～　オーバーテイクと
カテゴリメイク

事前学習 授業内で指示　
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

4 授業計画 顧客とのエンゲージメントを高める「カスタマージャーニー」　～　購買行動プロセ
スと顧客体験

事前学習 授業内で指示
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

5 授業計画 課題を解決するための「プロモーションミックス」　～　キャンペーン思考の型
事前学習 授業内で指示
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

6 授業計画 マーケティング・コミュニケーションの「広告話法」　～　情報処理モデルからのHo
w to say開発

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 マーケター/アカウントプランナーのための「統合コミュニケーション戦略」～　イ
ンテグレーションモデル

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 マーケティング・コミュニケーションにおける効果と理論 ～ 効果測定、KPI
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 企業の持続的競争優位をつくり出す「ブランド・コミュニケーション」　～　育成戦
略、再活性のコツ

事前学習 授業内で指示
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

10 授業計画 マーケティング・コミュニケーションとしての「商品開発」
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 戦略ファームのマーケティング・コミュニケーションへのアプローチ
事前学習 学習成果の確認
事後学習 適宜指示

12 授業計画 デジタルを活用したマーケティングコミュニケーション　～ブランドコミュニティ/
オウンドメディアとMA

事前学習 学習成果の確認
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事後学習 適宜指示
13 授業計画 デジタルを活用したマーケティングコミュニケーション　～コンテンツマーケティン

グワークショップ
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 マーケティング・コミュニケーション戦略（課題オリエン）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 発表/総括と振り返り
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
レクチャーメソッド、演習など、多様な方法を併用する。
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
ようハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% クラス貢献（30％）、ミニレポート（30%）、課題レ
ポート（40%）で評価する

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 講師のレジュメを使用する

参考書/Reference books
1 著者名/Author C.フィル

タイトル/Title マーケティング・コミュニケーション
出版社/Publisher 白桃書房

2 著者名/Author 水野由多加
タイトル/Title 統合広告論
出版社/Publisher ミネルバ書房

3 著者名/Author 恩蔵直人
タイトル/Title マーケティング
出版社/Publisher 日本経済新聞社

4 著者名/Author 丸岡吉人/田中洋
タイトル/Title 広告心理
出版社/Publisher 電通

5 著者名/Author 島村和恵監修
タイトル/Title 新しい広告
出版社/Publisher 電通

6 著者名/Author 電通クロスメディア開発プロジェクトチーム　赤井俊一
他

タイトル/Title クロスイッチ
出版社/Publisher ダイヤモンド社

7 著者名/Author D.A.アーカー
タイトル/Title ブランド論
出版社/Publisher ダイヤモンド社

8 備考/Remarks その他 各回の授業で提示する。

メッセージ/Message
講義を中心に進めますが、理解を深めるために授業内課題を併用します。また、ビジネスの現状に関する
理解を深めていただくために、外部ゲスト講師を招いてお話をうかがう場合があります。ゲスト講義があ
る場合は今後の交渉によって決定するため、授業計画とスケジュールが変更になる可能性があります。

キーワード/Keywords
マーケティング・コミュニケーション　ブランド戦略
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年度 2021
科目名 共通　CRM戦略
英文科目名 CRM Strategy
学期 単位後期 2
教員名 坂本 雅志
英文教員名 SAKAMOTO Masashi

講義概要/Course description
　消費者ニーズや消費者行動が多様化する中で、企業においては、自社の顧客を的確により深く知り、強
い関係性を構築・維持することが求められています。そのため、顧客関係性マネジメント（CRM：Custome
r Relationship Management）という手法が様々な業界で取り組まれています。本科目ではCRMの基本的な
概念や取組事例を学び、その観点からの新たな顧客マーケティング戦略を構想する能力の修得を目指しま
す。 コロナ禍により、顧客との関係性構築の在り方もパラダイムチェンジする中で、CRMはどのように在
るべきなのか、最新事例等も学んでいきます。
　授業のスタイルは、理論の講義にとどまらず、ケースメソッドを取り入れたグループ及びクラスディス
カッションで進めていきます。個人でも本テーマに関する事例研究を行い、最終レポートでの提出、個々
人のテーマと研究概要を個人発表する予定です。ゲストスピーカーによる事例紹介も予定しています。
（下記の授業計画はあくまで概略であり、第1回の授業時に日程と計画を説明します。）

達成目標/Course objectives
・CRMの定義についての基本的な理解を確実にする。
・様々な業界や企業のCRM関連問題を分析し、あるべき姿を導出できる能力の獲得。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業概要
事前学習 テキスト第1章を予習する
事後学習 テキスト第1章で講義内容の振り返りを行う

2 授業計画 顧客の捉え方
事前学習 第1回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第2-3章で講義内容の振り返りを行う

3 授業計画 優良顧客の定義
経営戦略としてのCRM

事前学習 第2回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第3章で講義内容の振り返りを行う

4 授業計画 顧客接点の持ち方
事前学習 第3回での配布資料を予習し、「自身の見解レポート」を作成し、ディスカッション

に備える
事後学習 テキスト第3章で講義内容の振り返りを行う

5 授業計画 CRM事例研究①
事前学習 第4回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第4章で講義内容の振り返りを行う

6 授業計画 顧客の維持・育成
事前学習 第5回での配布資料を予習し、「自身の見解レポート」を作成し、ディスカッション

に備える
事後学習 テキスト第4章で講義内容の振り返りを行う

7 授業計画 顧客データの取得と分析①
事前学習 第6回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第4章、第5章で講義内容の振り返りを行う

8 授業計画 顧客データの取得と分析②DB拡張
事前学習 テキスト第6章を予習する
事後学習 授業内配布資料で、振り返りを行う

9 授業計画 CRM事例研究②
事前学習 テキスト第6章を予習する
事後学習 授業内配布資料で、振り返りを行う

10 授業計画 CRM事例研究③
事前学習 テキスト第6章を予習する
事後学習 授業内配布資料で、振り返りを行う

11 授業計画 某企業CRMプログラム検討①_Group Discussion
事前学習 事前配布資料を予習し、「自身の見解レポート」を作成、グループディスカッション

に備える
事後学習 他グループのプレゼンを参考に、自身の見解を更に深める

12 授業計画 B2BにおけるCRM
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自治体におけるCRM
事前学習 テキスト第6章を予習する
事後学習 授業内配布資料で、振り返りを行う

13 授業計画 某企業CRMプログラム検討②_Presentation
事前学習 プレゼンテーション資料の作成
事後学習 グループメンバーの意見を参考にし、自身の見解を深める

14 授業計画 CRM事例研究
事前学習 発表資料の作成（発表者のみ）
事後学習 期末レポート課題を踏まえ、自社の在るべきCRM戦略を検討する

15 授業計画 まとめ
事前学習 事前配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 授業の達成目標に到達している事を確認し、期末レポートに反映させる

授業方法/Method of instruction
オンライン講義と、対面講義をその特性を加味し、使い分けるハイブリッド型で実施します。（情勢を鑑
み柔軟に変更）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 「自社のCRM戦略について」講義で学ぶ理論、視点で分
析・評価し、今後の方向性（戦略・改善施策等）を文書
としてまとめた最終課題レポート

2 平常点  In-class Points 45% グループ及びクラスディスカッションへの貢献、小レ
ポート提出等を総合的に評価

3 その他  Others 25% グループ発表、クラス発表等

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 坂本雅志

タイトル/Title この1冊ですべてわかる「CRMの基本」
出版社/Publisher 日本実業出版社
価格/Price 2,200円

参考書/Reference books
1 著者名/Author 木村達也

タイトル/Title 実践CRM
出版社/Publisher 生産性出版
価格/Price 2,625円

2 著者名/Author アクセンチュア
タイトル/Title CRM顧客はそこにいる
出版社/Publisher 東洋経済新報社
価格/Price 2,520円

3 著者名/Author トーマス・Ｈ・ダベンポート
タイトル/Title 分析力を武器とする企業
出版社/Publisher 日経BP社
価格/Price 2,420円
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年度 2021
科目名 共通　地域活性化のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Marketing for Regional Vitalization
学期 単位前期前半 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE Kenshi

講義概要/Course description
近年の地域経済の低迷などを背景に地域再生・街おこしなどが叫ばれ、取り組まれてきたが、今求められ
る地域活性化とは、話題づくりや一過性の盛り上がりでなく、地域社会の本質的な豊かさ、持続的な活性
化へ向けて、地域資源を捉えなおし新たな着眼と編集での地域価値として創造し、さらにその価値伝達・
提供であると考える。

本科目では、地域活性化の捉え方（マーケティングモデル）・実現への手法・評価ポイント（マネジメン
トモデル）などを学び、そのフレームワークに沿って、各地・各企業の取組みの事例研究を行う。

達成目標/Course objectives
① マーケティングの観点から地域活性化の取り組みを理解する 
②地域活性化の取組事例について評価基準あるいはモデルを適用して分析し評価できる

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
地域活性化の活動に関心があること

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス（概要、授業の進め方、学修方法など）地域活性化の捉え方、従来
のマーケティング論（地域ブランド論）、マーケティング視点で捉える新たな地域活
性化の捉え方（分析の枠組み） 

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握しておく
事後学習 自分自身の問題意識・関心と授業の目指すところが乖離していないかを確認する

2 授業計画 地域価値の創造①地域産品のブランド化-中川政七商店
事前学習 ケース及び、教科書「地域活性化マーケティング」第1章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第1章を読みなおす

3 授業計画 地域価値の創造②地域のブランド化（場づくり）-地方菓子企業の飲食コミュニ
ティ、文化事業、地域開発などへの拡大展開（たねや、六花亭など）、徳島県上勝町
「RISE ＆ WIN」など

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第2章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第2章を読みなおす

4 授業計画 地域価値の創造③コトを起こす-観光、プロモーション、学び体験など　SASEBO時
旅、シブヤ大学、古民家見学ツアーなど 

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第3章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第3章を読みなおす

5 授業計画 地域価値の伝達-マーケティング理論の適用、先行事例からの戦略の定石とその適
用、共感のコミュニティ、価値の表示、アイコンの形成など

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読みなおす

6 授業計画 地域価値の提供-マーケティング理論の適用、先行事例の戦略の定石の適用、タダフ
サ（新潟県燕三条）

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第4章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第4章を読みなおす

7 授業計画 地域活性化のマーケティングの取り組み評価、評価の考え方、取り組み企業・行政の
評価

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第6章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第6章を読みなおす

8 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究①-担い手企業、花王、キリンビール
事前学習 対象の企業の地域活性化の取り組みのネット記事・情報を入手する
事後学習 地域活性化のマーケティングについて、自分が所属する企業・業界でできることを考

える
9 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究②-担い手企業、愛媛県西条における全

国的企業、四国企業による地域活性化の取り組み
事前学習 関連文献（2019年度学生論文など）（授業で事前に配布）を読む
事後学習 授業ノートを読み返す

10 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究④-担い手　団体、活動共感者、クリエ
イター　民藝の研究

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示
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11 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究⑤-担い手NPO、徳島県神山町の事例
事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第11章を読む、ケースを読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第11章を読みなおす、ケースを読みなおす

12 授業計画 地域活性化の総合的な展開事例研究-米国ポートランドの事例
事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第12章を読む、参考文献を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第12章を読みなおす

13 授業計画 地域活性化の総合的な展開事例研究-米国ポートランドの事例
事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第12章を読む、参考文献を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第12章を読みなおす

14 授業計画 グループ別での事例研究発表（前半）地域活性化に取り組む企業についての評価
事前学習 グループ別での研究発表資料の作成
事後学習 各グループの研究発表を聞いた感想をまとめる、自分たちのグループ研究の成果と課

題を検討する
15 授業計画 グループ別での事例研究発表（後半）地域活性化に取り組む企業についての評価

事前学習 グループ別での研究発表資料の作成
事後学習 各グループの研究発表を聞いた感想をまとめる、自分たちのグループ研究の成果と課

題を検討する教科書「地域活性化マーケティング」を読みなおす、授業資料のすべて
を読みなおす

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

The classes will be basically conductedface-to-face. Hybrid classes will be prepared for stude
nts who have gainedapproval from the Graduate School to attend online.

（ゲストスピーカーの授業内講演はオンラインの場合もあります）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 50% 授業時のクラス貢献（授業事前・事後課題の提出状況、
クラス全体の学びを促進するような発言・質問、行動な
ど）

2 レポート  Report 20% 課題レポートグループ発表内容の文章化＋個人の見解
3 その他  Others 30% グループワーク（グループ別発表）グループを編成し、

グループごとに研究対象の地域、あるいは企業の地域活
性化の取り組みについて調査し、それについて授業で
習った観点（地域価値の創造・伝達・提供の段階評価、
他事例との比較評価など）で評価する　そしてそのグ
ループ発表を行う（グループメンバー同一評価）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title 地域活性化マーケティング-地域価値を創る・高める方
法論

出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2014
価格/Price 3080円

2 著者名/Author 宮副謙司編著
タイトル/Title 企業経営と地域活性化: 愛媛県西条市の事例から
出版社/Publisher 千倉書房
出版年/Published year 2021年
ISBN 4805112263
価格/Price 3080円

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司・内海里香

タイトル/Title 米国ポートランドの地域活性化戦略
出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2017
価格/Price 2640円

メッセージ/Message
オンラインを主に受講する学生については、授業期間の最終期あるいは、成績評価期間にオンライン（顔
出し）にて面接し、授業内容の理解度をみることを平常点評価部分に追加することを予定している

その他/Others
実務経験 実務経験を持つことで、アカデミックな理論を実務にどう生かすか、活かせるかを勘所よく学
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生に指導できる。学生が構想・策定した戦略内容・手法を実務的に評価でき、学生に個別に指導できる
（実務レベルでの成果達成度を、成績要素に加えることができる）

 

キーワード/Keywords
地域資源の着眼と編集  地域価値の創造  地域価値の伝達  地域価値の提供
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年度 2021
科目名 共通　地域活性化のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
英文科目名 Planning for Regional Vitalization
学期 単位前期後半 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE Kenshi

講義概要/Course description
近年の地域経済の低迷などを背景に地域再生・街おこしなどが叫ばれ、取り組まれてきたが、今求められ
る地域活性化とは、話題づくりや一過性の盛り上がりでなく、地域社会の本質的な豊かさ、持続的な活性
化へ向けて、地域資源を捉えなおし新たな着眼と編集での地域価値として創造し、さらにその価値伝達・
提供であると考える。

本科目では、地域活性化の捉え方（マーケティングモデル）・実現への手法・評価ポイント（マネジメン
トモデル）などを学び、そのフレームワークに沿って、１つの地域の活性化戦略プランニングに取り組
む。

地域コミュニティを知り参画する活動（コミュニティベースト・ラーニング：CBL）を基本スタンスとし
て、その地域価値が充実し、対象とする人々に確実にその地域価値を伝達し提供するように戦略や具体策
を提案する人材：地域政策デザイナー、地域活性化マーケティング戦略策定プランナーを養成する科目と
位置付ける。

 

達成目標/Course objectives
①  マーケティングの観点から地域活性化の取り組み（地域活性化のマーケティング手法）を理解する 
②　地域活性化のプランニング方法論を体系的に学び、実際の地域に適用してマーケティングの観点から
地域活性化取組事例について評価基準あるいはモデルを適用して分析し、今後の対応方向を構想する実践
的な戦略構築力の習得を目指す

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
地域活性化の活動に関心があること（ABS授業「地域活性化のマーケティング」を事前に受講し単位を取
得していることが望ましい。受講していないメンバー向けには第2回授業でサマリーを講義する。）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス（概要、授業の進め方、学修方法など）
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握しておく
事後学習 自分自身の問題意識・関心と授業の目指すところが乖離していないかを確認する

2 授業計画 地域活性化のマーケティング（前期授業内容の確認）地域活性化のマーケティングの
捉え方、地域活性化の取り組みの現状分析と評価の手法

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

3 授業計画 プランニング方法論、GHILフレーム、地域資源の着眼・編集から地域価値の創造、コ
ンセプト・テーマの導出、地域価値の具体的施策（モノづくり、コトづくり、場づく
り、人づくり）

事前学習 GHIL論文を読む
事後学習 GHIL論文を読みなおす

4 授業計画 プランニング方法論①-モノづくり：地域ブランドづくり、事例-奥茨城よろず堂
事前学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第1章・第2章を読む
事後学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第1章・第2章を読みなおす

5 授業計画 プランニング方法論②-コトづくり：観光、イベント、コミュニティ活動の企画開発
事前学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第3章・第8章を読む
事後学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第3章・第8章を読みなおす

6 授業計画 プランニング方法論③-地域価値の伝達と提供、マーケティング戦略理論の適用、先
行事例からの戦略の定石の適用

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読みなおす

7 授業計画 グループワークの準備-プランニンググループの編成、メンバーでのプランニング計
画の検討

事前学習 戦略策定対象地域・テーマの事前検討
事後学習 グループワークのスケジュール表の作成、メンバー承認

8 授業計画 地域資源とその状況の分析-RESAS手法の紹介　経済産業省関東経済産業局メンバーの
授業内講演

事前学習 グループ研究として調査対象の地域（行政区分：市町など）を明確化し、その地域資
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源について情報収集し、地域特性についていくつかの（5項目程度）仮説を準備して
おく（ノートPCを持参すること）

事後学習 RESASで可能となる分析対象を確認し、データ分析結果から仮説を検証し、その理由
を考察すること。

9 授業計画 地域資源とその状況の分析-RESAS手法の紹介　ワークショップ　経済産業省関東経済
産業局メンバーの授業内講演

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

10 授業計画 地域活性化のプランニング演習　ある地域の地域活性化担当者の取り組み事例につい
て授業内講演

事前学習 当該地域のウェブサイトをみて地域資源の確認、地域価値創造の具体的取り組みにつ
いて予め情報収集しておく

事後学習 授業内で指示
11 授業計画 地域活性化のプランニング　グループワーク発表②

事前学習 グループ別での研究発表資料の作成
事後学習 各グループの研究発表を聞いた感想をまとめる、自分たちのグループ研究の成果と課

題を検討する
12 授業計画 グループワークの進捗・中間発表　対象地域（あるいは企業）の概要、プランニング

の着眼点、方向性のシェア
事前学習 適宜指示
事後学習 授業内に指示

13 授業計画 地域活性化のプランニング　グループワーク（対象地域の概要、地域資源の確認、地
域価値の創造-コンセプトと具体的な取り組み領域の確認）

事前学習 適宜指示
事後学習 授業内で指示

14 授業計画 地域活性化のプランニング　グループワーク発表①
事前学習 適宜指示
事後学習 各グループの研究発表を聞いた感想をまとめる、自分たちのグループ研究の成果と課

題を検討する
15 授業計画 総括　授業のまとめ、この授業からの学びの総括

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第13章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第13章を読みなおす、授業資料のすべてを読み

なおす

授業方法/Method of instruction
講義、ケースディスカッション、戦略プランニング（受講生メンバーによる自主研究）
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

The classes will be basically conductedface-to-face. Hybrid classes will be prepared for stude
nts who have gainedapproval from the Graduate School to attend online.

（ゲストスピーカーの授業内講演はオンラインでの授業内講演の場合もあります）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 40% 授業時のクラス貢献（クラス全体の学びを促進するよう
な発言・質問、行動など）、リアクションペーパーの提
出状況・内容

2 その他  Others 40% グループを編成し、グループごとに研究対象の地域を決
めて、それについて授業で習った観点で地域活性化の
マーケティング戦略を策定する　そしてそれについてグ
ループ発表を行う

3 レポート  Report 20% プランニングプロジェクトに関しての個人レポート

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title 地域活性化マーケティング-地域価値を創る・高める方
法論

出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2014年
価格/Price 3080円

2 著者名/Author 宮副謙司編著
タイトル/Title 企業経営と地域活性化: 愛媛県西条市の事例から
出版社/Publisher 千倉書房
出版年/Published year 2021年
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ISBN 4805112263
価格/Price 3080円

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司・内海里香

タイトル/Title 米国ポートランドの地域活性化戦略
出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2017
価格/Price 2860円

2 著者名/Author 宮副謙司・佐伯悠・藤井祐剛
タイトル/Title GHILフレーム-地域価値の創造に向けた地域資源の着

眼・編集の方法論
出版社/Publisher 日本マーケティング学会
出版年/Published year 2017

メッセージ/Message
オンラインを主に受講する学生については、授業期間の最終期あるいは、成績評価期間にオンライン（顔
出し）にて面接し、授業内容の理解度をみることを平常点評価部分に追加することを予定している

その他/Others
実務経験 実務経験を持つことで、アカデミックな理論を実務にどう生かすか、活かせるかを勘所よく学
生に指導できる。学生が構想・策定した戦略内容・手法を実務的に評価でき、学生に個別に指導できる
（実務レベルでの成果達成度を、成績要素に加えることができる）

 

キーワード/Keywords
地域資源の着眼と編集  GHILフレーム  コミュニティ・ベースト・ラーニング（CBL）
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年度 2021
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾘｱﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Managerial Marketing
学期 単位後期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA Kenichirou

講義概要/Course description
現在の経営環境では、たんに価格やプロモーションだけで製品やサービスが売れわけではありません。顧
客のニーズを的確に満たす価値を提供するには、マーケティング部門だけが独自に活動するのではなく、
研究開発部門や製造部門、財務部門などの他部門との調整が必要となります。したがって、経営者が深く
関与して意思決定が行われなくてはなりません。
本講義では、プロダクト・マネジャーやブランド・マネジャーのレベルが考えるべきイシューいわゆる
マーケティング・マネジメントではなく、経営者およびＣＭＯ（チーフ・マーケティング・オフィサー）
が考えるべきイシューについて議論します。
したがって、マーケティング分野で活躍しようとする方だけでなく、経営全般に携わるつもりの方にも役
立つ内容です。

達成目標/Course objectives
経営者およびＣＭＯとして企業のマーケティング活動を統合する技能を習得することです。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「マーケティング」を履修済みであることです。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス、テーマ：CMOの役割
ケース：ピーキュー

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業内容を復習する。

2 授業計画 テーマ：体験消費
ケース：AKB48

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

3 授業計画 テーマ：ビジネスモデル
ケース：ウーバー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

4 授業計画 テーマ：ビジネスモデル
ケース：パンドララジオ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

5 授業計画 テーマ：複数ビジネスモデルのシナジー
ケース：デルタ航空

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

6 授業計画 テーマ：流通とプラットフォーム　
ケース：ガゼル

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

7 授業計画 テーマ：イノベーションマネジメント
ケース：スリーエム

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

8 授業計画 テーマ：成長戦略
ケース：レゴ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

9 授業計画 テーマ：ナッジ
ケース：行動インサイトチーム

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

10 授業計画 テーマ：市場志向組織
ケース：テトラパック

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習
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11 授業計画 テーマ：親会社子会社関係
ケース：レベンダリーカフェ

事前学習 講演テーマの予習
事後学習 授業内容の復習

12 授業計画 テーマ：企業ブランド
ケース：ゴディバ・ジャパン

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

13 授業計画 テーマ：事業ポートフォリオ
ケース：ダナハー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

14 授業計画 テーマ：事業間連携
ケース：マーベル・エンタープライズ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

15 授業計画 授業の振り返り
事前学習 予習
事後学習 授業内容の復習

授業方法/Method of instruction
ケースメソッドで実施します。受講者間での討議に多くの時間を費やします。
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 70% クラス貢献
2 レポート  Report 30% ケース分析レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ケース教材は、授業内で配布します。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 各授業で提示します。

メッセージ/Message
20ページ前後のケース教材を使ったケース討議を毎週1本ずつ行いますので、予習の負荷（毎回3時間程
度）がかなりかかります。

その他/Others
ケースは変更になる場合があります。

キーワード/Keywords
マーケティング  実務経験
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年度 2021
科目名 共通　ｾｰﾙｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Sales Marketing
学期 単位後期 2
教員名 髙木 研太郎
英文教員名 TAKAGI Kentaro

講義概要/Course description
　B2Bにおけるセールス・マーケティングは、マーケティング領域においてB2Cと比較すると体系だった学
修が難しいのではないでしょうか。本科目では、B2Bを中心とした企業のセールス・マーケティングの基
本的な理論とともに、主要なB2B業界のベストプラクティスを具体的に学び、B2B企業におけるセールス・
マーケティングの高度化に役立つ着眼点を得ることを目的としています。特に、B2B業界の中でも、IT・
コンサルティング業界、消費財メーカー、B2B小売、通信・ハイテク業界などについて取り上げる予定で
す。
　授業のスタイルは、理論の講義にとどまらず、コンサルティング実務をベースにした主要な業界の具体
的な取り組みの紹介、ゲストスピーカーを招いての最新のマーケティング動向紹介や、特定の企業を取り
上げてのケース演習形式も織り交ぜて進めて行きます。
　

達成目標/Course objectives
B2Bセールス・マーケティングの基本的なアプローチを理解し、自分の所属する企業や想定する企業での
ケースを自ら考えられるようになる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス、授業の進め方、学習方法
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 B2Bとは、B2Bのセールス・マーケティングの難しさ
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

3 授業計画 B2Bのマーケティング：製品戦略、顧客戦略
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

4 授業計画 B2Bのセールス（１）：ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛｾｽ管理
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

5 授業計画 B2Bのセールス（２）：営業組織設計、営業人材育成
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

6 授業計画 B2Bのセールス（３）：ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞや広告販促
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 業界別のセールス・マーケティング：B2Bビジネスベンチャー企業
事前学習 ※取り上げる業界は受講生の所属業界を考慮して設定しますので、表記は昨年実績の

ものとなります。
事後学習 適宜指示

8 授業計画 業界別のセールス・マーケティング：小売業界（B to B to Cマーケティング）
事前学習 ※同上
事後学習 適宜指示

9 授業計画 業界別のセールス・マーケティング：コンサルティング業界（マーケティング）
事前学習 ※同上
事後学習 適宜指示

10 授業計画 ケース演習（グループワーク）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 ケース演習（グループワーク）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

12 授業計画 ケース演習（グループワーク）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

13 授業計画 ケース演習（グループ別発表、クラスディスカッション）
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事前学習 約2グループずつ
事後学習 適宜指示

14 授業計画 ケース演習（グループ別発表、クラスディスカッション）
事前学習 約2グループずつ
事後学習 適宜指示

15 授業計画 コースの総括
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% ケース演習をもとにした期末レポート（文字数5,000字
程度）

2 平常点  In-class Points 50% 授業態度（クラスおよびグループディスカッションへの
参加、クラス貢献を含む）

3 その他  Others 20% グループ発表

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特になし

参考書/Reference books
1 著者名/Author 余田 拓郎

タイトル/Title BtoBマーケティング―日本企業のための成長シナリオ
出版社/Publisher 東洋経済新報社
価格/Price 2,940円

2 著者名/Author トーマス・H・ダベンポート , ジェーン・G・ハリス
タイトル/Title 分析力を武器とする企業 強さを支える新しい戦略の科

学
出版社/Publisher 東洋経済新報社
価格/Price 2,310円
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年度 2021
科目名 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略
英文科目名 Marketing Strategy
学期 単位前期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA Kenichirou

講義概要/Course description
本講義では、マーケティング基礎で習得した基礎的な理論や概念を基盤に、応用的なマーケティング問題
に取り組みます。ケースメソッドによる討議を通して、マーケティング環境の分析、マーケティング戦略
の評価、マーケティング戦略を立案する技能を習得します。

達成目標/Course objectives
マーケティング環境の分析、マーケティング戦略の評価、マーケティング戦略の立案をする技能を習得す
ることです。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「マーケティング基礎」を履修済みであることです。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス、テーマ：BtoBマーケティング
ケース：観音株式会社

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業内容を復習する。

2 授業計画 テーマ：消費者行動、セグメンテーション
ケース：日本におけるがん検診

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

3 授業計画 テーマ：ポジショニング、製品政策
ケース：バーバリー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

4 授業計画 テーマ：ポジショニング、製品政策
ケース：バーバリー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

5 授業計画 テーマ：製品政策
ケース：ブラック＆デッカー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

6 授業計画 テーマ：製品政策
ケース：レブロン・ジェームス

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

7 授業計画 テーマ：プロモーション、流通　
ケース：踊る大捜査線

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

8 授業計画 テーマ：プロモーション、流通　
ケース：踊る大捜査線

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

9 授業計画 テーマ：価格政策
ケース：メタバイカル

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

10 授業計画 テーマ：価格政策、統合戦略
ケース：サウラー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

11 授業計画 テーマ：価格政策、統合戦略
ケース：サウラー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

12 授業計画 テーマ：競争戦略
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ケース：トリンプ／ワコール
事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

13 授業計画 テーマ：競争戦略
ケース：トリンプ／ワコール

事前学習 講演テーマの予習
事後学習 授業内容の復習

14 授業計画 テーマ：競争戦略
ケース：ぐるなび

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

15 授業計画 授業の振り返り
事前学習 予習
事後学習 授業内容の復習

授業方法/Method of instruction
ケースメソッドで実施します。受講者間での討議に多くの時間を費やします。
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 70% クラス貢献
2 レポート  Report 30% ケース分析レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ケース教材は、授業内で配布します。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 各授業で提示します。

メッセージ/Message
予習をしっかりやってきてください。

その他/Others
ケースは変更になる場合があります。

キーワード/Keywords
マーケティング  実務経験
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年度 2021
科目名 共通　次世代農業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
英文科目名 Smart Agriculture Innovation
学期 単位前期 2
教員名 小林 信三
英文教員名 KOBAYASHI Shinzo

講義概要/Course description
本講座は、暗黙知の形式知化・デジタル化を目指す一般社団法人グリーンカラー・プラネットの寄附講座
です。
本科目では、農業界・次世代農業界(Smart Agriculture)からオムニパス形式で各専門分野で活躍されて
いる講師を招き、「農業 × 異なるモノ＝イノベーション」をコンセプトとした講演とディスカッション
を中心に行います。また、授業の最後には受講生自らが発案した事業企画を発表します。
この一連の講義を通して、農業の社会的課題を起点に、食のバリューチェーンの視点から（生産-加工-ロ
ジスティックス-小売-消費-健康美）、農業と異業種を掛け合わせた「新たな農業のあり方」を探求して
いきます。

達成目標/Course objectives
「次世代農業」を「農業×異なるモノ」のシナジー（異なるモノの掛け合わせによる相乗作用）であると
定義し、農業に関わる多種多様な分野の事例を学び、考察を深めることで、自らの学習目的を明確にし、
論理的な思考に基づいた事業企画/ビジネスプランを立案する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
1.新しい農業のあり方、社会のあり方に関心があること。
2.Gmailおよび Google Workspace環境が利用できること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Scope1.農業×私
・コースガイダンスおよび過去の講義事例と成果発表の紹介
・DMM(Diamond Mandala Matrix)の演習とグループディスカッション
※各回の講義テーマ（Scope）および担当講師（ゲストスピーカー）については、変
更されることがあります。
詳細については、第１回目のコースガイダンスでご案内します。

事前学習 特になし
事後学習 特になし

2 授業計画 Scope2.農業×C2B
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

3 授業計画 Scope3.農業×グローバルGAP
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

4 授業計画 Scope4.農業×食の安全
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

5 授業計画 Class Scope5. 農業×ICT
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

6 授業計画 Scope6. 農業×参加型アプローチ
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

7 授業計画 Scope7. 農業×グローバル戦略
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

8 授業計画 Scope8.農業×サステナビリティ
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

9 授業計画 Scope9.農業×気象・気候
・講演とディスカッション
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事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

10 授業計画 Scope10.農業×ダイレクトマーケティング
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

11 授業計画 Scope11.農業×ブロックチェーン
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

12 授業計画 Scope12. 農業×ウェルネス
・講演とディスカッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録)
事後学習 同Scopeの言語ストーリー化（DMM事後学習登録）

13 授業計画 Scope13. 農業×？= 私の事業企画/ビジネスプラン
総括ワークセッション

事前学習 同Scopeの想像（DMM事前学習登録）
事後学習 成果発表準備（DMM事後学習登録）

14 授業計画 ビジネスプラン成果発表会（１）
事前学習 プレゼンテーションの準備をする。
事後学習 教員からのコメントを基に資料を改善する。

15 授業計画 ビジネスプラン成果発表会（２）
事前学習 プレゼンテーションの準備をする。
事後学習 教員からのコメントを基に資料を改善する。

授業方法/Method of instruction
・各回、共通の学習コンセプトであるScope:「農業×異なるモノ=イノベーション」に基づく、オムニバ
ス形式で講義（ゲストスピーカーによる講演とディスカッション）
・DMMを用いた学習ポートフォリオの作成（事前学習と事後学習での学習成果の管理・共有）
※ DMM(Diamond Mandala Matrix)とは、3×3のマトリックス(セルの行列)を基本単位とした情報管理・共
有のための手法/フレームワークです。DMMは一般に「マンダラート」「マンダラ・チャート」などとも呼
ばれています。
※ 面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修で
きるよう、ハイブリッド型授業として実施する。 

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 25% 各スコープについての事後学習（DMM）の提出
各回の講義を通して学んだこと、考察したこと、また自
身の意見や主張を、論理性と説得力をもって第三者に伝
えられること（言語表現ができること）。

2 平常点  In-class Points 25% 各スコープについての事前学習（DMM）の提出
スコープに対する自身の関心事や事前知識が表現され、
その内容が講師やクラスメイトとのコミュニケーション
やディスカッションの話題として活かされること。

3 その他  Others 50% 個人研究発表
各回の授業を通して「農業 × 異なるモノ」のさまざま
な先進事例のシナジー（相乗効果）を学び、受講生自ら
の次世代農業の事業企画/ビジネスプランを立案し、発
表コンテンツを作成する（5分程度のナレーション付ス
ライドショーあるいはプレゼン動画、Youtubeなど形式
は自由）。発表コンテンツは、発表会初日（第14回）ま
でに、所定の共有ドライブに登録する。
各自が立案した企画を魅力的かつ説得力を持て伝えられ
るよう、発表内容はもちろん、発表資料や発表方法など
も工夫する。評価者は、各回担当講師および受講生によ
る相互評価を行う。

授業関連情報/Class-related information
件名/Title 内容/Contents 備考/Memo

1 「Diamond Mandala Mat https://tinyurl.com/yxc2z3je 2020年度に実施した同講
rix（DMM）を用いた協 座の授業手法に関する研
調学習型オンライン授 究成果報告（情報処理学
業の設計と実践」 会 情報教育シンポジウ

ム2020）
2 一般社団法人グリーン https://www.green-collar.work/ 当寄付講座実施団体
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カラー・プラネット

メッセージ/Message
この講座で期待する最大の学習成果は、みなさんが何を知ったか、学んだかではなく、みなさん一人ひと
りがこの学びの機会を通して、どう変わったか、そして、わたしたちの未来に何を見つけたかにありま
す。
このクラスでの共有体験をぜひわたしたちの素晴らしい未来につなげていきましょう。

その他/Others
一般社団法人グリーンカラー・プラネットでは、農業分野をはじめ様々な分野におて、次世代人財の育成
を目指した学びの手法とコンテンツの研究開発と実践普及を行っています。

キーワード/Keywords
次世代農業  Smart Agriculture  農業×異なるモノ＝イノベーション  Scope for Imagination  DMM/マ
ンダラメ学習メソッド  協調型学習
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年度 2021
科目名 共通　次世代ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
英文科目名 Smart Digital Innovation
学期 単位後期 2
教員名 名川 知志
英文教員名 NAGAWA Satoshi

講義概要/Course description
本講座は、暗黙知の形式知化・デジタル化を目指す一般社団法人グリーンカラー・プラネットが提供する
寄附講座です。最新のDX（デジタルトランスフォーメーション）・CX（クラウドトランスフォーメーショ
ン）・AI・データベース基盤などを有するデジタル業界から、オムニパス形式で毎回異なる専門家の講師
を招き、「デジタル × 異なるモノ＝イノベーション」をコンセプトとした講義とディスカッションを行
います。具体的には、社会の課題や企業の経営課題を起点とし、それらを解決する手段としてのDXソ
リューション・CXソリューションや、5G/6G+IoTの時代を迎えたCPS（サイバーとフィジカルを掛け合わせ
たシステム）の最新事例を毎回紹介してゆきます。講師陣が提供する多彩なインプットを参考にして、受
講生たちは自らの経験を活かして、解決したい課題を設定し、解決手段としてのDXやCXを考察すると同時
に、事業企画やビジネスモデルを最後に発表することをゴールとします。授業スタイルは、教室内での対
面に加えて、ビデオ会議（Zoom）とコミュニケーション基盤（Google Workspace：旧 G-Suite）を組み合
わせたハイブリッド型の方式を採用します。

達成目標/Course objectives
前述の通り、社会の課題や企業の経営課題を設定し、それらを解決するDX手段を考察、事業企画やビジネ
スモデルを発表することを達成目標とします。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
1.デジタル X 異なるモノ = イノベーションの考え方に関心があること
2.基礎的なIT知識・デジタル知識を持っていること（情報システムの専門性を問いません）
3.Gmailおよび Google Workspace環境が利用できること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 デジタル X 異なるモノ = イノベーション 概要
・コースガイダンス

事前学習 特になし
事後学習 特になし

2 授業計画 デジタル X C2B マーケティング = イノベーション
・講義とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

3 授業計画 デジタル X サブスクリプション型ビジネス = イノベーション
・講議とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

4 授業計画 デジタル X 農業 = イノベーション
・講演とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

5 授業計画 デジタル X 金融 = イノベーション
・講義とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

6 授業計画 デジタル X 自動車 = イノベーション
・講議とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

7 授業計画 デジタル X 健康 = イノベーション
・講議とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

8 授業計画 デジタル X スポーツ = イノベーション
・講議とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

9 授業計画 デジタル X 街づくり = イノベーション
・講議とディスカッション

事前学習 前回の復習
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事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備
10 授業計画 デジタル X 企業内の情報検索 = イノベーション

・講議とディスカッション
事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

11 授業計画 デジタル X 教育 = イノベーション
・講議とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

12 授業計画 デジタル X データ分析 = イノベーション
・講議とディスカッション

事前学習 前回の復習
事後学習 当講義を参考に、自らの発表の準備

13 授業計画 デジタル×異なるモノ=イノベーション  私の事業企画/ビジネスモデル  発表準備
ワークショップ

事前学習 過去全ての講義の復習
事後学習 自らの発表準備

14 授業計画 ビジネスモデル発表会（前編）
事前学習 プレゼンテーションの準備
事後学習 講師からのコメントを基に改善

15 授業計画 ビジネスモデル発表会（後編）
事前学習 プレゼンテーションの準備
事後学習 講師からのコメントを基に改善

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき

るよう、
ハイブリッド型授業（ビデオ会議（Zoom）とコミュニケーション基盤（Google Workspace：旧G-Suite）
を利用した）として実施する。
共通のフレームワーク「デジタル×異なるモノ＝イノベーション」に基づき、毎回異なるゲストスピー

カーによる講義とディスカッション
Googleシステムを活かした事前学習と事後学習での学習成果の管理・共有（学習ポートフォリオ）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% 各回の講義に対する学びの言語化と提出を必須とする。
（講義を通して学んだこと、考察したこと、また自身の
意見やアイデアを、論理性と説得力をもって第三者に伝
えられること）

2 その他  Others 50% 受講生個々人の成果発表と評価。
各回の講義を通して、様々な先進事例を学び、受講生自
らの事業企画やビジネスモデルを立案し、発表コンテン
ツを作成する。
10分程度のプレゼンテーション、文字・静止画・動画な
ど形式は自由。発表コンテンツは、発表初日（第14回）
までに、所定の共有ドライブに登録する。各自が立案し
た企画を魅力的かつ説得力をもって伝えられる様に、発
表内容はもちろん、発表資料や発表方法などを工夫す
る。最終的に、登壇した講師陣および受講生たちによる
相互評価を行う。

キーワード/Keywords
デジタル、デジタル×異なるモノ＝イノベーション、DX（デジタルトランスフォーメーション）、IoT、
人工知能、データ分析、クラウド　等々
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年度 2021
科目名 博士　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ特論 / 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(上級)
英文科目名 Special Topics in Marketing/Marketing(Advanced)
学期 単位後期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA Kenichirou

講義概要/Course description
マーケティングに関する最新の論文を輪読します。2021年にJournal of Marketingに掲載された論文を読
みます。
DBAコースの学生は、自らの論文作成に参考となる概念や方法論を吸収できるので、自らの論文をブラッ
シュアップすることができます。
MBAコースの学生は、論文の読み方や構成を理解できるので、経営学を論文から学ぶことができるように
なりますし、レポートなどの文書が洗練されます。また、マーケティング研究の最新トレンドを理解でき
るので、実務的な示唆も得られるでしょう。

達成目標/Course objectives
１、マーケティング分野の最新の研究動向を理解すること。２、学術論文の構成および研究方法について
理解すること。３、論文を批判的に評価できるようになること。４、自らの研究に資する概念や方法論を
得ること。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
DBAコースの学生が対象です。MBAコースの学生は、DBAコースへの進学を検討している、もしくは学術的
関心がある者が対象です。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業ガイダンス、論文の輪読、輪読する論文の抽出
事前学習 授業内容の理解
事後学習 授業内容の振り返り

2 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

3 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の振り返り

4 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

5 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

6 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

7 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

8 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

9 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

10 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

11 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

12 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

13 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習
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14 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

15 授業計画 これまで輪読してきた論文の関連性について議論
事前学習 これまで輪読した全論文の振り返り。
事後学習 科目全体の復習

授業方法/Method of instruction
論文の輪読（全員が事前に論文を読んでおく。授業では担当者が内容を発表する。内容に関し、疑問点を
解消する。論文の内容を批判的に評価する。自らの研究への示唆を得る）
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 80% 授業でのクラス貢献、担当論文の発表
2 レポート  Report 20% 期末レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 各論文は、図書館データベースから各自入手してくださ

い。

メッセージ/Message
英文の論文を読みますので、英語読解力が求められます。但し、最近は優れた翻訳ソフトがあるので、そ
うしたツールも使えば、予習時間を短縮できるでしょう。

キーワード/Keywords
マーケティング  研究
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年度 2021
科目名 DAY・EVE ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ
英文科目名 Corporate Finance(in English)
学期 単位後期前半 2
教員名 伊藤 晴祥
英文教員名 ITO Haruyoshi

講義概要/Course description
We will discuss what kinds offinancial strategy should be implemented in order to maximize the
 corporatevalue or shareholder value. In order to achieve this goal, this corporatefinance cla
ss covers fundamental valuation methods such as financial statementanalysis, discount cash flo
w method (DCF method), Market Multiple method aswell as more sophisticated method such are rea
l options. This course employcase methods so that students can acquire both academic knowledge
 and practicalskills which are useful in the real world. We discuss how the corporate canimpro
ve corporate value through case studies such as cross boarder M&amp;amp;amp;amp;amp;A, LBO&am
p;amp;amp;amp;amp;MBO,investment in venture business, risk management by derivatives and/or in
surance.Active involvement in the case discussion is required. We plan to cover newfinance top
ics such as behavioral finance, FinTech, and InsurTech.

達成目標/Course objectives
1. Be able to understand the theories in the field of corporate finance
2. Be able to apply theories to practical situations
3. Be able to evaluate value of corporation and/or projects using DCF method, Market Multiple 
method, and real options method.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
1. Fundamental Finance and FundamentalAccounting
2. Knowledge of Statistical Analysis I and IIand Derivatives are preferable
3. or consent from the instructor

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Orientation (September 21st 3rd slot for full-time and 6th slot for flex-tim
e)
Introduction to corporate finance
Review of basics of finance
Present Value, Bond Valuation, Stock Valuation

事前学習 Read the syllabus
BMA Ch. 1-4 and Hull Ch. 1, 9, 10

事後学習 Review the class materials
2 授業計画 Review of financial statement analysis

Ratio Analysis, Pro-forma financial statement, working capital management
事前学習 BMA Ch. 28-30
事後学習 Review the class materials

3 授業計画 Net Present Value Method (NPV Method) and other investment criteria
   Internal Rate of Return (IRR), Payback Periods, Capital Budgeting by NPV.
 

事前学習 BMA Ch. 5 and 6
事後学習 Review the class material

4 授業計画 Case 1: Samper: Strategic Growth and Its Financial Implications (Ivey Case: 
W17192-PDF-ENG) (Tent.)
Financial Statement Analysis
Dupont Analysis
Proposal of business reform based on the financial analysis

事前学習 Analysis of Case 1. Preparation for the presentation.
事後学習 Review the class material

5 授業計画 Capital Asset Pricing Model (CAPM）
Estimation of Weighted Average Cost of Capital
M&A

事前学習 BMA Ch. 7, 8, and 31
事後学習 Review the class material. Analysis of Case 2.

6 授業計画 Case 2: Monmouth, Inc. (HBS Case)
Qualitative Analysis of M&A
Valuation of the corporation in case of M&A
Implementation of Discount Cash Flow Methods (DCF Method)

事前学習 Analysis of Case 2. Preparation of the presentation.
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事後学習 Review the class material.
7 授業計画 Corporate Restructuring

   Leveraged Buyouts (LBO), Management Buyouts (MBO)
事前学習 BMA Ch. 32
事後学習 Review the class material. Analysis of Case 3.

8 授業計画 Case3: Frank Baker: Siris Capital Group and Titan Systems (Tent.)
   Valuation of LBO, Risk Analysis of LBO 

事前学習 Analysis of Case 3. Preparation of the presentation.
事後学習 Preview the class materials

9 授業計画 Advanced Method of Investment Decision Making
Real Options

事前学習 BMA Ch. 10, 20-22
事後学習 Review the class material.Analysis of Case 4. Preparation of Case 4 presenta

tion.
10 授業計画 Case4: Real Options Exercises (HBS) (Tent.)

Understanding Real Options
Implementation of Real Options Valuation

事前学習 Analysis of Case 4. Preparation of the presentation.
事後学習 Preview the class materials

11 授業計画 Advanced Corporate Finance
   Behavioral Finance
   Financing Methods
   Optimal Capital Structure
   Payout Policy etc.

事前学習 BMA Ch. 13-19
事後学習 Preview the class Materials

12 授業計画 Enterprise Risk Management
   How to maximize corporate valueby risk management?
   Reduction in volatility does not necessarily mean improvement of corporat
e value

事前学習 BMA Ch. 26, 27, (Optional: HN Ch. 10, 20-23, 26)
事後学習 Review the class material

13 授業計画 Summary of Corporate Finance
Leeway

事前学習 Preview the class material. Prepare questions related to final project.
事後学習 Preview the class material. Prepare for the final presentation.

14 授業計画 Final Presentation 
Valuation Projects

事前学習 Prepare for the final presentation
事後学習 Finalize the final report

15 授業計画 Final Presentation
事前学習 Prepare for the final presentation
事後学習 Finalize the final report

授業方法/Method of instruction
Lecture, Case Discussion, Workshop, Presentation, Report
Each group will be requested to present one or two of cases shown in the syllabus. The number 
of group members should be less than or equal to six.
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained
approval from the Graduate School to attend online.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% Case write-ups: 20%
Final report: 30%

2 平常点  In-class Points 50% Case presentations: 20%
Final presentation: 30%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin All

en
タイトル/Title Principles of corporate finance
出版社/Publisher McGraw-Hill Education
出版年/Published year 2017.
ISBN 9781259253331
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備考/Remarks BMA

参考書/Reference books
1 著者名/Author Harrington, S. and Niehaus G.,

タイトル/Title Risk Management & Insurance
出版社/Publisher McGraw-Hill/Irwin
出版年/Published year 2007
ISBN 9780071232449

メッセージ/Message
Finance is one of the interesting business studies. Even if you think financial models are dif
ficult to understand, understanding the intuitions behind the equations is not so hard. If you
 do not understand anything during the lecture, please ask me questions anytime you want as my
 lecture is interactive. If you hesitate to ask questions during the class as you think it mig
ht impede the delivery of the lecture,please ask me questions after the class. I would like to
 make my classes enjoyable so that you can understand the interesting points of finance.

その他/Others
Format of Case-writeup:
Prepare the executivesummary and answer all of questions provided the instructor. Analysis and
rational must be provided using equations, figures, tables, etc. by the beginning of the class
 on presentation day.
 
1. Write an executivesummary of the case. Page length should be about one page.
2. Answer all ofquestions provided by the instructor. Write answers with detailed explanation 
providing rationale, equations, figures, and/or tables.
3. There is not page limit. Please write as much as or as less as you want. Write concisely so
 that you could explain the rationale sufficiently. 
4. Write-up should bewritten by a group. Each group should consist less than or equal to sixst
udents.
5. Peer-review mightbe conducted if necessary. 
※Be sure to submit both soft and hard copy of the write-ups
 
Format ofPresentation:
Each group shouldpresent the case at least once a semester 1. Present the executive summary of
 the case, first.
2. Explain your solutions in understandable way showing rationale, equations, figures, andtabl
es. 
3. Set up Q&amp;amp;A session
4. Encourage activediscussion during the presentation
5. Length ofpresentation: approximately 30 minutes 
 
Final Report:Valuation Projects
　Using valuation method learned in the class suchas DCF and real options, please conduct the 
valuation project such as valuationof the projects or corporations using actual cases. Possibl
e themes include butnot limited to stock valuation in the case of M&amp;amp;A, MBO, and LBO et
c., writing analyst report, valuation of project finance, financing methods, and optimal capit
al structures. You can use any actual business casesas long as you employ the valuation method
s. 
 
Format of finalreport
1. Write a one-pagelength executive summary of the case.
2. Write a conclusion, first.
3. Explain reasons why you reach that conclusion mentioning motivation of the study, issues be
hind the case and explain the models used, results of calculations using tables and figures so
 that readers of the paper can understand easily.
4. Focus on your mainfindings. If you employ the existing and well-known models, you do not ne
ed to explain the theories of models in detail.
5. There is not pagelimit. Please write as much as or as less as you want. Write concisely so 
that you could explain the rationale sufficiently. 
6. Write-up should bewritten by a group. Each group should consist less than or equal to six s
tudents.
7. Peer-review mightbe conducted if necessary. 
※Be sure to submit both soft and hard copy of the write-ups

キーワード/Keywords
DCF  Market Multiples  Real Options  Agency Theory Optimal Capital Structure, M&A  LBO  MBO  E
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年度 2021
科目名 DAY・EVE　ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｽ
英文科目名 Sustainable Finance(in English)
学期 単位後期後半 2
教員名 伊藤 晴祥
英文教員名 ITO Haruyoshi

講義概要/Course description
Sustainable Finance covers both theory and practice in order to understand the international t
rends and importance of sustainable finance.

First of all, students are expected to acquire the fundamental knowledge and skills to conside
r why the firms should consider sustainability when making investment or managerial decisions.
 In order to consider why, we also need to consider the purpose (or objective function) of the
 corporation. Should firms maximize the profit (or shareholder value) or stakeholder value? De
pending on the response to this question the reason why we need to pursue sustainability is di
fferent. If the objective function of the firm is maximization of shareholder value, we should
 consider sustainability as long as it improves corporate value. If the objective function of 
the firm is maximization of stakeholder value, we should pursue sustainability only if it impr
oves the utility of shareholders. Students need to have solid finance and accounting foundatio
n which are acquired through the core courses of finance and accounting.

Second, there are many international standards, regulations, and guidelines are developed quit
e rapidly, non-exhaustive list of these practices are Principal of Responsible Investment (PR
I), Sustainable Accounting Standards Boards(SASB), Sustainable Finance in EU (EU Taxonomy), In
ternational Standard Organization (ISO) for green finance (TC207), ISO for sustainable finance
(TC322), etc. In this class, we briefly discuss what they are and the possible impacts to the 
Japanese economy and firms.

Third, we also discuss what kinds of sustainability should be pursued in order to achieve the 
purpose of the firm. In this course, we discuss these issues mostly from the view of sharehold
er value maximization. In this sense, we discuss how the firm’s commitment to sustainable dev
elopment goals (SDGs), corporate social responsibility (CSR), or environmental, social and gov
ernance (ESG) could improve the shareholder or corporate value. We also discuss possible ways 
to disclose these information.

Fourth, we also discuss types of sustainability finance. The first type socially responsible i
nvestment which is the investment in the project/equity/bond of the corporations which have po
sitive impact on the society. The second type is funds or indices which composite the securiti
es of corporations mentioned in the first type. The third type is the derivatives whose payoff
 is associated with the indices mentioned in the second type. We discuss implications of these
 financial products as well as how firms could utilize these finance scheme to improve the cor
porate value.

Sustainable finance could be discussed from many perspectives such as lawyer, scholars of busi
ness ethics, environmentalist, regulators, economists etc. we discuss sustainable finance most
ly from the view of financial managers of firms. 

Ultimately, as there is no solid answer to why firms should pursue sustainability, students ar
e expected to learn “how to think to tackle issues related to sustainable finance” rather th
an “how to practice sustainable finance in real world setting. Additionally, this course emph
asis the scientific approach to consider why sustainability is important. In other words, we s
hould be skeptical about any common sense.

達成目標/Course objectives
1. acquire theknowledge and skills in order to come up with your own solutions to “why or why
not firms need sustainable finance”

2. understand therecent trends of regulations, international standards, and guidelines related
to sustainable finance

3. acquire the ability to use the sustainable finance or create the newsustainable financial p
roducts
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履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
1. Fundamental Finance and 2. Fundamental Accounting or consent.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Orientation(Daytime: September 21st, 4th slot, Evening: September 21st,7th s
lot)
Introduction to Sustainable Finance
   Purpose and objective function of the firm
   Maximization of utility or value of shareholders?

事前学習 Preview what you learned from 1. Fundamental Finance and 2. Fundamental Acco
unting

事後学習 Review the class material
2 授業計画 Overview of concepts related to Sustainable Finance

   What is CSR/ESGs/SDGs?
   Social Entrepreneurs, Business Model Canvas

事前学習 Preview the class material
事後学習 A short report on financial statement analysis and review the class material

3 授業計画 Overview of initiatives, standards, guidelines and regulations related to su
stainable finance
   What are GRI, PRI, TCFD, SASB, ISO standards(TC207 and 322), EU taxonomie
s?
   Principal of Responsible Investment (PRI)
   Sustainable Accounting Standards Boards (SASB)
   Sustainable Finance in EU
   International Standard Organization (ISO) for green finance etc.

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

4 授業計画 Case 1: Summa Equity: BuildingPurpose-Driven Organizations (tent.)
事前学習 Analyze Case 1 and bring yoursolutions to the class
事後学習 Review the class material

5 授業計画 1stphase of Sustainable Finance: Investment in Projects/Asset/Activities
   Investment in sustainable or related bonds/equities
   Impact Finance such as social bond, green bond, sustainable bonds

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

6 授業計画 Case 2: JetBlue: Relevant SustainabilityLeadership (A)&(B) (tent.)
事前学習 Analyze Case 2 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

7 授業計画 2nd phase ofSustainable Finance: Investment in the indices compositing secur
ities issued bycorporations pursuing sustainability

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

8 授業計画 Case 3: Credit Suisse: Building an Impact Investing Business in Asia (tent.)
事前学習 Analyze Case 3 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

9 授業計画 3rd phase of sustainable finance: investment in derivatives associated with 
indices

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

10 授業計画 Case 4: CLP Group: Environmental,Social and Governance Factors and Their Eff
ects on Valuation (A)&(B) (tent.)

事前学習 Analyze Case 4 and bring yoursolutions to the class
事後学習 Review the class material

11 授業計画 Sustainable Governance: How to let the corporation to maximize the sharehold
er’s/stakeholders’ value through sustainable finance
   Shareholder activists, engagement, divestment etc.

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

12 授業計画 Case 5: Volkswagen's EmissionsScandal: How Could It Happen? (tent.)
事前学習 Analyze Case 5 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

13 授業計画 Advanced Topics in Sustainable Finance
   Sustainable finance as tool of risk management 
   Pandemic risk management
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   Resilience and resilience finance
   Why does sustainable finance matter? Revisited.
   Origin of sustainable finance. should we go back?
   Future of sustainable finance: What is the ideal situation?
   Leeway

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

14 授業計画 Final Presentation
事前学習 Preparation of the Final Presentation
事後学習 Incorporate the feedback during the presentation to the final report

15 授業計画 Final Presentation
事前学習 Preparation for the Final Presentation
事後学習 Finalize the Final Report

授業方法/Method of instruction
Lectures, Case Discussions, Scheduled Presentations, Short Reports, and Final Report
The classes will be basically conducted face-to-face. Hybrid classes will be prepared for stud
ents who have gained approval from the Graduate School to attend online.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 25% Final Report
2 平常点  In-class Points 25% Contribution to in-class Discussion
3 その他  Others 50% Short Reports: 25%

Presentations: 25%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks N/A

Cases shown in the lecture plans must be purchased
 through the administration office

参考書/Reference books
1 備考/Remarks Introduced in the class

Relevant papers will be distributed before the cla
ss

メッセージ/Message
Final report: Topics in Sustainable Finance

You can choose any types of topics related to sustainable finance. In order to avoid plagiaris
m, conducting numerical analysis is required. Possible topics include but not limited to i) va
luation of sustainable finance such as value of green bonds etc., ii) valuation of the firms/c
alculation of rational price of the firms incorporating CSR/ESG/SDGs/Sustainability metrics, i
ii) proposals of effective mechanism of sustainable governance and its impact on the corporate
 value. Please make sure to use the actual cases and figures from the disclosures of the corpo
rations. If you write the report on valuation, please write the recommendation whether to buy 
or sell securities you analyze as well as how the corporation can improve the value considerin
g the sustainability issues.

Note: This is could be individual or group work depending on the number of students who resist
er the sustainable finance. 

Short report: for each case
1. For all cases: Write an executive summary of the case. Length: 1-2 page A4-sized
Note: This is an INDIVUDUAL work

2. For selected one case: Write a full report on the case

Note: This is a GROUP or individual work depending on the number of students who resister.

Please enjoy the dynamics ofsustainable finance. It needs the comprehensive understanding of f
inance,management, regulations, politics, environment and social issues. It providesexcellent 
opportunities to learn how to think to solve the sophisticated issuesin the real world.

その他/Others
If you are absent from the class more than three times without professionally acceptable reaso
ns, F grade shall be given.
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キーワード/Keywords
Valuation  Financial Statement Analysis  ESG  SDGs  PRI  SASB  Integrated Report  Investor Rel
ations  Sustainability  Stakeholder  Utility Theory  Resilience  Risk management
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年度 2021
科目名 DAY・EVE 国際ﾌｧｲﾅﾝｽ
英文科目名 International Finance
学期 単位前期 2
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA Sumihiro

講義概要/Course description
企業は、世界中で起こるめまぐるしい経済変動の中でリスクにさらされながら運営されています。この科
目では、世界の経済システム、特に外国為替システムを中心に概観し、その決定要因を分析したうえで、
その中での企業の財務政策を学んでゆきます。

達成目標/Course objectives
国際企業が直面する外国為替変動を中心とするリスクを理解する。
外国為替システムを概観し、外国為替変動の基礎的な理論を理解する。
外国為替リスクに対応する基礎的な手法を理解する。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 はじめに/ Introduction
事前学習 教科書の調達、シラバス（授業計画）の確認。
事後学習 教科書の該当する章の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 国際企業の直面する財務関連の諸問題/ Multinational Financial Management:　Opp
ortunities and Challenges.

事前学習 Chap.1. Multinational Financial Management: Opportunities and Challenges.
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 国際通貨システム/  The International Monetary System.
事前学習 Chap.2. The International Monetary System.
事後学習 授業を振り返る。

4 授業計画 国際収支/ The Balance of Payments.
事前学習 Chap.3. The Balance of Payments.
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 財務政策の目的と、コーポレートガバナンス/Financial Goals and Corporate Gover
nance.

事前学習 Chap 4. Financial Goals and Corporate Governance.
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 外国為替市場/  The Foreign Exchange Market.
事前学習 Chap.5. The Foreign Exchange Market.
事後学習 授業を振り返る。

7 授業計画 外国為替の価格関係/  International Parity Conditions.
事前学習 Chap.6.  International Parity Conditions.
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 外国為替先物とオプション/ Chap.7.  Foreign Currency Derivatives: Futures and
 Options.

事前学習 Chap.7.  Foreign Currency Derivatives: Futures and Options.
事後学習 授業を振り返る。

9 授業計画 金利リスクとスワップ／　Interest Rate Risk and Swaps
事前学習 Chap.8. Interest Rate Risk and Swaps
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 外国為替の決定要因/ Foreign Exchange Rate Determination.
事前学習 Chap.9. Foreign Exchange Rate Determination.
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 取引為替リスク/ Transaction Exposure.
事前学習 Chap.10. Transaction Exposure.
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 国際資金調達/ Raising Equity and Debt Globally
事前学習 Chap.14. Raising Equity and Debt Globally
事後学習 授業を振り返る。

13 授業計画 復習/ Course Review
事前学習 授業前半の内容
事後学習 授業前半の内容

14 授業計画 復習/ Course Review
事前学習 授業後半の内容
事後学習 授業後半の内容

15 授業計画 まとめ/ Summarizing Key Issues
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事前学習 授業全体
事後学習 授業を振り返る。　

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
講義 および 討論/ Lecture and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度/ Class Participation 40%　　レポート/ R
eport  30%  　小テスト／tests 30％

教科書/Textbooks
1 著者名/Author David K. Eiteman et al.

タイトル/Title Multinational Business Finance, 14th ed., Global E
dition (Soft Cover)

出版社/Publisher Pearson
出版年/Published year 2016
備考/Remarks 教科書販売WEBサイトで注文・配送

その他/Others
本授業は、基本的に対面で行う。もし、何らかの理由で対面授業に参加できない場合は、事前に担当教員
に相談すること。

キーワード/Keywords
国際ファイナンス  
  外国為替レート  為替デリバティブ  国際財務
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年度 2021
科目名 DAY・EVE ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
英文科目名 Investment
学期 単位前期 2
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA Sumihiro

講義概要/Course description
ポートフォリオ理論・CAPMにはじまる現代投資理論は、最近、30年ほどの間に起こった行動ファイナンス
に代表される実証研究等の成果によって修正を迫られている。この科目では現代投資理論の現在を概観
し、その結果を踏まえた投資技術を学ぶ。

達成目標/Course objectives
科学的分析による投資手法について理解を深める。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 はじめに/ Introduction
事前学習 教科書の調達、シラバス（授業計画）の確認。
事後学習 教科書の該当章の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 リターン、分散・共分散/ Introduction to risk, return, and the historical rec
ord.

事前学習 Chap 5 Introduction to risk, return, and the historical record.
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 リスク資産への投資行動/ Capital allocation to risky assets.
事前学習 Chap 6 Capital allocation to risky assets.
事後学習 授業を振り返る。

4 授業計画 最適なリスク・ポートフォリオ/ Efficient Diversification
事前学習 Chap 7 Efficient Diversification.
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 インデックス・モデル/ Index Models.
事前学習 Chap 8 Index Models.
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 CAPM/ The capital asset pricing model.
事前学習 Chap 9 The capital asset pricing model.
事後学習 授業を振り返る。

7 授業計画 APT, その他/  Chap 10 Arbitrage pricing theory and multifactor models of ris
k and return.

事前学習 Chap 10 Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return.
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 市場効率仮説/ The efficient market hypothesis. 
事前学習 Chap 11 The efficient market hypothesis.
事後学習 授業を振り返る。

9 授業計画 行動ファイナンス/ Behavioral Finance and technical analysis.
事前学習 Chap 12 Behavioral Finance and technical analysis.
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 ファンダメンタル分析 1/ Macroeconomic and Industry analysis.
事前学習 Chap 17 Macroeconomic and Industry analysis.
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 ファンダメンタル分析 2　/ Equity valuation models.
事前学習 Chap 18 Equity valuation models.
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 パフォーマンス評価/ Portfolio performance evaluation.(1)
事前学習 Chap 24 　Portfolio performance evaluation.
事後学習 授業を振り返る。

13 授業計画 パフォーマンス評価/ Portfolio performance evaluation.(2)
事前学習 Chap 24 　Portfolio performance evaluation.
事後学習 授業を振り返る。

14 授業計画 まとめ/ Summarizing Key Issues
事前学習 授業前半の内容
事後学習 授業前半の内容

15 授業計画 復習/ Course Review
事前学習 授業後半の内容
事後学習 授業後半の内容
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授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
講義 および 討論/ Lecture and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度/ Class Participation 40%　　レポート/ R
eport  30%   小テスト/ tests 30%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Bodie, Kane, and Marcus

タイトル/Title Investments 12tｈ Edition
出版社/Publisher McGraw-Hill
価格/Price 約¥6,300
備考/Remarks 教科書販売webサイトで 注文．配送

メッセージ/Message
「インベストメント」　と　「デリバティブ」は、同じテキストを使用します。

その他/Others
本授業は、基本的に対面で行う。もし、何らかの理由で対面授業に参加できない場合は、事前に担当教員
に相談すること。

キーワード/Keywords
ポートフォリオ理論  Capital Asset Pricing Model  投資理論  行動ファイナンス  投資パフォーマン
ス評価
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年度 2021
科目名 DAY・EVE ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ
英文科目名 Derivatives
学期 単位後期 2
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA Sumihiro

講義概要/Course description
「デリィバティブ」は、金融派生商品と言われ、現代金融市場を理解するために不可欠な知識です。金融
商品として単体で取引されるものもありますが、様々な金融商品の中に組み込まれて使われています。
この授業では、はじめに、デリィバティブを取り巻く金融市場を概観し、次に債券市場から得られる金利
をもとに価格付けの基礎を学びます。次にオプション、先物、スワップ等を使ったリスク管理や価格付け
について学んでゆきます。 

達成目標/Course objectives
債券市場を概観し、金利を理解する。
金利の期間構造を理解する。
デリィバティブを取り巻く金融市場を概観し、デリィバティブが金融市場で果たす役割を理解する。
デリィバティブの価格付け理論の基本を習得する。
デリィバティブによるリスク管理を学ぶ。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 はじめに/ Introduction
事前学習 教科書の調達、シラバス（授業計画）の確認。
事後学習 教科書の該当章の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 債券と金利
事前学習 Chap 14 Bond prices and yields.
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 金利の期間構造,
事前学習 Chap 15 The term structure of interest rates.
事後学習 授業を振り返る。

4 授業計画 債券ポートフォリオ管理 (1)
事前学習 Chap 16 Managing bond portfolios
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 債券ポートフォリオ管理 (2)
事前学習 Chap 16 Managing bond portfolios
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 オプション市場と、その利用　
事前学習 Chap 20 Options Markets: Introduction.
事後学習 授業を振り返る。

7 授業計画 オプション価格(1)
事前学習 Chap 21 Option valuation
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 オプション価格(2)
事前学習 Chap 21 Option Pricing
事後学習 授業を振り返る。

9 授業計画 先物市場　(1)
事前学習 Chap 22 Futures markets
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 先物市場 (2)　Futures markets
事前学習 Chap 22 Futures markets
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 リスク管理（１）
事前学習 Chap 23 Futures, swaps, and risk management
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 リスク管理（２）
事前学習 Chap 23 Futures, swaps, and risk management
事後学習 授業を振り返る。

13 授業計画 演習　１
事前学習 TBA
事後学習 授業を振り返る。

14 授業計画 演習　２
事前学習 TBA
事後学習 授業を振り返る。
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15 授業計画 復習/ Course Review
事前学習 授業の内容
事後学習 授業の内容

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
講義 および 討論/ Lecture and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度/ Class Participation ３0%　小テスト/ Ex
am ４0%　課題/ Report  30%　　

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Bodie, Kane, and Marcus

タイトル/Title Investments 12tｈ Edition
出版社/Publisher McGraw-Hill
出版年/Published year 2020
価格/Price ¥6,300
備考/Remarks Book Caffeで販売。

「インベストメントと同じテキスト」

参考書/Reference books
1 著者名/Author 藤崎 達哉 

タイトル/Title 実践デリバティブ: Excelでデータ分析 
出版社/Publisher オーム社
出版年/Published year 2019
ISBN 4274223949
価格/Price ￥3,520
備考/Remarks kindle版あり

その他/Others
本授業は、基本的に対面で行う。もし、何らかの理由で対面授業に参加できない場合は、事前に担当教員
に相談すること。

キーワード/Keywords
債券  金利  デリバティブ  オプション  先物  リスク管理
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年度 2021
科目名 共通　企業合併･買収
英文科目名 Mergers and Acquisitions
学期 単位後期 2
教員名 吉永 康樹
英文教員名 YOSHINAGA Yasuki

講義概要/Course description
　Ｍ＆Ａプランニングを行うための実践的能力を養成することを目的とする。毎回Ｍ＆Ａに関する具体的
事例について、コーポレート・ファイナンス理論を前提にした、会社法、租税法、金商法、企業会計を巡
る包括的な議論を受講者全員で行う。したがって、受講者は、事前に配布される参考資料を読み、条文に
当り、課題を解いた上で講義に出席することが求められる。議論は単なるプランニング技法の領域に止ま
らず、コーポレートガバナンス論、経営倫理、資本主義論といった広範な領域に渡る。この講義を受講す
る学生には、安直に解答を求めるのではなく、自分自身で問いを立て、その問いに対し徹底して論理的に
考える堅牢な意志を要求する。講義では王子・北越、ブルドック、ユニゾ、東芝機械、HOYA・ペンタック
ス、ヤフー・IDCF、コシダカのスピンオフ、パナソニック・三洋、伊勢丹・三越、花王・カネボウ、武
田・シャイアー、ニチイ学館のＭＢＯといった事例を取り上げる予定である。

達成目標/Course objectives
Ｍ＆Ａプランニングを行うための実践的能力を養成すること

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「アカウンティング基礎」、「コーポレート・ファイナンス」を履修済み、あるいは同等の知識を有する
こと。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Ｍ＆Ａ手法の類型と特徴
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する

2 授業計画 ＴＯＢ(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

3 授業計画 ＴＯＢ(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

4 授業計画 敵対的買収防衛策
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

5 授業計画 敵対的買収防衛策
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

6 授業計画 合併(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

7 授業計画 合併(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

8 授業計画 会社分割(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

9 授業計画 会社分割(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

10 授業計画 株式交換
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

11 授業計画 株式交換
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

12 授業計画 事業再生(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

13 授業計画 事業再生(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する
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14 授業計画 クロスボーダーM&A
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

15 授業計画 ＭＢＯ
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 20% 期末レポート
2 平常点  In-class Points 80% 毎回の課題の提出・授業内討論への参加

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 開講日に指示する。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 適宜プリントを配布する。
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年度 2021
科目名 共通　企業財務戦略
英文科目名 Corporate Financial Strategy
学期 単位後期 2
教員名 山本 功
英文教員名 YAMAMOTO Isao

講義概要/Course description
　企業財務戦略担当者の基本的責務は、企業価値・株主価値の番人機能を発揮することである。ここでの
番人機能とは、企業経営の攻めと守りの両方の側面のサポートを意味する。このような認識に基づき、本
講義は、資本の調達・配分・分配を巡る企業財務戦略上の課題発見力と解決案立案力などを鍛錬すること
に主眼を置く。海外企業との対比を行いつつ、日本企業の象徴的もしくは現在進行形のケースを可能な限
り取り上げる。例題を議論する機会を可能な限り設ける。今年度は特に、コロナ禍以降の企業財務を巡る
論点を考えていく予定。

達成目標/Course objectives
　コーポレートファイナンスに関連する基本的な理論やモデルを習得するとともに、それらを現実に適用
する際にどのような点に留意するべきか、現実と理論のギャップへの基本的な対応方法を理解する。特
に、コロナ禍で先鋭化したVUCAの時代に理論と現実のッギャップ、先鋭化する経営上の矛盾・対立をいか
に両立させればよいかという問題意識を強化してもらいたい。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
財務諸表、ファイナンスの基礎等を履修していることが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 企業財務戦略とは？
事前学習 企業、戦略、企業財務の定義を考える
事後学習 社会の中の企業の位置づけ、企業の中での財務の位置づけを自分なりに整理する

2 授業計画 財務分析の基本
事前学習 事前配布資料に目を通す（財務諸表の基本、損益分岐点分析、ビジネスモデルを理解

する）
事後学習 財務数値と企業活動・ビジネスモデルの関連を自分なりに整理する

3 授業計画 バリュエーション①　CAPMとDCF
事前学習 事前配布資料に目を通す（ファイナンス理論におけるリスクとリターン、ＣＦを理解

する）
事後学習 企業価値の多様性、投資家にとっての企業価値を自分なりに整理する

4 授業計画 バリュエーション②　アップル　株主価値と株価
事前学習 事前配布資料に目を通す（具体的なバリュエーション方法と留意点を理解する）
事後学習 CAPMの使用上の落とし穴を自分なりに整理する

5 授業計画 資本構成を考える：運転資本と余剰資金（アップルを題材に）
事前学習 事前配布資料に目を通す（短期の資金繰りと資本政策を理解する）
事後学習 簿価ベースと時価ベースの資本構成の問題を巡る論点を整理する

6 授業計画 負債資本を考える➀：銀行借入と社債の相違、金利の本質
事前学習 事前配布資料に目を通す（直接金融、間接金融　金利を理解する）
事後学習 短中期的なマクロ金融環境・事業環境に相応した負債調達のあり方を自分なりに整理

する
7 授業計画 負債資本を考える②：CDS、格付、リース、アセット・ファイナンス

事前学習 事前配布資料に目を通す（デフォルト、格付、CDS、負債資本形態を理解する）
事後学習 短中期的なマクロ金融環境・事業環境に相応した負債調達のあり方を自分なりに整理

する
8 授業計画 株主資本を考える➀：株式の基本を理解する

事前学習 事前配布資料の例題を考える（株式を巡る基本的論点と）
事後学習 例題を再吟味する

9 授業計画 株主資本を考える②：増資、IPOを巡る諸問題
事前学習 事前配布資料に目を通す（増資、IPOを巡る利益相反などの問題、ディスカウント問

題等を理解する）
事後学習 米国におけるIPO市場の分解動向の含意を考えてみる

10 授業計画 オプション・バリュエーション
事前学習 オプションの基本を理解する
事後学習 事前配布資料に目を通す

11 授業計画 キャッシュフローの分解と合成：転換社債と種類株式を中心に
事前学習 事前配布資料に目を通す（証券デザインの基本を理解する）
事後学習 分解と合成を企業の事業活動にも応用し、新しい証券のデザインを考えてみる

12 授業計画 資本配分①：資本コストを意識した経営を考える
事前学習 事前配布資料に目を通す（企業と投資の間に存在するトレードオフに着目する）
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事後学習 戦略的資本配分における組織問題やリアル・オプションの考え方を理解する
13 授業計画 資本配分②：Ｍ＆Ａとスピン・オフ及びアクティビスト思考

事前学習 事前配布資料に目を通す（買い手と売り手の論理、アクティビスト投資家の論理を理
解する）

事後学習 企業にとっての空売りの功罪を整理してみる
14 授業計画 成果分配：株主還元（自社株買いと配当金）と報酬問題

事前学習 事前配布資料に目を通す（再投資と分配の問題を理解する）
事後学習 ガバナンス問題との関連を考えてみる

15 授業計画 CFOの役割を考える：リスク・マネジメントを中心に
事前学習 事前配布資料に目を通す（機会消失リスクも視野に入れる）
事後学習 資本市場動向からの企業経営に対する含意を考える（アクティビスト思考を活用す

る）

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
可能な限り、質疑・議論を行う。コロナ禍以降の企業財務とはどのようなものになるか、伝統的なファイ
ナンス理論を現実でどのように活用するか、などの論点を可能な限り議論の対象としたいと考えている。
そのため、学生の理解と興味に応じて、授業計画を変更、修正する可能性があることを了解しておいてほ
しい。また、コロナ感染状況によるが、可能な限り、リアルでの授業参加をお願いしたい。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 100% 期末レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 講師のレジュメを使用する。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 新井富雄・高橋文郎・芹田敏夫

タイトル/Title コーポレートファイナンス　基礎と応用
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2016年

2 著者名/Author 井手正介・高橋文郎
タイトル/Title 経営財務入門
出版社/Publisher 日本経済新聞社
出版年/Published year 2009年

メッセージ/Message
　正解のない問題を議論することになる。受講者の積極的な発言・質問が期待される。企業財務戦略のダ
イナミズムと実務的な視点とその面白さを受講者に感じてもらいたい。

キーワード/Keywords
企業戦略、企業ビジョン、パーパス、ESG、SDG、バリュエーション、ＤＣＦ、株主価値、株価、株式投
資、格付け、ＣＡＰＭ、オプション、金利、ＣＤＳ、ハイブリッド証券、転換社債、種類株式、ＩＰＯ、
子会社公開、資本配分、スピン・オフ、Ｍ＆Ａ、配当政策、自社株買い、役員報酬、コーポレート・ガバ
ナンス
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年度 2021
科目名 DAY・EVE 財務会計
英文科目名 Financial Accounting
学期 単位後期 2
教員名 福井　義高
英文教員名 FUKUI Yoshitaka

講義概要/Course description
　企業経営においては，財務会計情報が何を意味するか正確に理解した上で意思決定を行う必要がある．
そのためには，内外の会計基準の動向や実務の詳細ではなく，企業会計の根底にある考え方を理解するこ
と，具体的には（リスクからの解放という意味での）実現利益という伝統的な基本概念を核に，企業会計
を体系的に理解することが求められる．知識を増やすことではなく，基本となる概念を自ら納得いくまで
よく考えることが重要である． 
　指定教科書『企業会計入門』はまさにそのような主旨に基づいて書かれており，本授業の目的はこの教
科書を理解することといってもよい．随時，Webexの投票機能を使った多肢選択問題で学習内容の確認を行
うとともに，授業の最後は，当該授業に関する小テスト（採点しない）とその解説に充てる．授業で用いる
スライドや資料はCoursePowerを通じて配布する．
　

達成目標/Course objectives
　合理的経営判断に資する財務会計情報の正確な理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　高校1年程度の数学の知識と「アカウンティング基礎」の履修（あるいは同等の知識）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 会計情報の概要と用途・企業会計の仕組み
事前学習 教科書第1章第4節・第2章前半の予習
事後学習 教科書第1章第4節・第2章前半の復習

2 授業計画 企業会計の仕組み
事前学習 教科書第2章後半の予習
事後学習 教科書第2章後半の復習

3 授業計画 資本と利益の情報
事前学習 教科書第3章前半の予習
事後学習 教科書第3章前半の復習

4 授業計画 資本と利益の情報
事前学習 教科書第3章後半の予習
事後学習 教科書第3章後半の復習

5 授業計画 収益認識のルール
事前学習 教科書第4章前半の予習
事後学習 教科書第4章前半の復習

6 授業計画 収益認識のルール
事前学習 教科書第4章後半の予習
事後学習 教科書第4章後半の復習

7 授業計画 費用の認識と配分
事前学習 教科書第5章前半の予習
事後学習 教科書第5章前半の復習

8 授業計画 費用の認識と配分
事前学習 教科書第5章後半の予習
事後学習 教科書第5章後半の復習

9 授業計画 負債の認識と測定
事前学習 教科書第6章前半の予習
事後学習 教科書第6章前半の復習

10 授業計画 負債の認識と測定
事前学習 教科書第6章後半の予習
事後学習 教科書第6章後半の復習

11 授業計画 純資産の開示と規制
事前学習 教科書第7章の予習
事後学習 教科書第7章の復習

12 授業計画 企業結合の会計情報
事前学習 教科書第8章前半の予習
事後学習 教科書第8章前半の予習

13 授業計画 企業結合の会計情報
事前学習 教科書第8章後半の予習
事後学習 教科書第8章後半の復習
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14 授業計画 第1～13回講義の総括Q
事前学習 第1～13回講義の疑問点確認
事後学習 疑問点の理解

15 授業計画 企業会計と情報開示
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

授業方法/Method of instruction
　面接授業（対面授業）を基本とするが，研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう，
ハイブリッド型授業として実施する．講義の後，小テストを行う．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80% 試験実施可能な場合は授業最終回に試験
2 平常点  In-class Points 20%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 斎藤静樹

タイトル/Title 企業会計入門（補訂版）
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2016

参考書/Reference books
1 著者名/Author 桜井久勝

タイトル/Title 財務会計講義（第21版）
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2020

2 著者名/Author 斎藤静樹
タイトル/Title 企業会計とディスクロージャー（第4版重版）
出版社/Publisher 東京大学出版会
出版年/Published year 2016

キーワード/Keywords
財務会計
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年度 2021
科目名 DAY・EVE 管理会計
英文科目名 Managerial Accounting
学期 単位前期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI Yoshitaka

講義概要/Course description
　企業においては，合理的経営判断を行うべく，さまざまな管理会計手法が用いられている．新たな手法
も次々と生まれているけれども，管理会計システム構築にあたって考慮すべき最も重要なポイントは，人
は測定されると行動を変えるという測定と行動の相互関係である．経営者に求められるのは，この相互関
係を前提として，企業が全体として望ましい方向へ動いていくように導く，影響システムとしての管理会
計を作り上げることである．経営者にとって重要なことは，管理会計手法の断片的知識を増やすことでは
なく，影響システムとしての管理会計という考え方を血肉化することである．
　指定教科書はまさにそのような主旨に基づいて書かれており，本授業はこの教科書に沿って行う．授業
では随時，Webexの投票機能を使った多肢選択問題で学習内容の確認を行い，授業の最後は，当該授業に関
する小テスト（採点しない）とその解説に充てる．授業で用いるスライドはCoursePowerを通じて配布する
．

達成目標/Course objectives
　影響システムとしての管理会計という考え方の理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　高校1年程度の数学の知識と「アカウンティング基礎」の履修（あるいは同等の知識）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 管理会計は経営システムの要
事前学習 教科書第1章の予習
事後学習 教科書第1章の復習

2 授業計画 利益とは何なのか
事前学習 教科書第2章の予習
事後学習 教科書第2章の復習

3 授業計画 勘定合って，銭足らず
事前学習 教科書第3章の予習
事後学習 教科書第3章の復習

4 授業計画 どの組織単位の業績を，何で測るか
事前学習 教科書第4章の予習
事後学習 教科書第4章の復習

5 授業計画 原価計算がもたらす情報と歪み
事前学習 教科書第5章の予習
事後学習 教科書第5章の復習

6 授業計画 事業部の利益計算はむつかしい
事前学習 教科書第6章の予習
事後学習 教科書第6章の復習

7 授業計画 「ついつい」の資産増加を防ぐには
事前学習 教科書第7章の予習
事後学習 教科書第7章の復習

8 授業計画 アメーバ経営と時間当たり採算
事前学習 教科書第8章の予習
事後学習 教科書第8章の復習

9 授業計画 予算管理のウソ・マコト
事前学習 教科書第9章の予習
事後学習 教科書第9章の復習

10 授業計画 投資採算計算の方法と落とし穴
事前学習 教科書第10章の予習
事後学習 教科書第10章の復習

11 授業計画 研究開発管理システムの「最適のゆるさ」とは？
事前学習 教科書第11章の予習
事後学習 教科書第11章の復習

12 授業計画 多様な影響システム―管理会計を超えて
事前学習 教科書第12章の予習
事後学習 教科書第12章の復習

13 授業計画 なぜ人は測定されると行動を変えるのか
事前学習 教科書第13章の予習
事後学習 教科書第13章の復習
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14 授業計画 第1～13回授業の総括
事前学習 第1～13回授業の疑問点確認
事後学習 疑問点の理解

15 授業計画 会計を武器にする経営
事前学習 教科書終章の予習
事後学習 教科書終章の復習

授業方法/Method of instruction
　面接授業（対面授業）を基本とするが，研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう，
ハイブリッド型授業として実施する．講義の後，小テストを行う．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80% 試験実施可能な場合は授業最終回に試験（80%）
2 平常点  In-class Points 20%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 伊丹敬之・青木康晴

タイトル/Title 現場が動き出す会計
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2016

参考書/Reference books
1 著者名/Author 清水孝・庵谷治男

タイトル/Title 基礎管理会計
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2019

キーワード/Keywords
管理会計
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年度 2021
科目名 DAY・EVE　ﾀｯｸｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
英文科目名 Tax Planning
学期 単位後期 2
教員名 市野　初芳
英文教員名 ICHINO Hatsuyoshi

講義概要/Course description
　タックスプランニングでは、すでに学んでいるアカウンティング基礎や財務諸表論などの理解を前提と
して授業を進めていきます。具体的には、税務に関する実践的な理解を深めていくことを目的として、法
人税を中心とした企業の税務対策について学んでいきます。企業の税務対策は、企業戦略を思考するうえ
で重要な要素として位置づけられています。特に、グローバル企業においては、グローバル企業全体の納
税額の最少化を図ること、言い換えれば、グループ企業全体の税引後利益の最大化を図るようプラニング
されています。したがって、タックスプランニングでは、企業の税務対策にとって重要な法人税ついて学
習していきます。
　対象とする学生は、法人税をはじめて学ぶ方です。全体を通して、法人税の基礎的な考え方を理解し、
重要な論点についてケールスタディにより、具体的に税務対策を学んでいきます。

達成目標/Course objectives
租税体系や租税の本質を理解したうえで、主として所得税や法人税の基礎的な考え方を習得し、税務戦略
の必要性を理解したうえで、ある経済活動に対してどのような課税が行われるかを複眼的に検討する力を
養成することを目標としています。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
この講座は、税務の初心者を対象としていますので、税理士（一部科目合格者を含む）、公認会計士、米
国CPA、証券アナリストなどの有資格者は履修をご遠慮ください。なお、企業会計の知識があると、理解
が深まりますので、アカウンティング基礎などの会計科目を事前に復習しておくとよいと思います。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーションとして、この授業の内容、進め方、成績評価の方法等について説
明するとともに、タックスプランニングの基本的な考え方や、タックスプランニング
のメリットについて解説します。

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところにギャップがないかどうか確認する。

2 授業計画 租税についての概要(1)～租税の本質、体系、租税法律主義などの租税法の原則の理
解～

事前学習 基本テキストの該当部分を熟読してください。
事後学習 資料を再読し、租税の概要についての理解を深める。

3 授業計画 租税についての概要(2)～租税の本質、体系、租税法律主義などの租税法の原則の理
解～

事前学習 第２回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読し、理解を深める。

4 授業計画 法人税の基本的な考え方(1)－所得計算の仕組み
事前学習 テキストの該当部分を熟読
事後学習 レジメや資料を再読して理解を深める。

5 授業計画 法人税の基本的な考え方(2)－益金の理解と受取配当等
事前学習 テキストの該当部分を熟読
事後学習 レジメや資料を再読して法人税の概要について理解を深める。

6 授業計画 法人税の基本的な考え方(3)－損金の理解と原価・費用・損失
事前学習 テキストの該当部分を熟読
事後学習 レジメや資料を再読し、法人税における損金の考え方を理解する

7 授業計画 法人税の基本的な考え方(4)－売上原価の計算プロセスと棚卸資産の評価
事前学習 テキストの該当部分を熟読
事後学習 レジメや資料を再読し、特に会計上の費用との相違点に着目しながら、損金の額の計

算としくみを確認する。
8 授業計画 法人税の基本的な考え方(5)－減価償却の税務実務

事前学習 テキストの該当部分を熟読
事後学習 レジメや資料を再読し、理解不十分な箇所を確認する。

9 授業計画 法人税の基本的な考え方(6)－役員給与について
事前学習 テキストの該当部分を熟読
事後学習 第９回の授業で取り上げた論点についての知識や考えを整理し、理解を深める。

10 授業計画 法人税の基本的な考え方(7)－寄附金及び交際費等
事前学習 今回の授業内容について、事前配布資料を読み、論点はなにかを考えてみる。
事後学習 第10回の授業で取り上げた論点についての知識や考えを整理し、理解を深める。

11 授業計画 法人税の基本的な考え方(8)－貸倒損失など
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事前学習 第10回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み、論点はなにかを考えてみる。
事後学習 第11回の授業で取り上げた論点についての知識や考えを整理し、理解を深める。

12 授業計画 ゲストスピーカーによる講演
事前学習 講演に使用するレジュメを読み込んでおく
事後学習 新たな視点から物事を思考することの大切さを自分なりに整理する

13 授業計画 その他の課税（国際課税の基礎）～国際課税の概要の理解～
事前学習 授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや配布資料を再読し、国際課税の基礎の知識を整理する。

14 授業計画 タックスプランニングの事例研究
事前学習 授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 授業で学んだタックスプランニングの知識を整理し、理解を深める。

15 授業計画 総まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習し、疑問点をまとめてくる。
事後学習 これまでの内容を総復習し、体系的な知識の定着を図る。

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業における課題の提出（40％）、最終課題（60％）を
ベースとして総合的に評価します。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 基本的に配布資料を使用します（配布資料はCourse Pow

er上に提示します）。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 成道秀雄監修　坂本雅士編著

タイトル/Title 現代税務会計論
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2020年3月
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年度 2021
科目名 DAY・EVE 企業価値評価
英文科目名 Corporate Valuation
学期 単位前期 2
教員名 髙橋 文郎
英文教員名 TAKAHASHI Fumio

講義概要/Course description
この科目では、コーポレート・ファイナンス理論に基づく企業価値評価方法について取り上げる。参加者
には、実際の日本企業の企業価値と株価について分析する学期中の小レポートと期末の最終レポートを作
成することが要求される。

達成目標/Course objectives
ファイナンス理論に基づく企業価値と株価の評価方法を理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
アカウンティング基礎およびファイナンス基礎の既習者

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 評価の基礎概念
事前学習 現在価値の概念について復習する。
事後学習 資産価値の評価に関する基礎概念（現在価値、内部収益率等）を確認する。

2 授業計画 株式の評価(1)
事前学習 株式の性格について復習する。
事後学習 配当割引モデルについて理解する。

3 授業計画 株式の評価(2)
事前学習 配当割引モデルの特徴について復習する。
事後学習 残余利益モデルと様々な株価評価尺度について理解する。

株式期待収益率予測演習を行う。（課題提出）
4 授業計画 デュポン・システム分析

事前学習 様々な財務比率の意味について復習する。
事後学習 デュポンシステム分析によるROEの分解について理解する。

分析対象企業のデュポンシステム分析を行う。（課題提出）
5 授業計画 現代ポートフォリオ理論とCAPM(1)

事前学習 現代ポートフォリオ理論について復習する。
事後学習 リスクとリターンの基本概念について理解する。

6 授業計画 現代ポートフォリオ理論とCAPM(2)
事前学習 資本資産評価モデル（CAPM）について復習する。
事後学習 分析対象企業のベータを推計する。（課題提出）

7 授業計画 資本コスト
事前学習 資本コストの概念について復習する。
事後学習 資本コストとフリー・キャッシュフローの概念と計算方法について理解する。

資本コストのケースの分析を行う。（課題提出）
8 授業計画 資本コストのケース／資本構成と企業価値(1)

事前学習 資本構成と企業価値の関係について復習する。
事後学習 分析対象企業の資本コストの推計を行う。（課題提出）

9 授業計画 資本構成と企業価値(2)
事前学習 資本構成が企業価値に与える影響について確認する。
事後学習 資本構成が企業価値や資本コストに与える影響について理解する。

分析対象企業の資本構成、配当政策、自社株買いの状況について分析する。（課題提
出）

10 授業計画 配当政策・自社株買いと企業価値
事前学習 配当割引モデルについて復習する。
事後学習 配当政策・自社株買いが企業価値と株価に与える影響について理解する。

配当割引モデルを用いて、分析対象企業の妥当な株価を推計する。（課題提出）
11 授業計画 割引キャッシュフロー法による企業評価

事前学習 現在価値の計算方法について復習する。
事後学習 割引キャッシュフロー法による企業評価を行う際の実際的な考慮点について理解す

る。
企業価値評価のケースの解答を提出する。（課題提出）

12 授業計画 経済的利益と企業価値
事前学習 割引キャッシュフロー法について復習する。
事後学習 経済的利益と割引キャッシュフロー法の理論的関係について理解する。

割引キャッシュフロー法を用いて分析対象企業の妥当な企業価値と株価の推計を行
う。（課題提出）
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13 授業計画 企業の合併・買収(1)
事前学習 割引キャッシュフロー法による企業評価のプロセスを復習する。
事後学習 企業合併・買収を行う際の考慮点について理解する。

分析対象企業の経済的価値を推計する。（課題提出）
14 授業計画 企業の合併・買収(2)

事前学習 企業合併・買収を行う際の考慮点について復習する。
事後学習 敵対的買収やLBOなど、企業合併・買収の具体的な方法と考慮点について理解する。

15 授業計画 まとめの講義
事前学習 企業価値評価の基本概念と評価方法について復習する。
事後学習 分析対象企業の企業価値や株価について分析する最終レポートを作成する。

授業方法/Method of instruction
講義、ケース分析、演習を組み合わせて行う。面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学
生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できるよう、ハイブリッド型授業として実施する。テキストはCo
ursePowerからダウンロードする。各週の課題は授業開始前にCoursePowerで提出する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 60% 期末レポート
2 その他  Others 40% 学期中の小レポート（演習の課題）

参考書/Reference books
1 著者名/Author 新井富雄,  高橋文郎, 芹田敏夫著

タイトル/Title コーポレート・ファイナンス
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2016年
ISBN 9784502183515
価格/Price 3400円+税
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年度 2021
科目名 DAY・EVE 財務諸表論
英文科目名 Financial Statements
学期 単位後期 2
教員名 市野 初芳
英文教員名 ICHINO Hatsuyoshi

講義概要/Course description
このクラスは、これからABSで会計やファイナンス科目、さらには500番台科目を履修する上で最低限身に
つけておかなければならない財務諸表に関する知識の習得を目的としています。したがって、授業は、ア
カウンティング基礎で学んだ知識を前提として、少し難易度の高い項目を加えた内容となっています。全
体の授業を通して、①貸借対照表(B/S)および損益計算書(P/L)の内容と構造を理解する、②キャッシュフ
ロー計算書および株主資本等変動計算書の内容と構造を理解する、③財務諸表相互間の関係を理解する、
ことを目標に重要項目について丁寧に解説していきます。また、授業では、毎回ではありませんが、課題
を提出していただき、皆さんの理解度をその都度チェックしていきます。

達成目標/Course objectives
財務諸表を読み・活用するための基礎的な会計の知識の習得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
このクラスは、アカウンティング基礎を履修後の学生を対象とする基礎クラスです。公認会計士、税理
士、証券アナリスト、米国CPA、企業における実務経験者の方は履修をご遠慮ください。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業の目標や進め方、成績評価の方法について説明するとともに、第2回目の授業課
題について解説します。

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業の時に指示します。

2 授業計画 我が国における企業会計制度の概要①
事前学習 テキスト第2章を読んでおくこと
事後学習 配布プリントおよびテキストによる復習

3 授業計画 我が国における企業会計制度の概要②
事前学習 テキスト第2章を読んでおくこと
事後学習 第1回目の課題提出

4 授業計画 有価証券の期末評価基準
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください
事後学習 テキストの該当箇所を復習すること

5 授業計画 固定資産と減価償却
事前学習 テキスト該当部分を読んでおいてください。
事後学習 第2回目の課題提出

6 授業計画 減損会計の考え方
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください
事後学習 配布プリントの復習

7 授業計画 税効果会計の考え方
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください
事後学習 第3回目の課題提出

8 授業計画 純資産項目の理解
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください
事後学習 配布プリントの復習

9 授業計画 ケーススタディ①純資産と株主資本等変動計算書
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください
事後学習 第4回目の課題提出

10 授業計画 収益の認識基準について
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください
事後学習 配布プリントの復習

11 授業計画 ケーススタディ②
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 第5回目の課題提出

12 授業計画 キャッシュフロー計算書の理解①
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください
事後学習 配布プリントの復習

13 授業計画 キャッシュフロー計算書の理解②
事前学習 テキストの該当箇所を読んでおいてください
事後学習 第6回目の課題提出

14 授業計画 連結貸借対照表と連結損益計算書について
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事前学習 前回のプリントの復習
事後学習 配布プリントの復習

15 授業計画 Q&Aセッション
事前学習 授業内で指示
事後学習 最終課題の提出準備

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 5回の課題提出状況(50%)および最終課題(50%)により評
価します。

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 桜井久勝著

タイトル/Title 『財務諸表分析　第8版』
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2020年3月
価格/Price 3,400円＋税
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年度 2021
科目名 共通　ITと経営戦略
英文科目名 IT and Management Strategy
学期 単位前期 2
教員名 森 祐治
英文教員名 MORI, Yuuji

講義概要/Course description
従来のITは、企業内のコストの削減と経営状況の視覚化に焦点を当ててきたが、現在では外部需要の把握
やその取り込みなど「攻め」の基盤として機能するようになり、企業戦略と不可分なものとなってきてい
る。
特にインターネット上で急速な成長を遂げたgoogle、apple、facebook、amazon、microsoftなどプラット
フォーマーと呼ばれる事業者の戦略は、従来の企業のそれとは大きく異なっており、それらとの関わりを
いかに設計するかが一般企業にとって重要になってきている。
本講義では、従来の企業内IT（レガシーIT）を概観したうえで、プラットフォーマーやITを武器に新たな
地位を確立しているプレーヤーを取り上げ、それらの特色などを検証する。

達成目標/Course objectives
現在のビジネスにおけるITの重要性を理解し、企業戦略の視点からITエキスパートへのリクエストを的確
に行うスキルとナレッジを習得する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
経営戦略

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション：　ITが組織を規定する
事前学習 講義資料を読み込むこと
事後学習 エッセー内容の検証

2 授業計画 レガシーIT（基幹系・勘定系）と戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

3 授業計画 レガシーIT（SCM、CRMなどオペレーション系）の戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

4 授業計画 レガシーIT（HRなどバックオフィス系）の戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

5 授業計画 レガシーIT（BIなどエンドユーザーコンピューティング系）の戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

6 授業計画 デジタル・トランスフォーメーションとは何か
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

7 授業計画 ベースレイヤー（セキュリティ、インフラ、クラウド、ハードなど）の動向
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

8 授業計画 プラットフォーマーとは何か
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

9 授業計画 プラットフォームの形成
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

10 授業計画 大手ベンチャーキャピタルの視点Ⅰ
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

11 授業計画 大手ベンチャーキャピタルの視点Ⅱ
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

12 授業計画 オープン/クローズとドミナント戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

13 授業計画 プラットフォームのデザイン
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

14 授業計画 デジタル・トランスフォームの形態
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事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

15 授業計画 ITの経済学的な効果
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

授業方法/Method of instruction
講義（45分）＋ディスカッション（30分）＋エッセー（15分）で構成
対面とオンラインを組み合わせたハイブリット型授業を基本とする（状況によって、全員を遠隔授業（オ
ンライン授業）での履修を求める場合がある）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 最終レポート
2 平常点  In-class Points 60% 毎回の講義後半で作成するエッセー（15回分計60％）

参考書/Reference books
1 著者名/Author マイケル・A.クスマノ (マサチューセッツ工科大学ス

ローン経営大学院教授)，アナベル・ガワー (サリー大
学教授)，デヴィッド・B.ヨッフィー (ハーバード・ビ
ジネス・スクール教授)／著 青島　矢一 (一橋大学教
授)／監訳

タイトル/Title プラットフォームビジネス -- デジタル時代を支配する
力と陥穽

出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2019
ISBN 978464116568
価格/Price ￥2750

2 著者名/Author カール・シャピロ, ハル・ヴァリアン (大野一訳)
タイトル/Title 情報経済の鉄則 ネットワーク型経済を生き抜くための

戦略ガイド (日経BPクラシックス)
出版社/Publisher 日経BP社
出版年/Published year 2018
ISBN 9784822255572
価格/Price ¥3240

その他/Others
出席が業務などで不可能な場合、講義資料を参照し、エッセーを提出することで一定の評価を加算するこ
とができる

キーワード/Keywords
レガシーIT、プラットフォーマー、ディスラプター
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年度 2021
科目名 共通　ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Supply Chain Management
学期 単位後期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA Takamichi

講義概要/Course description
　この授業は代表的なサプライチェーンの諸問題に取り組むことで解決方法やその効果について主に戦略
的視点から思考し理解を深めることを目標とします。全体として「戦略的オペレーションズ・マネジメン
ト」ともいえる内容となっています。ケース・アナリシスに基づいたディスカッションを中心に、問題の
本質をとらえる思考を鍛えることに重点を置いた講義をします。十分な事前準備と授業中における積極的
なディスカッションへの貢献が求められます。 
　履修希望者は第一回目の講義には必ず出席してください。ほぼ全ての教材は英文となります。

達成目標/Course objectives
・製品やサービス、マーケットの特性を理解した上で、理想的なサプライチェーンの構想を描く能力。 
・理想的なサプライチェーンを実現するに必要となるファンクションや情報について説明する能力。 
・構想を実現する過程で直面するであろう障壁や課題そしてそれらへの対処方法について説明する能力。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
必修科目「オペレーションズ・マネジメント基礎」を履修済みであること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Introduction
事前学習 必修科目「オペレーションズ・マネジメント基礎」の復習
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 Supply chain dynamics simulation I
事前学習 ブルウィップ効果の復習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 Supply chain dynamics simulation II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 Last mile problem
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 Bullwhip effect in supply chain I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 Bullwhip effect in supply chain II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 Bullwhip effect in supply chain III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 Quick response supply chain
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 Newsvendor Problem
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 Social benefit and supply chain
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 Global supply chain simulation I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 Global supply chain simulation II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 Global supply chain simulation III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 Fashion supply chain I
事前学習 指定教材の予習

2021年01月28日 18時05分

-103-



181S100-0108 2 2[ / ]

事後学習 配布資料の振り返り
15 授業計画 Fashion supply chain II  と総括

事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
複数の小人数グループによるケース・ディスカッション、オンライン・シミュレーションおよび講義形式
を活用する。
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。
以下の回はオンライン・シミュレーションを実施する。
第２回－第３回、第10回―第13回

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 40% ディスカッションへの貢献およびシミュレーションへの
取り組み姿勢（４０％）

2 その他  Others 30% 振り返りレポート（３０％）５ケース＋１シミュレー
ション　合計６回

3 レポート  Report 30% 個人レポート（３０％）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しない

参考書/Reference books
1 著者名/Author 沼上幹

タイトル/Title 経営戦略の思考法
出版社/Publisher 日本経済新聞社
備考/Remarks ８章と９章

2021年01月28日 18時05分

-104-



181S100-0194 1 2[ / ]

年度 2021
科目名 共通　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
英文科目名 Operations Management Leadership
学期 単位前期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA Takamichi

講義概要/Course description
　本年度も「企業変革」に注目し、組織を変革するのに必要な知識や理論を様々な業種のケースを通して
学びます。また実際に近い企業変革のプロセスをシミュレーションにより実体験していただきます。本講
義の内容を簡単に表現すれば、組織変革に必要なリーダーシップ、あるいは、チェンジマネジメント、と
いうことになると思います。いかにすぐれたアクションプランを立案したところで組織を変革しない限り
は結局なにも変わらない、という現実は多くの企業で見受けられます。永遠の課題とも言えるこの種の問
題に対して、我々はどのように対処してゆくべきかを考えていきます。
　履修希望者は第一回目の講義には必ず出席してください。より詳細な内容を説明します。なお、ほぼ全
ての教材は英文となります。

達成目標/Course objectives
・高いパフォーマンスを生み出す理由を説明することができる能力。 
・戦略を実行に移す際に重要となる事項について説明することができる能力。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「オペレーションズ・マネジメント基礎」を履修済みであること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Introduction
事前学習 オペレーションズ・マネジメント基礎の復習
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 Excellent operational performance
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 Improving performance: Large organization case I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 Improving performance: Large organization case II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 Improving performance: Large organization case III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 Strategic management system: Driving strategy I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 Strategic management system: Driving strategy II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 Balanced scorecard I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画  Balanced scorecard II 
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画  Understanding mechanism of change management I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 Understanding mechanism of change management II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 Group dynamics and leadership simulation I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 Group dynamics and leadership simulation II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 Group dynamics and leadership simulation III

2021年01月28日 18時04分

-105-



181S100-0194 2 2[ / ]

事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

15 授業計画 Group dynamics and leadership simulation IV and wrap-up
事前学習 これまでの学び全般
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
複数の小人数グループによるケース・ディスカッションとシミュレーションを活用する。
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。
以下の回においてオンライン・シミュレーションを実施する。
第８回ー第15回

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 50% 発言点（５０％）：　妥当性、理解への貢献、オリジナ
リティ、タイミングと簡潔さ

2 レポート  Report 50% 振り返りレポート（５回）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しない

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 特になし

その他/Others
各回に実施する内容は進捗状況によって若干変更となる可能性がある
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年度 2021
科目名 EVE ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ
英文科目名 Internet Business
学期 単位後期 2
教員名 森 祐治
英文教員名 MORI, Yuuji

講義概要/Course description
　世界に広がるインターネットの出現は、これまでの人類の営みを一変させた。それは単なるテクノロ
ジーを超え、ビジネスを含む様々な社会システムや人々の社会認識までに影響を及ぼしている。そのため
1994年を境に「ネット以前（Before Net）」と「ネット以降（After Net）」という歴史区分すら成立す
るという主張まである。
　本講義では、ネットワーク理論などインターネットの普及の背景にある様々な現象の理論的な解釈を試
み、その特徴や最新のビジネスのトレンドを検討することで、更なるビジネスの変化の可能性について議
論を行う。主に情報通信ビジネス、ネットワーク／データ・サイエンス、メディア／コンテンツ／ソー
シャル・ビジネス、プラットフォーム・モデルなどデジタル・テクノロジーとマネジメントの関係を対象
に、講義とディスカッションを行う。

達成目標/Course objectives
　本講義を受講により、インターネットを中心とする情報通信メディア産業とそれらを基盤として展開す
る多様なビジネスの特徴を適切なモデルを用いて説明し、更なる進化の可能性を独自に論じることができ
る。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション：　越境の時代
事前学習 「越境」とは何か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

2 授業計画 Before Net：　情報通信ビジネス
事前学習 90年代までの通信事業の特徴とは？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

3 授業計画 ネットワーク理論：　外部性・分析
事前学習 ネットワークとはいかなるものか？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

4 授業計画 オープン：　ソフト・ハード・パラダイム
事前学習 オープンとはどのような概念か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

5 授業計画 プラットフォーム：　エコシステムのビジネスモデル
事前学習 プラットフォームとはいかなる概念か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

6 授業計画 クラウド：　ソフトウェア・ディファインド：　仮想化される資産
事前学習 デジタル化による従来概念の変化は？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

7 授業計画 インタンジブル・アセット：　ソフトな資産の経済学
事前学習 非経済・社会便益のパワーとは何か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

8 授業計画 ソーシャル：　コレクティブなつながり
事前学習 集合的な非組織活動とは何か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

9 授業計画 プライバシー：　パーソナルデータ
事前学習 デジタルな企業と社会の関わりとは？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

10 授業計画 データ・ドリブン：　ビッグデータとオープンデータ
事前学習 デジタルにおける多様なデータを巡る議論とは？
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

11 授業計画 人工知能：　シンギュラリティを超えて
事前学習 マシンによる世界の把握の限界とは？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

12 授業計画 IoT：　モノと産業のインターネット
事前学習 リアルとバーチャルはどう繋がるか？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

13 授業計画 サブスクリプション：　ユーティリティ型ビジネスモデル
事前学習 新たなビジネスモデルの出現の前提とはなにか？　講義資料を事前に読み込むこと
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事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること
14 授業計画 UI/UX：　サイバーリアルコンピューティングとインターフェース

事前学習 今後どのような変化がUI/UXで生じるか？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

15 授業計画 ハイプカーブ：　覇者の条件
事前学習 講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

授業方法/Method of instruction
対面とオンラインを併用したハイブリッド型授業として実施する
講義（45分）＋ディスカッション（30分）＋エッセー（15分）で構成

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 最終レポート
2 平常点  In-class Points 60% 毎回の講義後半で作成するエッセー（15回分計60％）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 資料を事前配布

参考書/Reference books
1 著者名/Author マイケル・A.クスマノ (マサチューセッツ工科大学ス

ローン経営大学院教授)，アナベル・ガワー (サリー大
学教授)，デヴィッド・B.ヨッフィー (ハーバード・ビ
ジネス・スクール教授)／著 青島　矢一 (一橋大学教
授)／監訳

タイトル/Title プラットフォームビジネス -- デジタル時代を支配する
力と陥穽

出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2019
ISBN 978464116568
価格/Price ¥2750

2 著者名/Author 実積寿也
タイトル/Title 通信産業の経済学2.0
出版社/Publisher 九州大学出版会
出版年/Published year 2013
ISBN 9874798501093
価格/Price ¥3400

3 著者名/Author ダンカン・ワッツ
タイトル/Title スモールワールド・ネットワーク増補改訂版
出版社/Publisher 筑摩書房
出版年/Published year 2016
ISBN 9874480097378
価格/Price ¥1728

4 著者名/Author カール・シャピロ, ハル・ヴァリアン (大野一訳)
タイトル/Title 情報経済の鉄則 ネットワーク型経済を生き抜くための

戦略ガイド (日経BPクラシックス)
出版社/Publisher 日経BP社
出版年/Published year 2018
ISBN 9784822255572
価格/Price ¥3240

その他/Others
出席が業務などで不可能な場合、講義資料を参照し、エッセーを提出することで一定の評価を加算するこ
とができる

キーワード/Keywords
ネットワーク理論、ソーシャル
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年度 2021
科目名 DAY ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ
英文科目名 Internet Business
学期 単位前期 2
教員名 村上 健一郎
英文教員名 MURAKAMI, Kenichirou

講義概要/Course description
-ビジネスモデルキャンバスとリーンスタートアップ戦略/ジョブ理論で学ぶネットの役割
本講義では、さまざまなビジネスをビジネスモデルキャンバスBMCによって分析し、ネットが果たす役割
を議論する。また、これを通じて、インターネットの仕組みを学ぶ。インターネットやモバイルの普及に
よって、国境はなくなり、起業の資金調達が激変し、ビジネスモデルイノベーションの波が古典的ビジネ
スを脅かしている。受講者は、これらのビジネスモデルを分析し、顧客セグメント、提供する価値、チャ
ネル、顧客との関係、リソース、アクティビティ、パートナー、収益、コストの9つから構成されるビジ
ネスモデルキャンバスを作成する。この中で、インターネットがどの要素においてどのような役割を果た
しているかを知り、その役割がインターネットのどのような仕組みに由来するのかを学ぶ。また、クラッ
シュコースによりリーンスタートアップとジョブ理論のJTBD(Jobs To Be Done)に基づくビジネスデザイ
ンを体験し、スタートアップにおけるインターネットの位置づけを学ぶ。
なお、進捗および内容は受講者のレベルやビジネス領域に応じて調整する。受講者は事前にインターネッ
トを検索し、指定された企業のビジネス概要を把握しておくことが求められる。講義中には、これを元に
BMC上で付箋紙を用いて9つの要素を整理し、ビジネスモデルの分析を行うワークを行う。

達成目標/Course objectives
インターネットの基本的な仕組みとビジネスにおける適用領域とを理解する。
ビジネスモデルキャンバスによるビジネスモデルの分析および構築の技法を習得する。
D2C(Direct To Consumer)などの最新のネットビジネスモデルを理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
(1) 検索エンジンが使えること。ビジネス概要の調査は各受講者が検索エンジンで行う。
(2) 事前にhttps://assets.strategyzer.com/assets/resources/the-business-model-canvas.pdfをダウ
ンロードし、BMCがどのようなものかを眺めておくこと
(3) 受講者はインターネットを検索しながら受講する。キーボードがないスマートフォンなどは検索に不
向きなので、キーボードのついたパソコンなどを使うこと。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション、ビジネスモデルキャンバスBMCとPICT図の概要
事前学習 ビジネスモデルキャンバスのダウンロードと概要把握
事後学習 ハンドアウトの復習

2 授業計画 ビジネスモデルおよびジョブ理論における切実な課題JTBD
事前学習 BMC, PICT図を復習しておく
事後学習 ハンドアウトを復習し、次回からのワークの方法を理解する

3 授業計画 資金調達とクラウドファンディングKickstarter
事前学習 Kickstarterで気に入ったプロジェクトを眺めておく
事後学習 BMCの作成を振り返り、改善点を認識する

4 授業計画 インターネットビジネスとBMCによるモデル化
事前学習 自分が利用している代表的なインターネットビジネスを考えておく
事後学習 BMCに慣れ、インターネットビジネスの構成要素を理解する

5 授業計画 インターネットとビジネスモデルの進化
事前学習 ハンドアウトの予習
事後学習 ネットによるビジネスの進化をレビューし、過去から現在までのビジネスモデルの変

化を理解する
6 授業計画 頭脳還流とクラウドソーシングUpWork

事前学習 Upworkの職種や国籍などの特徴をとらえておく
事後学習 クラウドソーシングによるビジネスの変化をBMC上でレビューする

7 授業計画 オンライン直販ビジネスD2C(Direct To Consumer)のビジネスモデル
事前学習 D2Cビジネス例について企業名、ブランド名を調査しておく
事後学習 特定のD2Cビジネスについて、具体的な分析を行う

8 授業計画 デジタルマーケティングとセールスファネルの基礎
事前学習 これまでのネットでの購買経験をいくつか思い出しておく
事後学習 これまでの自分の購買行動をファネル内移動としてとらえ実感する

9 授業計画 セールスファネルと行動分析
事前学習 ハンドアウトの予習
事後学習 ファネルとリードジェネレーションやコンバージョンの手段とをレビューする

10 授業計画 ウェブと行動トラッキングの基礎
事前学習 ハンドアウトの予習
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事後学習 仕組みを思い浮かべながらポータルサイトを利用
11 授業計画 行動ターゲティング広告

事前学習 ウェブやSNSで表示される広告と自分の行動との関連を考える
事後学習 行動ターゲティングの仕組みを考え、ウェブ検索で結果を確認する

12 授業計画 ソーシャルネットワークSNSとD2Cビジネス
事前学習 D2Cビジネスが利用しているSNSの事前調査
事後学習 D2CにおけるSNSの役割をレビューしながらSNSを閲覧する

13 授業計画 検索エンジンの仕組みと検索エンジン最適化SEO
事前学習 検索エンジンでの表示順位や広告の特徴をとらえる
事後学習 検索を行い、結果表示の特徴をレビューする。

14 授業計画 検索エンジン広告Google Adの仕組み
事前学習 検索エンジンの検索画面をながめて表示される広告の特徴を把握する
事後学習 検索エンジンの仕組みを思い出しながら、検索結果の広告をレビューする

15 授業計画 リーンスタートアップによるビジネスモデル構築クラッシュコース
事前学習 これまでのハンドアウトの復習
事後学習 ビジネスモデルのブラッシュアップ、切実な課題JTBDの追求

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
学生は、リアルタイムでcisco Webexの講義に参加する。講義は、講師の説明と講義内ワークとから構成
される。講義内で行ったワークの結果（時間が不足すれば宿題）は、レポートとして提出する。また、最
終課題としてレポートが別に課せられる。この最終課題のテーマは、一連の講義の後半で指示する。な
お、対面での講義が可能な状況であれば、教室での講義とワークを行うがオンラインの場合と内容は同一
である。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 60% 最終レポートBMCの完成度15%, 具体性15%, 網羅性15%, 
論理性15%

2 平常点  In-class Points 40% 講義での発言回数および質15%、グループワークへの貢
献度 25%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks テキストの代わりに、下記のウェブを使う。また、毎

回、講義前にハンドアウトをPDF形式で配布する。
https://strategyzer.com/canvas/, http://www.dhbr.n
et/articles/-/2447

参考書/Reference books
1 著者名/Author アレックス・オスターワルダー, イヴ・ピニュール

タイトル/Title ビジネスモデル・ジェネレーション
出版社/Publisher 翔泳社
出版年/Published year 2012
ISBN 4798122971
価格/Price 2,604円
備考/Remarks 講義資料でカバーしているので必ずしも読む必要はない

2 著者名/Author クレイトン・クリステンセン
タイトル/Title ジョブ理論
出版社/Publisher ハーバーコリンズ ジャパン
出版年/Published year 2017
ISBN 4596551227
価格/Price 2,160円
備考/Remarks 講義資料でカバーしているので必ずしも読む必要はない

その他/Others
担当する講師は、前職のNTT研究所におけるインターネット研究と実用化の経験を元に講義を組み立てて
いる。また、講義の一部（クラッシュコース）は、スタンフォード大学のSteve Blank先生が考案して全
米に広がったリーンスタートアップのワークショップLean LaunchPadのプログラムを簡素化し、９０分以
内に収めたものである。

キーワード/Keywords
インターネット、ビジネスモデルキャンバス、インターネットビジネス、ジョブ理論、検索エンジン、リ
スティング広告、行動ターゲティング広告、コンテンツターゲティング広告、マーケティングファネル、
リーンスタートアップ（実務経験）
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年度 2021
科目名 共通　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Digital Marketing
学期 単位後期 2
教員名 進藤 美希
英文教員名 SHINDOU Miki

講義概要/Course description
　 デジタル時代のマーケティングを扱う。コロナ禍のもとで、オンラインを活用した活動が社会全体で
急速に発展し、デジタルマーケティングはますます重要性を増している。また、AIの進化は、社会構造を
変えつつある。さらに、生活者と企業との関係も、ソーシャルメディアを通じた対話や、ストーリーに基
づくコミュニケーション、ファンマーケティングなどが重要になってきている。本講義ではこうした時代
における、新たなビジネスを作り出すことをテーマとしている。
　しかし、デジタルマーケティングは、いまだ、体系が確立しているとは言えない。そのため、参加者に
は新たなマーケティング体系そのものを作っていこうとする姿勢が求められる。
　授業は、講義、学生によるディスカッションおよびディベート、学生によるプレゼンテーション、ゲス
トスピーカーによる講演を組み合わせて行う。
　デジタルマーケティングでは、最新情報に触れることが欠かせないので、アドテクノロジー、ソーシャ
ルメディア、スマートテレビ、エンタテインメントビジネス、AI、IoTなどに関する新しい話題やケース
を随時、取り入れていく。また、メディアビジネスに関しては、深く議論していく。

達成目標/Course objectives
デジタルビジネスを立ち上げるために必要な方法を習得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特にないが、マーケティングの基礎を理解していることが望ましい。なお技術的な専門知識は必要としな
い。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 (1)はじめに：デジタルマーケティングのフレームワーク
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

2 授業計画 (2)基礎　2-1　あらゆる情報を収集する：5GとIoT、ビッグデータとサイバーフィジ
カルコンバージェンス

事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

3 授業計画 (2)基礎　2-2　 AIで経営の打ち手を導く
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

4 授業計画 (2)基礎　2-3　ユーザーエクスペリエンス戦略、人とコンピュータのインタフェース
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

5 授業計画 (3)技術を新しい経営戦略にどう結び付けるか：デジタルトランスフォーメーショ
ン、ビジネスモデルの再構築、イノベーションと経営

事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

6 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-1　ProductからCo-Creationへ
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

7 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-2　PriceからCurrencyへ
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

8 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-3 PlaceからCommunal Activationへ
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

9 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-4　PromotionからConversationへ
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

10 授業計画 (5)ケーススタディ　ネットフリックス　VS　日本の地上波民放テレビ局
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

11 授業計画 (6)学生による中間プレゼンテーション　6-1
事前学習 プレゼンテーション資料を作成し、発表する
事後学習 関心を持ったテーマのさらなる調査

12 授業計画 (6)学生による中間プレゼンテーション　6-2
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事前学習 プレゼンテーション資料を作成し、発表する
事後学習 関心を持ったテーマのさらなる調査

13 授業計画 (7)応用　　7-1　オープンソースビジネス　（ゲストスピーカーを予定）
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 ゲストスピーカーの提示した論点について考察する

14 授業計画 (7)応用　　7-2　スポーツ、音楽業界におけるデジタルマーケティングの実際　（ゲ
ストスピーカーを予定）

事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 ゲストスピーカーの提示した論点について考察する

15 授業計画 (8)全体のまとめ
事前学習 参考URL等を読んでくる、事前課題レポートを提出する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
授業内容は、講義、学生によるディスカッションおよびディベート、学生によるプレゼンテーション、ゲ
ストスピーカーによる講演を組み合わせて行う。詳細は、CoursePowerへアップロードされる「詳細シラ
バス」を参照のこと。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 最終レポート
2 平常点  In-class Points 20% 授業への貢献
3 その他  Others 50% 提出する事前課題レポート30％、中間プレゼンテーショ

ン20％

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ハンドアウトを配布

参考書/Reference books
1 備考/Remarks ハンドアウトを配布

メッセージ/Message
　伝統的なマーケティングに基づきながらも、新しい時代にふさわしいデジタルマーケティングをみなさ
んで考えていきましょう。いま起きている社会や技術の本質的な変化を理解して、自分で新しいビジネス
を立ち上げ、成功させるために必要な方法を身につけていただければと思っています。

その他/Others
　デジタルマーケティングの研究のひとつとして、長年、手掛けてきたのがエンタテインメントの映像配
信です。企業に勤めていた1994年からビデオオンデマンドやライブのストリーミングのビジネスに携わる
とともに、研究も始めました。こうした経験を活かして、大学の研究者として、メディアのデジタルトラ
ンスフォーメーションを研究しています。

キーワード/Keywords
デジタルトランスフォーメーション  インターネットビジネス  ビジネスモデル  メディア  エンタテイ
ンメント  IoT  AI  実務経験
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年度 2021
科目名 共通　SNS時代のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ
英文科目名 Public Relations in the SNS Era
学期 単位前期 2
教員名 太田 滋
英文教員名 OTA Shigeru

講義概要/Course description
本講義は、PRコンサルティングを提供するビルコム株式会社の寄附講座です。
　近年、TwitterをはじめとしたSNSが企業経営に影響を与えています。売上貢献や評判形成といったプラ
スの面もあれば、炎上や内部告発といったマイナスの面もあります。いずれも、SNSの情報波及力が世論
を動かしているものです。
　従来のマスメディア向けパブリシティに加えて、SNS時代のパブリックリレーションズについて、実例
の紹介と履修生によるワークショップを中心に講義を進めて理解を深めます。取り扱う範囲は、製品・
サービスの市場創造から、企業の評判形成、炎上リスク対応、スタートアップに求められる統合型PRと
いったカレントなテーマを扱います。

達成目標/Course objectives
　経営者・CMO・コーポレートコミュニケーション・広報・ブランドマネージャーとして知るべき、経営
の持続的成長に必要なSNS時代のPR戦略に関する基礎知識を習得し、ビジネスの現場で応用し、実践でき
るようになること。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
広告とパブリックリレーションズ、セールスプロモーションの違いを理解しておくこと。日本における主
要なSNSを自身で使っていること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 いま経営に「SNS時代のパブリックリレーションズ(PR)」が必要な理由
事前学習 シラバスを読み本講座のコース全体像を把握する
事後学習 配布資料や講義内容の復習

2 授業計画 PR基礎とPR戦略の描き方
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

3 授業計画 SNS時代のプロダクトPR　- SOEPメディアを活用した市場創造
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

4 授業計画 SNS時代のコーポレートPR　- 世論を味方につける評判形成
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

5 授業計画 SNSと従来メディアの関係
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

6 授業計画 SNSを活用したクチコミ戦略
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

7 授業計画 インフルエンサーマーケティングのすべて
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

8 授業計画 企業における炎上リスクマネジメント　-　SNS上の炎上事例から学ぶ
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

9 授業計画 炎上発生時の企業対応シミュレーション
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

10 授業計画 スタートアップに求められる統合型PR
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

11 授業計画 スタートアップ企業の実例
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

12 授業計画 SNS時代のPR効果測定
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

13 授業計画 SNS時代のPR戦略の作り方　-　戦略立案の実践に向けて
事前学習 授業内で指示
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事後学習 配布資料や講義内容の復習
14 授業計画 SNS時代のPR戦略　-　最終課題発表とディスカッション

事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

15 授業計画 講義の総括　‒　PRはこれからどうなっていくのか
事前学習 授業内で指示
事後学習 配布資料や講義内容の復習

授業方法/Method of instruction
講義、ワークショップ、実務家を招いたケーススタディなど
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。 

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 1. 平常点：30%　講義内の発言の量と質（独自性と妥当
性といったクラスへの貢献）
2. ワークショップ：40% 講義内に行われるワーク
ショップの発表内容とグループ貢献
3. 最終課題：30%　期末に行う課題発表の内容

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しません

参考書/Reference books
1 著者名/Author 太田滋

タイトル/Title 広告をやめた企業は、どうやって売り上げをあげている
のか。

出版社/Publisher インプレス
出版年/Published year 2018.01
ISBN 9784295003083
価格/Price 1,600円+税
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年度 2021
科目名 共通　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙIT
英文科目名 Global IT
学期 単位前期後半 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA Masayuki

講義概要/Course description
　前期2時間のペア時間帯15回の後半で実施される。ペア第一回は概要とガイダンスで、4月10日2限に講
義する。受講希望者は必ず出席してほしい。第2回からは土曜１，2限を連続して扱い、第2日から第8日
（14コマ）を、6月12日から7月24日に予定する。グローバルITは「デジタル化するグローバルビジネスを
支える基盤」および「グローバル化したIT」の二つが課題である。Full・Flex共通で、日本語で講義す
る。 
 いくつかの側面があるが、１）国際分業とグローバルなサービス展開に付随する課題、２）格差のある
地域間でのビジネス展開・連携・分業に付随する課題、３）インターネットなどの要素技術の持つ本質と
国境、4）EC,IoTなどの方向性、そして今後のビジネス展開の動向に関する課題、などが主な要素とな
る。 

半導体関連ビジネスがグローバルな経済・政治・ビジネス全般に影響している現状と将来からはじめ、特
に、中国および米国発のテクノロジビジネスの産業全体への影響、そしてビジネスのデジタル化とECにつ
いて見ていく。

 グローバルな環境は刻々変化している。東南アジアについてはいろいろな資料の入手がしやすい活動を
しているので、そうした地域への展開、日本の位置、オフショアアウトソーシングあるいはFDIに関する
情勢分析もとりあげる。中国の影響の増大化、世界の中でのボリュームゾーンである中間層が中国・イン
ドへシフトしていること、インターネット時代に単独の国での生産、たとえばメイドインジャパンという
考え方、とそれの消費という構図はくずれていることなどを一貫して背景としてとりあげる。

達成目標/Course objectives
グローバル人材となるために必要な、ITとその潮流、地域特性との相乗性の理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
条件は特にないが、幅広い領域のいずれかでグローバルなビジネスに関して、問題意識がある方。実践に
必要な判断の基盤を知りたい方。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 【第一日】　解題：グローバル化・分散化そしてデジタルビジネスへのきざし、そし
てアメリカ市場中心からリージョナル経済へ、企業活動へのITの二つの役割とデジタ
ルトランスフォーメーション、起業・ワークスタイルの変化、時代のキーワードを読
み解くこと、次回以降の全体像

事前学習 シラバスの確認
事後学習 全体像の確認

2 授業計画 【第二日1限】Core Issue 1:
象徴的課題としての半導体製造技術をめぐる企業間・国家間競争、グローバルITの根
幹、TSMCをめぐる綱引き、車間通信の先

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

3 授業計画 【第二日2限】　中国経済の台頭　グローバルITインフラの変化要因としての中国経
済の加速、胡錦濤主席時代、習近平主席時代のスタート、中国経済の行方、電子情報
産業の伸展、巨大IT企業の出現、援蒋ルート、西へ、現代そして将来の中国をどうと
らえるか、互聯網＋、製造2025、工匠精神、ネット販売による小売りのけん引、ネッ
ト的企業の出現

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

4 授業計画 【第三日1限】国境の意味と変化　 プラットフォームの進化と新しい事業者の台頭、
ファウンドリー、モバイル機器マーケットシェアの変化、iOSとAndroid、モバイルペ
イメント、もののインターネットが越える国境

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

5 授業計画 【第三日2限】大国中国　現代そして将来の中国をどうとらえるか、互聯網＋、製造2
025、工匠精神、ネット販売による小売りのけん引、ネット的企業の出現と多数のユ
ニコーン企業、BAT、Weibo、越境EC、JD、TaiCloud、DiDi、アリババの位置

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

6 授業計画 【第四日1限】テクノロジー共通基盤をめぐるキーワード　 ビジネスのデジタル化、
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GAFAと巨大IT企業の寡占構造、Industry4.0、テクノロジとビジネスの融合、イン
ターネットがもたらした新たな競争、11pそしてMEMS、クラウド基盤

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

7 授業計画 【第四日2限】Core Issue 2　アジアの位置と各国　 生産基地としてのアジア、そし
て消費地として、アジアの変化、新しいグローバルビジネスの時代

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

8 授業計画 【第五日1限】　東南アジアと南アジア　ビジネス環境と輸出構成の変化・政府方
針・インドシナ回廊、インド、ベトナムの歴史的展開と現状・将来、リバースイノ
ベーション

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

9 授業計画 【第五日2限】日本　 技術移転と日本の強み、APeJとSkippingJapan、日本国内のイ
ノベーション能力、国内の事情とDX、海外移転と外資の進出、海外との連携

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

10 授業計画 【第六日1限】Corer Issue 3 アジアのEC基盤の展開　 電子決済基盤、消費地として
のアジア、各国での事情
大きな潮流としてのEC、その現状、地場・中国系・欧米系、決済手段の変化

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

11 授業計画 【第六日2限】情報流ビジネスとデジタルディスラプション　 電子決済基盤のせめぎ
合い、SNS、信用力、GAFAの影響力の実際と中国系EC、そしてLazadaの場合、アマゾ
ン、Google、アリババ、テンセント、JD、根本的な変化を促しうるデジタル化

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

12 授業計画 【第七日1限】 国境の意味とテクノロジーが与える共通基盤　デジタルライフの観
点、
オンラインIDの価値、IDTracing、セグメンテーション、ボーダレス、国際標準、通
貨と信用、貨幣価値、OTTの思惑。ネットに国境はない

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

13 授業計画 【第七日2限】IoTとスマート化　製造と物流、センサーの高度化、スマホ・タブレッ
トが引っ張る世界
産業の進化とIndustry4.0・CPS、IoT基盤の標準性の課題　ICタグ・QRコード等の
パッシブデバイス、センサの広がり、監視カメラ、IoTデバイスの例、賢いネット
ワークノード、製造業・物流・倉庫のスマート化、セキュリティの課題、車間通信、
国土総合利用

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

14 授業計画 【第八日1限】アジアが抱える課題　 貧困と先端の混在・途上国の課題、SNSとデジ
タルライフ、テクノロジーの本質、越境ECとボーダレス、FDI、究極の計画経済と究
極の自由市場、カントリーリスク、ドルへの挑戦、TecnoMobileの場合

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

15 授業計画 【第八日2限】まとめ・最終討論　総合的課題と各自の見解、今後の動向と潮流、IoT
とAI、デジタルビジネスの実像とDX、国が支える貨幣の価値、ネットビジネスの成長
が意味すること、最終レポートとまとめ

事前学習 前回の確認
事後学習 総合的な内容のまとめ

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。オンラインではWebexを主に用いる。講義資料・指示はCoursePower
に置かれる。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 講義での質疑、各テーマについての小レポート、ポジ
ション発表、最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 井田昌之「グローバルＩＴハンドアウトテキスト」　Ｐ

ＤＦファイルのダウンロードによる
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メッセージ/Message
各回の授業の構成は、とりまく状況の進展にあわせて微調整される可能性がある。オンライン授業が本質
的になじんでいる部分があるので意図的に利用することもありうる。CoursePower第一回資料を確認する
こと。
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年度 2021
科目名 博士 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ特論/共通 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ(上級)
英文科目名 Special Topics in Operations  and Information Systems/Operations a

nd Information Systems  (Advanced)
学期 単位後期後半 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA Masayuki

講義概要/Course description
後期2時間のペア時間帯15回の後半で実施される。ペア第一回は概要とガイダンスで、9月18日2限に講義
する。受講希望者は必ず出席してほしい。第2回からは土曜１，2限を連続して扱い、第2日から第8日（14
コマ）を、11月13日から1月8日に予定する。Full・Flex共通で日本語で講義される。OIS上級・特論は9月
19日2限の次は、11月13日になる。
　特論科目として、デジタルビジネス時代のコマース基盤と人工知能について扱う。ディープラーニング
（深層学習）による実際的な適用の飛躍的な成果を受けて、人工知能全体があらためて実際的な適用につ
いて再評価されている。その名称の性質上からも過度の期待や恐れを生じているが、その実態について、
実践的なビジネス分野での適用を志す受講者を意識して、歴史の流れをひもときつつ、現在の技術水準と
適用事例について論じる。2019年度まで専任教員として実施してきた500番科目IBPの中核となるEコマー
ス基盤の本質的な課題と論点を基に、Applied AIの実際面に3コマ程度をあてる、ビジネスのデジタル化
の先駆けと位置づける。デジタリゼーションに必要な概念の中から、事業会社でのビジネス展開に活用さ
れる人工知能に焦点をあて、すでにAIの応用とは呼ばれなくなって、IT・ISの核に入った事例からはじめ
て、ビジネスルールの活用、意志決定と人工知能、機械学習、深層ニューラルネットについての原理およ
びその具体的な応用との密接な関係性について事例中心に扱う。
　人工知能とは何なのか、機械学習が意味すること、定着するソリューションということ、社会へのイン
パクト、最近のブレークスルーについて、なども順にとりあげる。
　扱われる具体事例は大別して次になる。1）クレジット与信におけるオーソライザ補佐機能について、
2）コールセンタ支援、3）空港管理およびその初期機能の湾岸戦争での兵站、4）自動運転をめぐる諸課
題、5）製造業でのプロセスマネジメント、6）市場予測、シーン分析、感情分析、その他の展開・進行中
の多くの深層学習トピックス。

達成目標/Course objectives
OIS上級・特論という科目として、「情報システムに関する新技術の利用による業務提案に共通する、上
級レベルの考察と表現の手法、アイデアの実現について扱う」ことと意識している。コマースおよび産業
の深化の中での人工知能全体と機械学習、その中での深層学習について、個別の適用案件に関連して実用
的な価値判断ができるようにすること、総合的な位置、eコマース基盤の本質的課題とAIの関係を理解す
ることを達成目標とする。最近見られる「AIにより、…をできるようにしました」というようなメッセー
ジに対する判断力を養う。その点から、MBAにとって必要なレベルと形での、人工知能に関する技術理解
は重要であり、それと応用の仕方、実例、対象とする分野の課題との整合などを意図する。さまざまな適
用分野があるので、受講者の問題意識を確認し、それとのリンクは重要な方針として含まれる。Full-tim
eの受講生にとっては、確実な実施能力も大きな達成目標になる。Flex-timeの受講生にとっては、総合力
も大きな達成目標となる。博士課程の学生にとっては、新しい展開へのヒント・素材が得られるはずであ
る。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
OIS上級としての履修（すなわちMBAとして）については、活かしたい個別の活用案件に関わる課題を持っ
ている人、上級のマネジメントの課題として全体像を知ろうと思っている人の受講を期待する。前期の
「グローバルIT」を受講していることが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 第1回【第一日2限：2021年9月18日2限を執筆時の予定表では予定】解題：コマースの
さまざまな側面でのAI採用について。人工知能へのさまざまな期待の集まり、従来手
法とは異なる解法、発見法の有効性、意志・希望のITへの組み込み、MIT人工知能研
究所という発端、現状を考察すること。デジタルビジネスとの関わり。
　受講者の問題意識がカギとなる。かならず希望者は、第一回に出席すること。

事前学習 シラバスの確認
事後学習 これからの学習の方向性の確認

2 授業計画 【第2日1限】経験と科学的類推　スマートさをビジネスに持ち込むという観点、経験
的な手順を書き表すこと、そして決定木に学ぶ。表現できるものはコンピュータ化で
きる、適用したい課題を書き出すこと、証明されないが存在しうる手法を実現するこ
とと過去の蓄積が生み出す経験的知識をコンピュータに移植すること、それらを機械
が学習するということ。経営者の意志と方針の反映。Business Rulesと前向き推論。
培われてきた手法とツール。発見法、決定木の生成・成長

事前学習 自分が興味を持つ学習課題についてA4サイズ1枚のレポートを用意する。
事後学習 学習内容の確認

3 授業計画 【第2日2限】企業体の判断と意志決定支援、クレジット与信事例（AMEX Authorizer'
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s Assistant他）とビジネスロジック、企業の方針を具現するということ
　論理で意志を記述する、シェアすること

事前学習 参考資料配付、その読み込みと宿題
事後学習 学習内容の確認

4 授業計画 【第3日1限】ビジネスの何にAIを使うか、まずビジネスルールをめぐって、なぜビジ
ネスルールを書き出し共有するのか、どうやって。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

5 授業計画 【第3日2限】E-commerceセオリの構築へ　Eコマースのキーコンセプト、ECでの接
客、プレゼンテーションと会話、ディテイルの重要性、人工知能研究からの視点、EC
の特徴、主立った収益モデルとの関係、行動ターゲティングと市場のセグメンテー
ション、トラッキングとOne-to-one、ECがコマースに与える変化、ソーシャルコマー
ス、モバイルコマース

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

6 授業計画 【第4日1限】Selling TheoryとCRM、根底にあるSelling Theory、論理と感情、20世
紀初頭からのセオリの進展、AIそしてCRM Personalization、顧客心理を考える、One
 to One Personalization、人間の営みとデジタル化

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

7 授業計画 【第4日2限】コールセンタ事例から自然言語処理・意味と機械学習、コールセンター
分野での事例（Luminosso、など）、FAQ作成、自動応答と自然言語処理、そして意味
構造の蓄積ということ、個人の識別。コールセンタ事例とシステム化の中での機械学
習、ConceptNet、Word Embeddingおよびword2vec、事例の解釈。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

8 授業計画 【第5日1限】空港管理、ゲート管理とローディングを中心に。湾岸戦争における兵
站。2つの実例から。
スケジューリング、プランニング支援、ロジスティクス支援。そして人工知能と機械
学習の関係、全体の体系。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習内容の確認

9 授業計画 【第5日2限】深層学習とニューラルネット：深層ニューラルネット（DNN)、畳み込み
ニューラルネット（CNN)とその応用、顔認識、シーン解析、画像カテゴリ類別など。
その仕組み。仕組みからくる特徴

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

10 授業計画 【第6日1限】実際的な開発方法、リカレントニューラルネットワーク（RNNとLSTM）
とストリーム処理、膨大なデータを与えた訓練、小さな実例をひもとく

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

11 授業計画 【第6日2限】小規模のツール開発、現代的実用化への試みのいくつか。LSTMの狙い、
機械翻訳、対話型応答、AI執事、読唇、露出計測、その他ビジネス応用での課題に関
連する事例

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

12 授業計画 【第7日1限】自動運転の諸課題と事例。倉庫の自動運転、消費者視点、自動運転車の
進展とカリフォルニアDMV自動運転報告、UberTaxiなど、実証実験、そこでの課題。
ニューラルネットを使うということ。

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

13 授業計画 【第7日2限】プロセスマネジメントとIoT分野での深層学習の応用、産業オートメー
ション、モニタリング、企業情報システムとの融合の課題、シーメンスMindsphere、
ピッキングアシスタント、iRobot、Boston Dynamics、警備ロボット

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

14 授業計画 【第8日1限】機械学習とAIの課題、Applied AIの視点、AIチップとNVIDIA、AI活用で
の産業の変化、AI時代の産業論、スマートシティ、シンギュラリティの議論、ホモデ
ウス論

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

15 授業計画 【第8日2限】今後期待される分野とその評価に関わる緒論、合理性の追求と人間の非
合理性、人工知能の倫理的課題、自動運転・ロボットの法制化、デジタルビジネスの
あり方

事前学習 前回の確認
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事後学習 全体のまとめ

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。オンラインはWebexを主に用いる。講義資料・指示はCoursePowerに
置かれる。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 講義内容の理解として講義中の質疑、3回ほどの小レ
ポート、最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 井田昌之　「OIS上級：eコマースと人工知能」ハンドア

ウトテキストのダウンロード

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 随時、参考資料を提示する

メッセージ/Message
各回の授業の構成は、とりまく状況の進展にあわせて微調整される可能性がある。CoursePower第一回資
料を確認すること。
おそらく、この講義がABSでの最終となろう。

2021年01月28日 18時04分
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年度 2021
科目名 博士　統計的方法論Ⅰ/共通　統計的分析論Ⅰ
英文科目名 Statistical Method
学期 単位前期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI Yoshitaka

講義概要/Course description
　経済経営系大学院における統計の授業といえば，通常，量的データを前提とした回帰分析に基づく推測
統計が中心となるけれども，社会現象においては質的データ（アンケートにおける満足度の5段階評価な
ど）を扱うことも多い．また，確たる理論がない経営研究においては，データをまず扱いやすい形に要約
するという記述統計の視点も重要である．そこでこの授業では，学部初級程度の確率統計を復習した後，
統計分析に最低限必要な線形代数の知識を身につけ，回帰分析とともに，判別分析や主成分分析など多変
量解析手法を理解することを目指す．
　この授業では、中身がブラックボックスのままのハウツーではなく，それぞれの手法の意味を高校上級
程度の数学を通して理解することを目標としている．数学（統計学を含む）の学習には問題演習が不可欠
である．毎回，事前に指定された教科書章末問題の解答案を，可能なかぎり受講者全員に事前にCoursePo
werを通じて提出してもらい，その解答案に基づき，解説する．理解を深めるため，適宜，資料を配布す
る．授業最終回は受講者によるプレゼンテーションを予定している。なお，この授業は統計理論を理解す
ることが目的なので，統計ソフトは一切使わない．

達成目標/Course objectives
　実証分析に最低限必要な多変量解析手法の習得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　高校2年程度の数学の知識と「統計分析Ⅱ」の履修（あるいは同等の理解）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 多変量解析とは・統計の基礎
事前学習 教科書第1章及び第2章前半の予習
事後学習 教科書第1章及び第2章前半の復習

2 授業計画 統計の基礎
事前学習 教科書第2章後半の予習
事後学習 教科書第2章後半の復習

3 授業計画 線形代数の基礎
事前学習 教科書第3章前半の予習
事後学習 教科書第3章前半の復習

4 授業計画 線形代数の基礎
事前学習 教科書第3章後半の予習
事後学習 教科書第3章後半の復習

5 授業計画 回帰分析
事前学習 教科書第4章の予習
事後学習 教科書第4章の復習

6 授業計画 回帰分析
事前学習 教科書第5章の予習
事後学習 教科書第5章の復習

7 授業計画 数量化1類
事前学習 教科書第6章の予習
事後学習 教科書第6章の復習

8 授業計画 判別分析
事前学習 教科書第7章の予習
事後学習 教科書第7章の復習

9 授業計画 主成分分析
事前学習 教科書第9章前半の予習
事後学習 教科書第9章前半の復習

10 授業計画 主成分分析
事前学習 教科書第9章後半の予習
事後学習 教科書第9章後半の復習

11 授業計画 数量化3類
事前学習 教科書第10章の予習
事後学習 教科書第10章の復習

12 授業計画 因子分析
事前学習 教科書第13章（一部）の予習
事後学習 教科書第13章（一部）の復習

13 授業計画 クラスター分析

2021年01月28日 18時05分
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事前学習 教科書第12章の予習
事後学習 教科書第12章の復習

14 授業計画 パス解析
事前学習 教科書第13章（一部）の予習
事後学習 教科書第13章（一部）の復習

15 授業計画 統計分析を用いたプレゼンテーション
事前学習 プレゼンテーションの準備
事後学習 プレゼンテーションの問題点の確認

授業方法/Method of instruction
　面接授業（対面授業）を基本とするが，研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修でき
るよう，ハイブリッド型授業として実施する．問題演習を中心に行う．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　授業への貢献（100%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 永田靖・棟近雅彦

タイトル/Title 多変量解析法入門
出版社/Publisher サイエンス社
出版年/Published year 2001

キーワード/Keywords
多変量解析
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年度 2021
科目名 共通　統計的分析論Ⅱ/博士　統計的方法論Ⅱ
英文科目名 Advanced Statistical Method
学期 単位後期 2
教員名 森田 充
英文教員名 MORITA Mitsuru

講義概要/Course description
　本講義では実証分析を用いた論文を読みこなし、自分の力で実証分析を行っていくために必要な計量経
済学の基礎理論について以下のテーマについて各2、3回かけて学んでいく。また、質的従属変数の分析や
パネルデータ分析など企業や家計など個々の経済主体の行動を分析するミクロ計量経済学の基礎理論と応
用についても解説していく。
　 授業は理論についての講義のほかに実際にデータを利用して計量パッケージソフトウエア（Stataを予
定，人数によって変更するかもしれません。）を用いた分析方法について解説をしていく。 （下記の内
容について講義、演習を行っていく予定ですが受講者のレベル、要望に応じて内容を変更するかもしれな
いので予めご了承ください。）

達成目標/Course objectives
実証分析を使った論文を理解できるような素養を身につけるとともに、簡単な実証分析を行えるような力
をつける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
統計分析Ⅱを履修済みであることが望ましい
PCにはExcelをインストールできること。Mac版もありますが、基本Windowsベースで説明します。
（Officeは情報メディアセンターがオンラインで無償で提供しています。）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 仮説検定基礎①
標本分布についての理解
仮説検定とは
標本平均の分布
標本分散の分布
標準正規分布・ｔ分布・カイ2乗分布・F分布

事前学習 当該内容に対応する箇所について参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

2 授業計画 仮説検定②
平均値の検定
平均値の差の検定
分散比の検定
独立性の検定
相関係数の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所について参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

3 授業計画 Stataの導入
Stataの使い方

事前学習 StataのインストールできるPCを準備する
事後学習 Stataの操作方法に慣れる

4 授業計画 単回帰分析①
最小2乗法
回帰係数の導出
誤差項についての諸仮定
推定量の性質（不偏性・一致性・効率性）

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

5 授業計画 単回帰分析②
回帰係数の推定量の分布
回帰係数の検定
決定係数の導出と見方

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

6 授業計画 重回帰分析①
偏回帰係数の意味
必要な説明変数が足りないモデルと不必要な説明変数が含まれたモデルの推定量の性
質

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
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事後学習 当該内容の復習
7 授業計画 重回帰分析②

多重共線性
F検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

8 授業計画 不均一分散①
不均一分散のもとでの推定量の性質
不均一分散の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

9 授業計画 不均一分散②
加重最小2乗法
ホワイトの修正

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

10 授業計画 系列相関①
系列相関のもとでの推定量の性質
系列相関の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

11 授業計画 系列相関②
コクラン・オーカット法、２SPW法
Newey-Westの修正

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

12 授業計画 2値選択モデル①
線形確率モデルの問題点
プロビット・ロジットモデル

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

13 授業計画 2値選択モデル②
限界効果の推定
モデルの適合度

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

14 授業計画 パネルデータ分析
パネルデータを使う意味
固定効果モデル
変量効果モデル
各種モデルの検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

15 授業計画 総括
事前学習 期末レポートの作成・全体の講義内容について質問を考えておく
事後学習 期末レポートの作成

授業方法/Method of instruction
講義および演習　面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授
業）で履修できるよう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 宿題、期末レポートにより総合的に判断する。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks つど指示しますが、早めに勉強を進めたい方は伴・中

村・跡田『エコノメトリックス（新版）』、山本『実証
分析のための計量経済学』、田中『計量経済学の第一
歩』などをざっと読んでおいてください。
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年度 2021
科目名 共通　ﾘｻｰﾁ･ﾒｿｯﾄﾞ/博士　研究方法論
英文科目名 Research Methodology
学期 単位前期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA Takamichi

講義概要/Course description
限られた期間で具体的研究成果（例えば、査読付き論文や博士論文）を出したいと考えている人向けの講
義を実施する。基本的にはDBAコース向けである。よって、MBAコースの人には向いていない可能性はある
のでじっくり考慮した上で履修の判断をすること。学術論文の読み方だけでなく研究に取り組む姿勢や進
め方、さらには論文の投稿や出版の仕方までの一通りを解説する。

達成目標/Course objectives
「学術論文」とは何かを説明することができる。
「研究」とは何かを説明することができる。
リサーチ・クエスチョンの重要性を説明することができる。
リサーチ・クエスチョン、データと哲学的立場の関係を説明することができる。
文献の引用を適切な方法ですることができる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
MBAの学生も履修は可能ですが、内容は学術論文を執筆中の博士課程在学者向けとなります。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 各自、自分の研究について語る準備をしておく
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 学術論文の入手方法
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 研究・論文について再度考えてみる
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 研究の３つの要素
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 研究者が持つべき哲学的立場 I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 研究者が持つべき哲学的立場 II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 学術論文分析をやってみよう I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 学術論文分析をやってみよう II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 文献引用とそのスタイル
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 最終課題にむけて I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 最終課題にむけて II
事前学習 発表準備
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 研究計画書の書き方
事前学習 発表準備
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 ゲスト・スピーカー I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 ゲスト・スピーカー II
事前学習 研究計画書の準備
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事後学習 配布資料の振り返り
15 授業計画 まとめ（最終レポート提出日）

事前学習 研究計画書の準備        
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義形式にて実施。
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 100% 最終レポート　100％ 
１　適切な論文を選定しているか
２　パラグラフ・章・全体での要約・批判的読解を適切
に実施しているか
３　学術論文分析結果を適切にレポートにまとめている
か

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 指定教科書はない

参考書/Reference books
1 著者名/Author 川﨑剛

タイトル/Title 社会科学系のための優秀論文作成術
出版社/Publisher 勁草書房

2 著者名/Author 松本・河野
タイトル/Title 大学生のための読む書くプレゼンディベートの方法
出版社/Publisher 多摩川大学出版部
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年度 2021
科目名 共通　医療経済学
英文科目名 Medical Economics
学期 単位前期 2
教員名 稲垣 中
英文教員名 INAGAKI Ataru

講義概要/Course description
わが国の医療費は増加の一途をたどっている。このために日本国政府は医療費を削減すべく，さまざまな
施策を施してきたが，目標を達成したとは到底言えないのが実情であり，最近になって費用対効果の考え
方を医療に導入することもが開始された。 この講義では，①日本の医療制度の特徴，②日本の国民医療
費の構造，③医療の費用対効果とはどのような考え方であるかについて学習するとともに，受講者諸君の
医療問題に関するセンスを涵養することを目指す。 

達成目標/Course objectives
現在のわが国の医療政策のトピックである『医療の費用対効果』という概念について理解する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
医療に関する専門知識を持っていなくてもよい。 

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション
本講義の概要と授業の進め方について説明する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第1章に相当
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 臨床検査の盲点
技術の進歩に伴って医療現場にさまざまな臨床検査が導入されたが，一般人はもちろ
んのこと，医療技術者でさえも，しばしば検査結果の解釈を間違うのが実情であり，
勘違いに起因する騒動が発生することが少なくない。ここでは新型出生前検査や新型
コロナウイルス感染症のPCR検査などを例にとって，臨床検査の本質について考えて
みる。 

事前学習 事前配布される講義資料
事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。

3 授業計画 わが国の医療保険制度（その１）
本講義受講の前提となる知識として，わが国の医療保険制度について概説するととも
に，わが国の国民医療費の構造と，近年医療の費用対効果に関する議論が行われるよ
うになった背景について考察する。

事前学習 必須ではないが参考書である『医療・介護問題を読み解く（池上直己・著；日経文
庫）』の該当部分を読んでおくほうが好ましい。

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
4 授業計画 わが国の医療保険制度（その２）

引き続き，わが国の医療保険制度について解説するとともに，わが国の国民医療費の
構造と，近年医療の費用対効果に関する議論が行われるようになった背景について考
察する。 

事前学習 必須ではないが参考書である『医療・介護問題を読み解く（池上直己・著；日経文
庫）』の該当部分を読んでおく方が好ましい

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
5 授業計画 医療の費用対効果とは？（その１）

医療の費用対効果について検討する際に必須となる，費用効果比，増分費用効果比，
単純優位，拡張優位といった概念について解説する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第２章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第３，４章
に相当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
6 授業計画 医療の費用対効果とは？（その２）

医療の費用対効果について検討する際に必須となる，費用効果分析，費用最小化分
析，費用効用分析，費用便益分析といった概念について解説する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第４章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第３，４章
に相当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
7 授業計画 医療における「効果」とは？（その１）

医療の費用対効果について検討する際に，「効果」の指標としてどのようなものを用
いるべきなのかについて概説する。今回は健康関連QOL，および質調整生存年（QAL
Y）という概念についても解説する。
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事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第６章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第６章に相
当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
8 授業計画 医療における「効果」とは？（その２）

引き続き，健康関連QOL，およびQALYという用語の概念について理解するとともに，
健康関連QOL，およびQALYの測定方法について解説する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第８章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第６章に相
当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
9 授業計画 医療における「費用」とは？（その１）

医療の費用対効果について検討する際の費用の考え方について解説する。直接費用，
生産性費用，分析の視点などといった概念について理解することを目指す。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第６章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第２，８，
９章に相当 

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
10 授業計画 医療における「費用」とは？（その２）

医療の費用対効果における費用の考え方に関連して，将来費用と時間割引，費用対効
果閾値などといった概念について解説するとともに，費用および効果のデータを集め
るための方法論について説明する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第６章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第４，８，
９，１０章に相当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
11 授業計画 モデル分析（その１）：決定分析

医療の費用対効果について検討するための代表的手法である『決定分析』とはどのよ
うなものであるか説明するとともに，簡単な決定分析の例題を解いてみる。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第１１章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第１１章に
相当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
12 授業計画 モデル分析（その２）：マルコフ・モデル

『決定分析』と並ぶもう１つの費用対効果の代表的分析手法であるマルコフ・モデル
について説明するとともに，簡単なマルコフ・モデルの例題を解いてみる。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第１１章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第１１章に
相当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
13 授業計画 感度分析

モデル分析を行う際には，分析に組み込まれたパラメータの不確実性が問題となるの
で，感度分析と呼ばれる手法が用いられる。ここでは感度分析の考え方について解説
する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第9章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第１２章に
相当

事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。
14 授業計画 演習

これまでの講義で習得した知識を生かして，医薬品の費用対効果に関する論文を実際
に読んでみる。

事前学習 事前に論文を指定するので，熟読してくること。
事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。

15 授業計画 わが国の薬価制度
現在のわが国における医薬品の価格が決定されるプロセス（薬価制度）について説明
するとともに，現行制度が費用対効果の考え方とどのように食い違っているかについ
て考えてみる。

事前学習 厚労省webページに掲載されている資料（事前に指定する）
事後学習 授業の最後に課題を出すので，期日までに提出すること。

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業として実施する。
CoursePowerにより配布された講義資料を見ながらオンライン授業を視聴する。
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成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 100% 毎回授業に出題する課題の答案に基づいて評価する。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 五十嵐中，佐條麻里

タイトル/Title 「薬剤経済」わかりません！！
出版社/Publisher 東京図書
出版年/Published year 2014
価格/Price 3080円

2 著者名/Author 坂巻弘之
タイトル/Title やさしく学ぶ薬剤経済学
出版社/Publisher じほう
出版年/Published year 2003
価格/Price 2860円

3 著者名/Author 池上直己著
タイトル/Title 日本の医療と介護
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2017.4
ISBN 9784532134693
価格/Price 2200円+税

4 著者名/Author 福田敬ほか
タイトル/Title 医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライ

ン
出版年/Published year 2013
価格/Price 0
備考/Remarks http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-H

okenkyoku-Iryouka/0000033418.pdf
5 著者名/Author 福田敬ほか

タイトル/Title 中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析
ガイドライン　第２版

出版年/Published year 2019
価格/Price 0
備考/Remarks https://c2h.niph.go.jp/tools/guideline/guideline_j

a.pdf

キーワード/Keywords
費用対効果（cost-effectiveness）  
  薬剤経済学（pharmacoeconomics）
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年度 2021
科目名 共通　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと組織改革
英文科目名 Innovation and Organizational Transformation
学期 単位前期 2
教員名 松永　達也
英文教員名 MATSUNAGA Tatsuya

講義概要/Course description
本講義は、EY Japanの寄附講座です。EY Japanのチーフ・イノベーション・オフィサーを中心に、コンサ
ルティング、監査、税務各部門のテクノロジーを活用した変革を推進している社内専門家ならびにスター
トアップの若手起業家がオムニバス形式で講義を担当し、創造的破壊（Disruption）をうみだすイノベー
ションおよびイノベーションを創出する組織への改革について考察する。

達成目標/Course objectives
人工知能やブロックチェーン、IoT等の先進テクノロジーを活用した、組織の生産性向上やビジネスモデ
ルの変革を実践している事例と、それを実現する組織・人事面での施策について、知識を習得する。これ
らの知識をもとに、創造的破壊（Disruption）をうみだすイノベーションを企画し、イノベーションを創
出する組織への改革計画を策定するための、コンサルタントレベルの能力を習得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特にありません。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 本講義の内容と目指すもの
（松永達也：EY Japan　チーフ・イノベーション・オフィサー、全15回を各回講師と
共に担当）

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握しておく
事後学習 リアクションペーパーの作成（本講義に関わる自分自身の関心、問題意識など）

2 授業計画 テクノロジーによるDisruption
（田畑紀和：EYストラテジー・アンド・コンサルティングTechnology Consulting 
リーダー）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

3 授業計画 Data Scienceの目指すもの
（小林元：EY　ストラテジー・アンド・コンサルティング　Data ＆ Analytics アソ
シエートパートナー）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

4 授業計画 ダイナミックRegTechが加速するデジタルトランスフォーメーション 
（小川恵子：EY新日本監査法人 金融事業部FAASパートナー EY Japan RegTech Leade
r）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

5 授業計画 デジタル時代のタックステクノロジー
（橋本純：EY税理士法人Tax Technology Transformation　リーダー）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

6 授業計画 AIテクノロジーと監査業務の未来
（市原直道：EY 新日本監査法人　ＡＩラボ　リーダー）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

7 授業計画 中間まとめ（松永達也）
事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 会計監査DXによる組織改革
（加藤信彦：EY新日本監査法人　Assurance Digital & Innovationリーダー）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

9 授業計画 イノベーションを創出する組織
（鵜澤慎一郎：EY ストラテジー・アンド・コンサルティング　People Advisory Ser
vices リーダー）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

10 授業計画 イノベーションをもたらす、ダイバーシティとインクルーシブネス
（貴田守亮：EY Japan COO）
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事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

11 授業計画 起業家精神とイノベーション
（中嶋汰朗：ROXX代表取締役社長）

事前学習 適宜指示
事後学習 リアクションペーパーの作成（授業の感想、学びなど）

12 授業計画 グループワークのガイダンス
（岡田明：EY ストラテジー・アンド・コンサルティング　Sports DX リーダー）

事前学習 適宜指示
事後学習 グループ発表内容検討

13 授業計画 グループワーク
事前学習 グループ発表内容検討
事後学習 グループ発表内容検討

14 授業計画 グループ発表（松永達也、岡田明、他）
事前学習 グループ発表準備
事後学習 グループ発表資料の提出

15 授業計画 総括、この授業の学びのまとめ（松永達也）
事前学習 適宜指示
事後学習 期末レポートの提出

授業方法/Method of instruction
講義とケーススタディの組み合わせ、グループワーク＆発表
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。 

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 受講態度（個人としての評価：クラス貢献、グループ
ワーク参画や貢献）50％
グループ発表（グループとしての評価）30％
期末レポート（個人としての評価）20％

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特にありません。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 授業の中で紹介します。

メッセージ/Message
第一線で活躍するEY Japanの専門家とスタートアップの経営者がオムニバス形式で講義を展開します。多
くの企業、組織が、デジタルトランスフォーメーションを推進していますが、その成功の鍵をにぎるもの
は何かについて、講師陣の経験、インサイトを共有しながら共に考察していきます。さまざまな視点から
の活発な議論を期待しています。

キーワード/Keywords
Innovation  Digital Transformation  Diversity & Inclusion  AI  Blockchain  IoT  Data Science
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年度 2021
科目名 共通　ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ
英文科目名 Entertainment Business
学期 単位後期 2
教員名 森川 美幸
英文教員名 MORIKAWA Miyuki

講義概要/Course description
　日本のエンタテインメント産業は、世界からも高い注目を集めている。映画やアニメ、漫画、ゲームと
いった日本製エンタテインメント・コンテンツの海外市場規模は、2011年から2017年の間に約2倍に拡大
し、今後も堅調に消費を増やすと見られている。経済産業省が、「クールジャパン戦略」と称し、エンタ
テインメント・コンテンツを含めたポップカルチャーの海外輸出に力を入れていることからも、いかにこ
の分野の成長が期待されているかわかるであろう。
　しかし、国内のエンタテインメント・コンテンツ市場を見ると、映画、出版、コンシューマーゲームと
いった伝統的な産業の市場規模は横ばいまたは右肩下がりであり、一時的に上向くことはあっても継続的
な業績回復の兆しは見えない。さらに2020年の新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、多くのエン
タテインメント関連企業は大打撃を被った。任天堂のゲーム『あつまれどうぶつの森』がブームとなり、
アニメ映画・劇場版『鬼滅の刃 無限列車編』が約20年ぶりに日本の映画歴代興行成績ランキング1位を更
新するなど、一部の作品が熱烈に支持された一方で、その他多くの作品は苦戦を強いられ、市場規模は大
きく落ち込んでいる。殊に営業自粛や席数を制限しての営業を余儀なくされた興行事業は、非常に厳しい
状況に立たされていると言っていい。
　本講義ではエンタテインメント産業の中でも特に映画産業に焦点を当て、①商品開発（コンテンツ企
画・製作）、② ビジネス展開、③ 宣伝・マーケティング、④ 海外戦略という観点から現状を整理し、
日本におけるエンタテインメント・ビジネスの未来を考える。

達成目標/Course objectives
日本のエンタテインメント・ビジネスの現状を理解し、利益創出のアイデアを多方面から考えられるよう
になること。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 2020年に大ヒットしたアニメ映画・劇場版『鬼滅の刃無限列車編』のヒット要因を考

察すること。
事後学習 講義内容の振り返り

2 授業計画 日本におけるコンテンツ・ビジネス
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

3 授業計画 映画業界の現状と課題
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

4 授業計画 映画興行とテクノロジー
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

5 授業計画 映画コンテンツのプロデューシング・ワークⅠ: マーケットリサーチ
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

6 授業計画 映画コンテンツのプロデューシング・ワークⅡ: 企画開発
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 オタク・エコノミクスⅠ: 日本のオタク文化
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 オタク・エコノミクスⅡ: 世界に広がるOTAKU文化
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 フィルム・ツーリズム
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

10 授業計画 メディアミックス戦略Ⅰ: 実写作品のケース
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 メディアミックス戦略Ⅱ: アニメ作品のケース
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事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

12 授業計画 映画宣伝
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

13 授業計画 映画と広告
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 海外展開
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 総括
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 50% 授業内での積極的な発言やグループワークへの貢献
2 レポート  Report 50% 期末レポート（適切な業界理解および考察と、アイデア

の独創性）50％のうち、60％以上を単位認定基準とす
る。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks なし。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 佐々木和郎・羽田久一・森川美幸

タイトル/Title メディア学大系14　クリエイターのための映像表現技法
出版社/Publisher コロナ社
出版年/Published year 2021年
価格/Price 3,630円
備考/Remarks その他、参考文献は適宜指示する。

メッセージ/Message
本講義では履修生のクリエイティビティに大いに期待する。様々な視点から、エンタテインメント産業
（殊に映画産業）の未来を創る斬新なアイデアを出してもらいたい。

キーワード/Keywords
映画、アニメ、サブカルチャー、コンテンツ・ビジネス
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年度 2021
科目名 DAY・EVE　ﾋﾞｼﾞﾈｽにおける法と経済学
英文科目名 Law and Economics in Business
学期 単位後期 2
教員名 藤井 賢治
英文教員名 FUJII Kenji

講義概要/Course description
「法と経済学」の視点、「制度の経済学」の視点を共に利用する形で、個々の論題を扱っていく予定で
す。契約法・取引法という一般論から入り、その後個別に金融関連、雇用関連、会社法関連、そして最後
に国際レベルでの制度変化（欧州主導で進展しているISO関連のルール、FTAとかTPPとかの貿易に関わる
制度変化）について概説します。
なお、2021年度の講義は対面とオンラインを併用したハイブリッドで行います。

達成目標/Course objectives
　企業経営が、あらゆる場面で、公正確保と効率性の追求のバランスを要求されることを理解していただ
ければと思っています。近年のさまざまな制度変化（たとえば、雇用法制やコンプライアンス体制の整備
など）を理解するための視座を提供できればと考えています。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
なし。近年の企業を取り巻く制度変化の概要を理解しておきたいという問題意識だけで十分です。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス(当講義の問題関心と射程およびレベル）「法と経済学」という分野が生
まれてきた経緯と、基本的な視点についてお話します。

事前学習 自らの問題関心にマッチする講義内容かどうか、シラバスを確認してください。
事後学習 自らの問題意識と、講義内容説明とを照らし合わせ、ミスマッチがないか再点検して

下さい。
2 授業計画 「法と経済学」序論（所有権の割り当てと効率性）前半

事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

3 授業計画 「法と経済学」序論（所有権の割り当てと効率性）後半
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

4 授業計画 競争法（独占禁止法、知財法制も含む）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

5 授業計画 契約法・取引法
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

6 授業計画 利息制限法（貸付業法の改定）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

7 授業計画 金融商品取引法　（インサイダー取引規制など）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

8 授業計画 長期雇用慣行の衰微と派遣業法
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

9 授業計画 解雇規制
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

10 授業計画 会社法(株式会社の特質）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

11 授業計画 株主の有限責任と債権者保護
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

12 授業計画 Ｍ＆Ａ法
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

13 授業計画 内部統制法と経営者の信認義務
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

14 授業計画 諸制度の標準化の趨勢
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事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

15 授業計画 全般的なまとめ
事前学習 赤字フォント、ゴシック体表記になっている専門用語群を中心に、その意味内容を再

確認してください。
事後学習 専門用語の意味、講義内容の基本的なロジックを今一度確認し、小テストに備えてく

ださい。

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。
翌週分の教材を1週間前をめどに、コースパワーにアップロードします。教材解説と、クエスチョナリー
を用いた討議を行います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　講義中の討議への参加度（20％）、期末の小テスト
（80％）。小テストは、コースパワーのレポート機能を
利用して行います。

メッセージ/Message
夜遅い7限科目ですが、一緒に頑張りましょう。
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年度 2021
科目名 DAY・EVE　市場と組織
英文科目名 Market and Organization
学期 単位後期 2
教員名 藤井 賢治
英文教員名 FUJII Kenji

講義概要/Course description
　企業経営に関わる諸関係を概観することを目的としています。企業経営については、かつて日本型経営
がもてはやされた時代があったかと思えば、アメリカ型のトップダウン的な経営が望ましいとする時代が
ひとしきり続いたりするなど、めまぐるしくその評価が変化しています。どれか特定の経営タイプを盲目
的に振りかざすのではなく、組織のあり方が制度環境や、技術環境、企業間関係、労使関係などのさまざ
まな要因のセットとして決まってくるという見方をとるべきでしょう。つまり、企業を取り巻く諸関係を
システムとして理解しようとする立場で講義を進めます。
　なお、2021年度の講義は対面とオンラインを併用したハイブリッドで行います。

達成目標/Course objectives
　企業組織の存在意義と役割、組織を構成するステイクホルダー間の関係について概観を得る。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　特にありません。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス（当講義の性格、問題意識、レベルなどについて）
経済学の中に組織論が入り込んできた経緯と意味についてお話します。

事前学習 講義概要に関して確認したいポイントをメモして臨んでください。
事後学習 講義内容と自身の関心興味を照らし合わせ、ミスマッチにならないようにしてくださ

い。
2 授業計画 市場、政府、そして組織

事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

3 授業計画 組織の存在意義と機能
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

4 授業計画 取引コストの経済学(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

5 授業計画 取引コストの経済学（後半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

6 授業計画 雇用システム(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

7 授業計画 雇用システム（後半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

8 授業計画 日本的経営
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

9 授業計画 日本の雇用システム
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

10 授業計画 サプライヤー関係(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

11 授業計画 サプライヤー関係（後半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

12 授業計画 メインバンク・ガバナンス
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

13 授業計画 コーポレートガバナンス(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

14 授業計画 コーポレートガバナンス(後半）
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事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

15 授業計画 全般的なまとめ
事前学習 赤字フォント、ゴシック体の専門用語の意味を今一度確認してください。
事後学習 基本的なポイントを復習し、小テストに備えてください。

授業方法/Method of instruction
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。
翌週分の教材を1週間前をめどに、コースパワーにアップロードします。教材解説と、クエスチョナリー
を用いた討議を行います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 講義中の質疑応答（20％）及び期末の小テスト（80
％）。小テストは、コースパワーのレポート機能を用い
て行います。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 宮本光晴著、『企業システムの経済学』、新世社
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年度 2021
科目名 共通 経営史
英文科目名 Business History
学期 単位後期 2
教員名 宇田 理
英文教員名 UDA Osamu

講義概要/Course description
　「歴史は繰り返す」とよく言われる。人間の本質は簡単には変わらないので、同じ物事が何度も繰り返
されるからである。人々は歴史から何かしら学んでいるはずであるが、なぜ、同じ間違いが繰り返される
のであろうか。「歴史は繰り返す」という言葉が発せられるタイミングを考えてみて欲しい。後の祭りと
いう言葉に代表されるように、たいていは「物事が終わった後」である。人間は歴史を学んでいるが「自
分にとって必要な歴史が何なのか」は事後的に気づくことが多いからである。
　本講義では、ビジネスの歴史の材料をたたき台として、当事者性を意識しながら「歴史に学ぶ」ひとと
きにしたい。歴史に学ぶと、人々が考えているほど「過去に起こった出来事がそのまま現在の在り様を体
現している」わけではないことが理解できるはずである。
　講義では、毎回、①各自の問題意識の提示、②テキストや資料のプレゼンテーション、③ディスカッ
ション、④ショート・レクチャーというサイクルで進めていく。期末には、それらを総合した各自のテー
マに基づく歴史分析を期末レポートという形で提出してもらうことにする。
　講義の内容に関しては、多少の前後、内容の部分的変更を行う場合があります。

達成目標/Course objectives
歴史という出来事に埋め込まれた因果の順接・逆接(歴史の連続・不連続)がイメージできるようになる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
とくになし。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション(企業の歴史から、なにをどう学ぶのか?)
事前学習 シラバスを読んで講義内容を把握しておくこと。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

2 授業計画 因果の順接・逆接①(ヘンリー・フォードは大量生産システムの生みの親だが、それ
はフォードの戦略的意図だったのか?)

事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

3 授業計画 因果の順接・逆接②(チャンドラーのGMの事例から「組織は戦略に従う」という命題
を考える)

事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

4 授業計画 因果の順接・逆接③(GMの創業者デュラントはなぜ組織づくりが大事だと気づけな
かったのか?)

事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

5 授業計画 因果の順接・逆接④(インテルのDRAM撤退を引導した直接・間接的原因は何か?)
事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

6 授業計画 因果の順接・逆接⑤(インテルのDRAM撤退は、何に対してどう適応した結果だと考え
られるか?)

事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

7 授業計画 因果の順接・逆接⑥(IT産業史: コンピューティングの変曲点はどこにあったのか?)
事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

8 授業計画 因果の順接・逆接⑦(実のところスティーブ・ジョブズはアップルの何であったの
か?)

事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

9 授業計画 因果の順接・逆接⑧(共進化ロックイン: インテルのマーケティング戦略がPC産業を
死に追いやったのか?)

事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

10 授業計画 歴史における当事者性①(行為には必ず意図が宿るのか? トイレ掃除のプロセス[1])
事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

11 授業計画 歴史における当事者性②(行為には必ず意図が宿るのか? トイレ掃除のプロセス[2])
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事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

12 授業計画 歴史における当事者性③(楽天市場の経営史: 出店者の生態学)
事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

13 授業計画 歴史における当事者性④(組織文化とはどのように形成されるのか?)
事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

14 授業計画 歴史における当事者性⑤(組織文化を変えることは不可能なのか?)
事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

15 授業計画 まとめ(歴史に学ぶとは?)
事前学習 課題テキストおよび資料をよく読んでくること。
事後学習 講義内の最後のまとめで触れた振り返り事項を確認しておくこと。

授業方法/Method of instruction
毎回、①各自の問題意識の提示、②テキストや資料のプレゼンテーション、③ディスカッション、④
ショート・レクチャーというサイクルで進めていく。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% 期末課題レポートの内容充実度
2 平常点  In-class Points 50% クラス参加・貢献度

参考書/Reference books
1 著者名/Author ロバート・バーゲルマン

タイトル/Title インテルの戦略 ２刷
出版社/Publisher ダイヤモンド社
出版年/Published year 2006年

2 著者名/Author 安部悦生他
タイトル/Title ケースブック アメリカ経営史　新版
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2020年

3 著者名/Author 大森信他
タイトル/Title 戦略は実践に従う
出版社/Publisher 同文舘出版
出版年/Published year 2015年

4 著者名/Author ピーター・ティール
タイトル/Title Zero to One
出版社/Publisher NHK出版
出版年/Published year 2014年

5 著者名/Author エドガー・シャイン
タイトル/Title 組織文化とリーダーシップ 第五版
出版社/Publisher 白桃書房
出版年/Published year 2021年(予定)
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年度 2021
科目名 共通 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
英文科目名 Corporate Governance
学期 単位前期 2
教員名 伊藤 晴祥/林 順一
英文教員名 ITO Haruyoshi/HAYASHI Junichi

講義概要/Course description
　本講義では伝統的な分野であるコーポレートガバナンスについてその理論と実務を包括的に扱い、近年
のガバナンス上の問題をどのように捉え解決するかについての知見及び思考技術を得ることを目的とす
る。具体的には、企業には多くの利害関係者がおり(株主、経営者(執行役と取締役)、従業員、投資家、
監査役、仕入先(サプライヤー)、得意先、政府等の規制当局、地域住民)、関係者間の利害(conflict of 
interest)を調整する必要がある。例えば、経営者は株主の利益(=株主価値)を最大化するべきであるが、
プリンシパル=エージエンシー問題がある場合には、経営者は自身の利益を最大化しようとし、株主価値
の最大化が目的関数とはならない。このエージェンシー問題を解決するために必要なガバナンス構造が、
伝統的には議論されてきた。近年では、Environmental, Social, Governance (ESG)投資に大きな注目が
集まっており、ステークホルダーの価値(ここでは、環境や社会問題への配慮)をどのように最大化する
か、そのために最適なガバナンス構造とはどのようなものであるかという議論がなされている。また、サ
イバーセキュリティ―や経済危機への対応もガバナンスの有効性を議論する対象となってきている。以上
のように、企業の目的(パーパス)は何であるか？という本質的な問いに基づいてその目的(関数)を最適化
するためにはどのようなガバナンス構造が必要であるかということを15回の授業を通じて考察する。
　他方で、コーポレートガバナンスに関する規制やガイドラインは多くの国で議論が進んでいる。本講義
では特に、アメリカ、イギリス、日本、ドイツ、フランスのコーポレートガバナンスに関する規制やガイ
ドライン及びその論点を整理し、それぞれの国における事例を利用しながらあるべきコーポレートガバナ
ンスの姿について議論する。
　コーポレートガバナンスは、経営学、経済学、法学、制度設計、企業倫理など様々な観点から議論をす
ることができるが、本講義は主に、大企業の財務担当者の観点から議論を進める。

達成目標/Course objectives
1. 各国のコーポレートガバナンスに関する規制やガイドラインなどの歴史及び潮流を理解する。
2. コーポレートガバナンスに関する理論やモデルを理解する。
3. 理論に基づいて、実務における利害関係の対立などのコーポレートガバナンスにおける課題を発見
し、それが引き起こしうる問題について予見し、その問題の解決策について考察する知的思考技術を身に
着ける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ありません。通常のファイナンス関連科目であれば数学や統計学等の技術的な知識が必要ですが、前提知
識は必要としません。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション
イントロダクション
　企業の目的とは？企業の目的関数は？(担当: 伊藤)

事前学習 シラバスの確認
事後学習 授業教材の復習

2 授業計画 コーポレートガバナンスの理論
　エージェンシー理論、コーポレートガバナンスとファイナンスの関係、コーポレー
トガバナンスと企業の収益性との関係、メインバンク制下でのガバナンス　(担当: 
伊藤)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

3 授業計画 Case1: Continuing Transformation of Asahi Glass: Implementing EVA (仮)
取締役及び取締役会の役割
　CEOの監督、指名委員会、事業承継、役員報酬、役員による株式保有、ダイバーシ
ティ  (担当: 伊藤)

事前学習 Case 1に関する設問に対する回答を準備する
事後学習 授業教材の復習

4 授業計画 Case2: The Toshiba Accounting Scandal: How Corporate Governance Failed (仮)
監査役の役割
　内部及び外部監査役と会計監査役(担当: 伊藤)

事前学習 Case 2に関する設問に対する回答を準備する
事後学習 授業教材の復習

5 授業計画 Case 3: Accounting Fraud at WorldCom (仮)
経営権の市場 (Market for Corporate Control)
　M&A、MBO、LBO、IPOとコーポレートガバナンス　(担当: 伊藤)
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事前学習 Case 3に関する設問に対する回答を準備する
事後学習 授業教材の復習

6 授業計画 Case4: Alibaba Goes Public(A)&(B)  (仮)
投資家の役割
　機関投資家の役割、株主の役割、フィデューシャリーデュティー、委任状闘争、ア
クティビスト
　(担当: 伊藤)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

7 授業計画 コーポレートガバナンスにおける近年の潮流
　CSR/ESG/SDGs、ガバナンスレーティング、サステナビリティガバナンス、ステーク
ホルダーエンゲージメント、サイバーセキュリティ、パンデミックリスクマネジメン
ト、クライシスマネジメント 
(担当: 伊藤)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

8 授業計画 米国のコーポレートガバナンスI
　エンロンの事例  (仮) (担当: 林)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

9 授業計画 米国のコーポレートガバナンスII
　キャタピラーとコマツの事例 (仮) (担当: 林)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

10 授業計画 英国のコーポレートガバナンス
　キャドバリーの事例  (仮) (担当: 林)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

11 授業計画 我が国のコーポレートガバナンスI
　オリンパスの事例　(担当: 林)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

12 授業計画 我が国のコーポレートガバナンスII
　今年度の株主総会関連の事例(仮) (担当: 林)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

13 授業計画 ドイツのコーポレートガバナンス
　フォルクスワーゲンの事例 (担当: 林)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

14 授業計画 フランスのコーポレートガバナンス
　ダノンの事例  (仮) (担当: 林)

事前学習 授業教材の予習
事後学習 授業教材の復習

15 授業計画 最終プレゼンテーション (担当: 林・伊藤)
事前学習 最終プレゼンテーションの準備
事後学習 最終レポートの準備

授業方法/Method of instruction
講義、ケースメソッド(ケーススタディー)、プレゼンテーション(個人・グループ)、教員とのディスカッ
ション、グループディスカッション等を適宜組み合わせる。
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、ハイブリッド型授業として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 最終レポート                        20%
最終プレゼンテーション          20%
ケースプレゼンテーション       20%
ケースレポート                     20%
授業への積極参加・貢献    　   20%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks なし

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 授業計画記載の事例や以下に記載した学術論文誌に掲載
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された論文などのほかに適宜授業内で提示する。
注: 授業計画記載のCaseや事例は予定でありより適切な
事例が発表された場合には変更の可能性もある。

メッセージ/Message
　コーポレートガバナンスはファイナンスにおいて伝統的かつ重要な研究テーマですが、実務的にも時々
刻々と新しい課題や論点が生まれています。本講義を通じて理論的な土台を築き、新たな課題にもその解
決策を考える思考技術を身に着けてもらえればと思います。

その他/Others
履修人数が多い場合はグループにて、少ない場合には、個人でプレゼンテーション及びレポートの執筆を
行う。
4つのCaseのうち1つを選び(他のグループとの重複は認めません)、そのケースについてプレゼンテーショ
ン及びレポートを提出する。
また、最終発表及び期末レポートも同様に取り組んでいただきます。詳細は第1回目の授業内にて示しま
す。

学術論文の一例
Jensen, Michael, 2001, Value Maximization,Stakeholder Theory, and the Objective Function, Jour
nal of Applied CorporateFinance, 14(3), 8-21.

Donaldson, Thomas and Lee E. Preston, 1995, Thestakeholder theory of the corporation: Concept
s,
evidence and implications, The Academy of Management Review, 20(1), 65-91.

Jensen, C. Micheal, and William H. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior Age
ncy Costs and Capital Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360.

Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, The Journal of 
Finance, 52(2), 737-783.

Claessens, Stijn and Joseph P. H. Fan, 2002,Corporate Governance in Asia: A Survey, Internatio
nal Review of Finance,3(2), 71-103.

Kaplan, Steven N., 2008, Are U.S. CEOsOverpaid? Academy of Management Perspectives, 22(2), 1-1
6.

La Porta, Rafael, Florencio Lopez‐De‐Silanes, and Andrei Shleifer, 1999,Corporate Ownership 
Around the World, The Journal of Finance, 54(2)471-517.

Larcker, David F. and Brian Tayan, 2011,Seven Myths of Corporate Governance, Stanford Closer L
ook Series.

キーワード/Keywords
エージェンシー理論  ステークホルダー理論  受託者責任  ESG  サステナビリティ  コモンロー  シビ
ルロー  経営権市場  取締役  監査役  株主構成  メインバンク制
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年度 2021
科目名 共通　ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
英文科目名 Risk Management and Compliance
学期 単位前期 2
教員名 小林 敦
英文教員名 KOBAYASHI Atsushi

講義概要/Course description
VUCA時代、企業は多様化・巨大化・複雑化するリスクや不確実性に取り囲まれている。それゆえ、リス
ク・マネジメント（未然防止、危機管理）とコンプライアンス（法令等遵守、社会倫理）は重要な経営課
題である。
本授業では、こうした問題意識に立脚して、リスク・マネジメントとコンプライアンスの概論の講義、潜
在的なリスクへの対応や顕在化した危機への対応に関する事例研究を行う。
このような授業デザインを通じて、リスク・マネジメントやコンプライアンスにおける戦略的思考・意思
決定・経営行動に関する主要な論点について、経営戦略論や組織マネジメント論と関連させつつ、体系的
かつ実践的に学習する。

達成目標/Course objectives
企業のリスク・マネジメントとコンプライアンスの基本を理解して実務対応できるようにする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
企業のリスク・マネジメントとコンプライアンスに関心のあるすべての受講者を歓迎する。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 講義（1）リスクマネジメントの必要性（グローバル化、社会的要請、IT、ヒューマ
ンエラー、不祥事）

事前学習 教科書：第1章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

2 授業計画 講義（2）リスクマネジメントの基本（リスクマネジメント・プロセス、リスクの定
義、分類、認識、評価）

事前学習 教科書：第2章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

3 授業計画 講義（3）リスクマネジメントの基本（リスクへの対応、リスク対策の立案、モニタ
リングと評価、改善）

事前学習 教科書：第2章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

4 授業計画 講義（4）組織内部のリスク（企業不正（不正のトライアングル）、人権・差別、セ
クハラ・パワハラ・マタハラ、安全・労働災害（ヒューマンエラー））

事前学習 教科書：第3章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

5 授業計画 講義（5）組織内部のリスク（環境（SDGs、ESG投資）、気候変動・地球温暖化（ブ
ラックエレファント）、アウトソーシング（外部委託）、クレーム対応、品質管理、
AI（人工知能）倫理）

事前学習 教科書：第3章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

6 授業計画 講義（6）組織外部のリスク（政治・社会情勢（リスク社会）、経済・市場の変動
（ブラックスワン）、金融リスクマネジメント（市場リスク）、風評（レピュテー
ション）リスク）

事前学習 教科書：第4章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

7 授業計画 講義（7）組織外部のリスク（サプライチェーンリスク、第三者による攻撃（テロ、
サイバー攻撃）、感染症（パンデミック））

事前学習 教科書：第4章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

8 授業計画 講義（8）組織外部のリスク（地震・自然災害（ハザードマップ）、事業継続計画（B
CP）、クライシスコミュニケーション）

事前学習 教科書：第4章、第6章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

9 授業計画 講義（9）組織内部・外部のリスク（金融リスクマネジメント（信用・オペレーショ
ナル・コンダクトリスク））

事前学習 教科書：第3章、第4章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

10 授業計画 講義（10）法規制のリスク（株主（インサイダー取引、不正会計）、顧客・消費者
（消費者基本法、インクルーシブデザイン）、市場・取引先（独占禁止法、下請
法）、従業員（公益通報者保護法、メンタルヘルス）、政府・行政（会社法）、社
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会・環境（責任投資原則、気候変動適応法）に関するコンプライアンス）
事前学習 教科書：第5章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

11 授業計画 講義（11）組織・経営視点のリスク（組織のリスクマネジメント（心理的安全性、平
常時・危機時のリーダーシップ）、コンプライアンス体制、第三者委員会）

事前学習 教科書：第6章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

12 授業計画 講義（12）組織・経営視点のリスク（内部統制とリスクマネジメント（3つのディ
フェンスライン）、全社的リスクマネジメント（ERM））

事前学習 教科書：第6章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

13 授業計画 講義（13）組織・経営視点のリスク（戦略的リスクマネジメント、経営の失敗学、レ
ジリエンス（高信頼性組織））

事前学習 教科書：第6章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

14 授業計画 講義（14）組織・経営視点のリスク（リスクコミュニケーション（リスク開示）、
コーポレートガバナンス（ファミリービジネス））

事前学習 教科書：第6章
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り、授業後の課題（CoursePower提出）

15 授業計画 期末レポートのレビュー
事前学習 期末レポートの作成（期末レポートの作成内容・提出時期は別途指示、CoursePower

提出）
事後学習 授業中に解説した内容の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義、事例研究
面接授業（対面授業）を基本とするが、研究科が認めた学生が遠隔授業（オンライン授業）で履修できる
よう、
ハイブリッド型授業（Webex、Zoom、CoursePower）として実施する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 期末レポート（CoursePower提出）
2 平常点  In-class Points 70% 授業後の課題（CoursePower提出）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 一般財団法人リスクマネジメント協会

タイトル/Title リスクの認識力を高める　リスクマネジメント基礎講座
出版社/Publisher 一般財団法人リスクマネジメント協会
出版年/Published year 2015年
ISBN 9784990746629
価格/Price 2,500円＋税

参考書/Reference books
1 著者名/Author 危機管理研究会

タイトル/Title ケースブック　あなたの組織を守る危機管理
出版社/Publisher ぎょうせい
出版年/Published year 2012年
ISBN 9784324092583
価格/Price 4,762円＋税

メッセージ/Message
リスク・マネジメントやコンプライアンスに精通した人材を育成していく。

その他/Others
リスク・マネジメントやコンプライアンスに関する企業への経営コンサルティングの実務経験を活かして
授業を展開する。

キーワード/Keywords
リスク  不確実性  リスクマネジメント  クライシスマネジメント  コンプライアンス  レジリエンス  
戦略的思考  意思決定  経営行動
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