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 この冊子は、講義の内容やテキストなどを紹介しています。履修科目の決定や日頃の

勉学に役立ててください。 

 

１．修了のための履修要件等は『大学院要覧』を参照してください。 

２. 経営学研究科の「科目表」には、都合により開講していない科目もありますので、 

  注意してください。 

３. 講義、演習の配当年、セメスター等は、時間割で確認してください。 
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①この期間にOCU UNIPAにログインすること

＊登録する科目がない場合は、何も登録せずに「最終確認へ」に続いて「提出」を

クリックし「履修登録が完了しました」の表示になったことを確認してください。

②Web履修システムから登録できない科目（事前申請が必要な科目）

対象：他研究科、学部開講科目

教職に関する科目 提出期限：4/1(木) SC教務担当に要相談

下記時間帯は

メンテナンスの

ため、システム

利用できませ

ん。

深夜2：00～

5：00

①この時点での履修登録内容が確定となる。「学生時間割表」にて履修登録内容を確認

すること。

①この期間にOCU UNIPAで履修内容を確認し、登録内容に誤りがある場合

は修正をすること

②書類で提出した科目が、登録できているかを確認すること

・修正登録期間を過ぎてからの登録・修正・削除は認められない

・エラー表示科目を期間内に修正しないときは、当該科目の登録は無効となる

4/20(火)

大学院履修登録の流れ

履修登録

修正期間
《OCU UNIPA》

授業開始

履修登録の確認

（最終確認）
《OCU UNIPA》

履修登録期間
《OCU UNIPA》

【在学生】

成績通知書確認

履修計画

【新入生】

新入生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

履修計画

【在学生】

①成績通知書を確認し、履修計画をたてること

【新入生】

①前期は新入生ガイダンスを受け、履修計画を立てること

時間割表で確認し受講科目を決定すること

②後期は在学生と同じ

【在学生】

3/19(金)

【新入生】

4/1(木)

4/1(木)

～4/3(土)

4/8(木)～

前期

4/9（金）17：00

～17：30及び

下記時間帯は

メンテナンスの

ため、システム

利用できませ

ん。

深夜2：00～

5：00

4/8(木)～

4/15(金)



２０２１年度学年暦 

 

 

学 年 開 始   ４月 １日（木） 

新入生ガイダンス   ４月 １日（木） 

入 学 式   ４月 ６日（火） 

前期授業開始日   ４月 ８日（木） 

創 立 記 念 日   ６月 １日（火）通常どおり授業実施 

授業・試験期間   ７月２６日（月）～ ８月 ６日（金） 

夏 季 休 業   ８月 ７日（土）～ ９月１５日（水） 

研 修 期 間   ９月１６日（木）～ ９月３０日（木） 

後期授業開始日  １０月 １日（金） 

振 替 授 業 日  １１月 ４日（木） 月曜日の授業を実施 

冬 季 休 業  １２月２４日（金）～ １月 ６日（木） 

振 替 授 業 日   １月１６日（木） 金曜日の授業を実施 

授業・試験期間   １月２８日（金）～ ２月１０日（木） 

研 修 期 間   ２月１４日（月）～ ３月１８日（金） 

春 季 休 業   ３月１９日（土）～ 

 

※ 振替授業日   ― 各曜日に一定の授業回数を確保するため、授業回数が多い曜日

に授業回数が少ない曜日の授業を行う。 

※ 研修期間    ― 集中講義や補講などが行われることがある。 

※ 授業・試験期間 ― 定期試験や授業を行う。 

※ 修了式     ― 日程確定後、OCU UNIPAに掲載します。 

 

  



 

 

 

 

近年、祝日の増加・変更や大学行事に伴う休講措置等により、授業・試験にあてること

のできる日数が減少しています。そこで、本学では振替授業（・試験）日を設けるととも

に、さらに回数が不足する場合は、休業期間や研修期間に授業・試験を実施する場合があ

ります。 

 

 

☆ 参 考 

 ・新入生歓迎祭（ふたば祭）開催に伴う休講 

  ４月１６日（金）３～５時限 

  ［歓迎祭開催日程：４月１６日（金）午後～、１７日（土）終日］ 

 

 ・大学祭開催に伴う休講 

  １１月１日（月）全時限 

  ［大学祭開催日程：１０月３０日（土）～１１月１日（月）］ 

 

 ・大学入学共通テスト準備に伴う休講 

  ２０２２年１月１４日（金）全時限 

  ［大学入学共通テスト：１月１５日（土）・１６日（日）］ 

振替授業日及び試験期間について 



《共通科目》

経営管理論 吉村 定量的方法論研究 （川島）

経営史 中瀬 定性的方法論研究 オムニバス

コーポレートファイナンス論 翟 システムズメソドロジー研究

経営戦略論 山田

マーケティング戦略論 小沢

原価計算論 卜 （プログラム専門科目）

マーケティング論 小林 アジア企業論研究 李

消費者行動論 圓丸 比較企業論研究 李

経営組織論研究 王（亦） アジア金融論研究 王（東）

証券分析論 宮川 アジア経済論研究 王（東）

財務会計論 浅野 アジア産業論研究 森澤

企業分析論 石川 日本企業論研究 西尾

統計分析論 高田

産業統計論 藤井

国際経営論 石井 （ワークショップ）

国際会計論 小形 アジア・ビジネス・ワークショップⅠ 李

国際金融論 神野 アジア・ビジネス・ワークショップⅡ 王（東）

貿易論 高橋

国際産業立地論 鈴木

金融論 清田

金融機関論 北野

流通組織論 二宮

産業論 牧

地域経営論 本多

地域再生論 藤塚

地域経済論 松永

産業集積論 立見

公会計論 廣瀬

社会関連会計論 向山

環境政策論 除本

技術論 田口

国際戦略会計論 岡野

《アジア・ビジネス研究プログラム科目》

《専門科目（常勤教員担当）》

《専門科目（兼任教員担当）》



■前期博士課程

科目名 ページ 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

定量的方法論研究 （川島） 前期 共通 ― ― ― 講義

定性的方法論研究 オムニバス 前期 共通 ― ― ― 講義

システムズメソドロジー研究 前期 共通 ― ― ― 講義

経営管理論研究 吉村 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営管理論研究演習 吉村 前期 専門 経 戦略 経営 演習

経営労務論研究 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営労務論研究演習 前期 専門 経 戦略 経営 演習

経営史研究 中瀬 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営史研究演習 中瀬 前期 専門 経 戦略 経営 演習

コーポレートファイナンス論研究 翟 前期 専門 経 戦略 経営 講義

コーポレートファイナンス論研究演習 翟 前期 専門 経 戦略 経営 演習

戦略経営論研究 前期 専門 経 戦略 経営 講義

戦略経営論研究演習 前期 専門 経 戦略 経営 演習

経営戦略論研究 山田 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営戦略論研究演習 前期 専門 経 戦略 経営 演習

マーケティング戦略論研究 小沢 前期 専門 経 戦略 経営 講義

マーケティング戦略論研究演習 小沢 前期 専門 経 戦略 経営 演習

コストマネジメント論研究 前期 専門 経 戦略 会計 講義

コストマネジメント論研究演習 前期 専門 経 戦略 会計 演習

原価計算論研究 卜 前期 専門 経 戦略 会計 講義

原価計算論研究演習 卜 前期 専門 経 戦略 会計 演習

マーケティング論研究 小林 前期 専門 商 戦略 金/流 講義

マーケティング論研究演習 小林 前期 専門 商 戦略 金/流 演習

消費者行動論研究 圓丸 前期 専門 商 戦略 金/流 講義

消費者行動論研究演習 圓丸 前期 専門 商 戦略 金/流 演習

リスクマネジメント論研究 前期 専門 商 戦略 産/地 講義

リスクマネジメント論研究演習 前期 専門 商 戦略 産/地 演習

経営組織論研究 王（亦） 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営組織論研究演習 王（亦） 前期 専門 経 戦略 経営 演習

オペレーションズマネジメント論研究 前期 専門 経 情報 経営 講義

オペレーションズマネジメント論研究演習 前期 専門 経 情報 経営 演習

生産システム論研究 前期 専門 経 情報 経営 講義

生産システム論研究演習 前期 専門 経 情報 経営 演習

証券分析論研究 宮川 前期 専門 経 情報 経営 講義

証券分析論研究演習 宮川 前期 専門 経 情報 経営 演習

財務会計論研究 浅野 前期 専門 経 情報 会計 講義

財務会計論研究演習 浅野 前期 専門 経 情報 会計 演習

会計情報論研究 前期 専門 経 情報 会計 講義

会計情報論研究演習 前期 専門 経 情報 会計 演習

企業分析論研究 石川 前期 専門 経 情報 会計 講義

企業分析論研究演習 石川 前期 専門 経 情報 会計 演習

流通システム論研究 前期 専門 商 情報 金/流 講義

流通システム論研究演習 前期 専門 商 情報 金/流 演習

統計分析論研究 高田 前期 専門 商 情報 金/流 講義

統計分析論研究演習 高田 前期 専門 商 情報 金/流 演習

産業統計論研究 藤井 前期 専門 商 情報 産/地 講義

産業統計論研究演習 藤井 前期 専門 商 情報 産/地 演習

国際経営論研究 石井 前期 専門 経 国際 経営 講義

国際経営論研究演習 石井 前期 専門 経 国際 経営 演習

国際戦略会計論研究 ○岡野 前期 専門 経 国際 会計 講義

国際戦略会計論研究演習 ○岡野 前期 専門 経 国際 会計 演習

国際会計論研究 小形 前期 専門 経 国際 会計 講義

国際会計論研究演習 小形 前期 専門 経 国際 会計 演習

国際金融論研究 神野 前期 専門 商 国際 金/流 講義

国際金融論研究演習 神野 前期 専門 商 国際 金/流 演習

開発金融論研究 前期 専門 商 国際 金/流 講義

開発金融論研究演習 前期 専門 商 国際 金/流 演習

《共通科目》

《専門科目》

【戦略経営】

【経営情報】

【国際ビジネス】



科目名 ページ 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

貿易論研究 高橋 前期 専門 商 国際 金/流 講義

貿易論研究演習 高橋 前期 専門 商 国際 金/流 演習

証券市場論研究 前期 専門 商 国際 金/流 講義

証券市場論研究演習 前期 専門 商 国際 金/流 演習

国際産業立地論研究 鈴木 前期 専門 商 国際 産/地 講義

国際産業立地論研究演習 鈴木 前期 専門 商 国際 産/地 演習

ベンチャー経営論研究 前期 専門 経 創造 経営 講義

ベンチャー経営論研究演習 前期 専門 経 創造 経営 演習

企業形態論研究 前期 専門 経 創造 経営 講義

企業形態論研究演習 前期 専門 経 創造 経営 演習

商業論研究 前期 専門 商 創造 金/流 講義

商業論研究演習 前期 専門 商 創造 金/流 演習

金融論研究 清田 前期 専門 商 創造 金/流 講義

金融論研究演習 清田 前期 専門 商 創造 金/流 演習

金融機関論研究 北野 前期 専門 商 創造 金/流 講義

金融機関論研究演習 北野 前期 専門 商 創造 金/流 演習

流通組織論研究 二宮 前期 専門 商 創造 金/流 講義

流通組織論研究演習 二宮 前期 専門 商 創造 金/流 演習

産業論研究 牧 前期 専門 商 創造 産/地 講義

産業論研究演習 牧 前期 専門 商 創造 産/地 演習

産業史研究 前期 専門 商 創造 産/地 講義

産業史研究演習 前期 専門 商 創造 産/地 演習

地域経営論研究 本多 前期 専門 商 創造 産/地 講義

地域経営論研究演習 本多 前期 専門 商 創造 産/地 演習

地域再生論研究 藤塚 前期 専門 商 創造 産/地 講義

地域再生論研究演習 藤塚 前期 専門 商 創造 産/地 演習

地域経済論研究 松永 前期 専門 商 創造 産/地 講義

地域経済論研究演習 松永 前期 専門 商 創造 産/地 演習

産業集積論研究 立見 前期 専門 商 創造 産/地 講義

産業集積論研究演習 立見 前期 専門 商 創造 産/地 演習

多文化経営論研究 前期 専門 経 パブ 経営 講義

多文化経営論研究演習 前期 専門 経 パブ 経営 演習

組織間関係論研究 前期 専門 経 パブ 経営 講義

組織間関係論研究演習 前期 専門 経 パブ 経営 演習

公会計論研究 廣瀬 前期 専門 経 パブ 会計 講義

公会計論研究演習 廣瀬 前期 専門 経 パブ 会計 演習

社会関連会計論研究 向山 前期 専門 経 パブ 会計 講義

社会関連会計論研究演習 向山 前期 専門 経 パブ 会計 演習

環境政策論研究 除本 前期 専門 商 パブ 産/地 講義

環境政策論研究演習 除本 前期 専門 商 パブ 産/地 演習

技術論研究 田口 前期 専門 商 パブ 産/地 講義

技術論研究演習 田口 前期 専門 商 パブ 産/地 演習

交通論研究 前期 専門 商 パブ 産/地 講義

交通論研究演習 前期 専門 商 パブ 産/地 演習

【産業創造】

【パブリック環境経営】



アジア企業論研究 李 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

比較企業論研究 李 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

アジア金融論研究 王 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

アジア経済論研究 王 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

アジア産業論研究 ☆森澤 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

日本企業論研究 ☆西尾 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

アジア・ビジネス研究演習１－Ａ・２－Ａ 李 前期 プログラム ＧＢ ― ― 演習

アジア・ビジネス研究演習１－Ｂ・２－Ｂ ☆森澤 前期 プログラム ＧＢ ― ― 演習

アジア・ビジネス研究演習１－Ａ・２－Ａ 王 前期 プログラム ＧＢ ― ― 演習

アジア・ビジネス研究演習１－Ｂ・２－Ｂ ☆西尾 前期 プログラム ＧＢ ― ― 演習

アジア・ビジネス・ワークショップⅠ 李 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

アジア・ビジネス・ワークショップⅡ 王 前期 プログラム ＧＢ ― ― 講義

氏名に○印のある教員は指導教員にはならない ☆印は特任教員 ○印は兼担教員 （　）講師

《専門科目》

《演習科目》

《ワークショップ》

【アジア・ビジネス研究プログラム科目】



■後期博士課程

科目名 ページ 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

経営管理論特殊研究 吉村 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営管理論特殊研究演習 吉村 後期 専門 経 戦略 経営 演習

経営労務論特殊研究 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営労務論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 経営 演習

経営史特殊研究 中瀬 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営史特殊研究演習 中瀬 後期 専門 経 戦略 経営 演習

コーポレートファイナンス論特殊研究 翟 後期 専門 経 戦略 経営 講義

コーポレートファイナンス論特殊研究演習 翟 後期 専門 経 戦略 経営 演習

戦略経営論特殊研究 後期 専門 経 戦略 経営 講義

戦略経営論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 経営 演習

経営戦略論特殊研究 山田 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営戦略論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 経営 演習

マーケティング戦略論特殊研究 小沢 後期 専門 経 戦略 経営 講義

マーケティング戦略論特殊研究演習 小沢 後期 専門 経 戦略 経営 演習

コストマネジメント論特殊研究 後期 専門 経 戦略 会計 講義

コストマネジメント論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 会計 演習

原価計算論特殊研究 卜 後期 専門 経 戦略 会計 講義

原価計算論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 会計 演習

マーケティング論特殊研究 小林 後期 専門 商 戦略 金/流 講義

マーケティング論特殊研究演習 小林 後期 専門 商 戦略 金/流 演習

消費者行動論特殊研究 圓丸 後期 専門 商 戦略 金/流 講義

消費者行動論特殊研究演習 後期 専門 商 戦略 金/流 演習

リスクマネジメント論特殊研究 後期 専門 商 戦略 産/地 講義

リスクマネジメント論特殊研究演習 後期 専門 商 戦略 産/地 演習

経営組織論特殊研究 王（亦） 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営組織論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 経営 演習

オペレーションズマネジメント論特殊研究 後期 専門 経 情報 経営 講義

オペレーションズマネジメント論特殊研究演習 後期 専門 経 情報 経営 演習

生産システム論特殊研究 後期 専門 経 情報 経営 講義

生産システム論特殊研究演習 後期 専門 経 情報 経営 演習

証券分析論特殊研究 宮川 後期 専門 経 情報 経営 講義

証券分析論特殊研究演習 宮川 後期 専門 経 情報 経営 演習

財務会計論特殊研究 浅野 後期 専門 経 情報 会計 講義

財務会計論特殊研究演習 浅野 後期 専門 経 情報 会計 演習

会計情報論特殊研究 後期 専門 経 情報 会計 講義

会計情報論特殊研究演習 後期 専門 経 情報 会計 演習

企業分析論特殊研究 石川 後期 専門 経 情報 会計 講義

企業分析論特殊研究演習 石川 後期 専門 経 情報 会計 演習

流通システム論特殊研究 後期 専門 商 情報 金/流 講義

流通システム論特殊研究演習 後期 専門 商 情報 金/流 演習

統計分析論特殊研究 高田 後期 専門 商 情報 金/流 講義

統計分析論特殊研究演習 高田 後期 専門 商 情報 金/流 演習

産業統計論特殊研究 藤井 後期 専門 商 情報 産/地 講義

産業統計論特殊研究演習 藤井 後期 専門 商 情報 産/地 演習

国際経営論特殊研究 石井 後期 専門 経 国際 経営 講義

国際経営論特殊研究演習 石井 後期 専門 経 国際 経営 演習

国際戦略会計論特殊研究 ○岡野 後期 専門 経 国際 会計 講義

国際戦略会計論特殊研究演習 ○岡野 後期 専門 経 国際 会計 演習

国際会計論特殊研究 小形 後期 専門 経 国際 会計 講義

国際会計論特殊研究演習 後期 専門 経 国際 会計 演習

国際金融論特殊研究 神野 後期 専門 商 国際 金/流 講義

国際金融論特殊研究演習 神野 後期 専門 商 国際 金/流 演習

開発金融論特殊研究 後期 専門 商 国際 金/流 講義

開発金融論特殊研究演習 後期 専門 商 国際 金/流 演習

貿易論特殊研究 高橋 後期 専門 商 国際 金/流 講義

貿易論特殊研究演習 高橋 後期 専門 商 国際 金/流 演習

証券市場論特殊研究 後期 専門 商 国際 金/流 講義

《専門科目》

【戦略経営】

【経営情報】

【国際ビジネス】



科目名 ページ 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

証券市場論特殊研究演習 後期 専門 商 国際 金/流 演習

国際産業立地論特殊研究 鈴木 後期 専門 商 国際 産/地 講義

国際産業立地論特殊研究演習 鈴木 後期 専門 商 国際 産/地 演習

ベンチャー経営論特殊研究 後期 専門 経 創造 経営 講義

ベンチャー経営論特殊研究演習 後期 専門 経 創造 経営 演習

企業形態論特殊研究 後期 専門 経 創造 経営 講義

企業形態論特殊研究演習 後期 専門 経 創造 経営 演習

商業論特殊研究 後期 専門 商 創造 金/流 講義

商業論特殊研究演習 後期 専門 商 創造 金/流 演習

金融論特殊研究 清田 後期 専門 商 創造 金/流 講義

金融論特殊研究演習 清田 後期 専門 商 創造 金/流 演習

金融機関論特殊研究 北野 後期 専門 商 創造 金/流 講義

金融機関論特殊研究演習 後期 専門 商 創造 金/流 演習

流通組織論特殊研究 二宮 後期 専門 商 創造 金/流 講義

流通組織論特殊研究演習 後期 専門 商 創造 金/流 演習

産業論特殊研究 牧 後期 専門 商 創造 産/地 講義

産業論特殊研究演習 後期 専門 商 創造 産/地 演習

産業史特殊研究 後期 専門 商 創造 産/地 講義

産業史特殊研究演習 後期 専門 商 創造 産/地 演習

地域経営論特殊研究 本多 後期 専門 商 創造 産/地 講義

地域経営論特殊研究演習 本多 後期 専門 商 創造 産/地 演習

地域再生論特殊研究 藤塚 後期 専門 商 創造 産/地 講義

地域再生論特殊研究演習 藤塚 後期 専門 商 創造 産/地 演習

地域経済論特殊研究 松永 後期 専門 商 創造 産/地 講義

地域経済論特殊研究演習 後期 専門 商 創造 産/地 演習

産業集積論特殊研究 立見 後期 専門 商 創造 産/地 講義

産業集積論特殊研究演習 立見 後期 専門 商 創造 産/地 演習

多文化経営論特殊研究 後期 専門 経 パブ 経営 講義

多文化経営論特殊研究演習 後期 専門 経 パブ 経営 演習

組織間関係論特殊研究 後期 専門 経 パブ 経営 講義

組織間関係論特殊研究演習 後期 専門 経 パブ 経営 演習

公会計論特殊研究 廣瀬 後期 専門 経 パブ 会計 講義

公会計論特殊研究演習 後期 専門 経 パブ 会計 演習

社会関連会計論特殊研究 向山 後期 専門 経 パブ 会計 講義

社会関連会計論特殊研究演習 向山 後期 専門 経 パブ 会計 演習

環境政策論特殊研究 除本 後期 専門 商 パブ 産/地 講義

環境政策論特殊研究演習 除本 後期 専門 商 パブ 産/地 演習

技術論特殊研究 田口 後期 専門 商 パブ 産/地 講義

技術論特殊研究演習 田口 後期 専門 商 パブ 産/地 演習

交通論特殊研究 後期 専門 商 パブ 産/地 講義

交通論特殊研究演習 後期 専門 商 パブ 産/地 演習

氏名に○印のある教員は指導教員にはならない ☆印は特任教員 ○印は兼担教員 （　）講師

【パブリック環境経営】

【産業創造】



経営学研究科専門科目　科目ナンバーについて

研究科 連番

1 8・9.10

M 前期博士課程 1 共通科目 L 講義 B 経営学 0 全学年 0 全学年

D 後期博士課程 2 学際科目 S 演習 C 商学 2 2年 1 1年

3 専門科目 T 論文 G GB 3 3年 2 2年

4 プログラム科目 R 課題 Ｏ その他 3 3年

Ｏ 口述

C

2 3 4 5 6 7

　科目ナンバリングとは、「授業科目に適切な番号を付し分類することで学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を
明示する仕組みです。経営学研究科では、各科目講義概要中に表記しています。

課程 科目分野 授業内容 学位 学習段階 対象学年



【前期博士課程】修士論文を作成するコース　講義・演習

科目授業名 授業代表教員氏名 ページ数

定量的方法論研究 川島　隆志 ・・・・・・・・ 6

定性的方法論研究 小沢　貴史 ・・・・・・・・ 7

経営管理論研究 吉村　典久 ・・・・・・・・ 8

経営史研究 中瀬　哲史 ・・・・・・・・ 9

コーポレートファイナンス論研究 テキ　林瑜 ・・・・・・・・ 10

経営戦略論研究 山田　仁一郎 ・・・・・・・・ 11

マーケティング戦略論研究 小沢　貴史 ・・・・・・・・ 12

原価計算論研究 卜　志強 ・・・・・・・・ 13

マーケティング論研究 小林　哲 ・・・・・・・・ 14

消費者行動論研究 圓丸　哲麻 ・・・・・・・・ 15

経営組織論研究 王　亦軒 ・・・・・・・・ 16

証券分析論研究 宮川　壽夫 ・・・・・・・・ 17

財務会計論研究 浅野　信博 ・・・・・・・・ 18

企業分析論研究 石川　博行 ・・・・・・・・ 19

統計分析論研究 高田　輝子 ・・・・・・・・ 20

産業統計論研究 藤井　輝明 ・・・・・・・・ 21

国際経営論研究 石井　真一 ・・・・・・・・ 22

国際戦略会計論研究 岡野　浩 ・・・・・・・・ 23

国際会計論研究 小形　健介 ・・・・・・・・ 24

国際金融論研究 神野　光指郎 ・・・・・・・・ 25

貿易論研究 高橋　信弘 ・・・・・・・・ 26

金融論研究 清田　匡 ・・・・・・・・ 27

金融機関論研究 北野　友士 ・・・・・・・・ 28

流通組織論研究 二宮　麻里 ・・・・・・・・ 29

産業論研究 牧　良明 ・・・・・・・・ 30

地域経営論研究 本多　哲夫 ・・・・・・・・ 31

地域再生論研究 藤塚　吉浩 ・・・・・・・・ 32

地域経済論研究 松永　桂子 ・・・・・・・・ 33

産業集積論研究 立見　淳哉 ・・・・・・・・ 34

公会計論研究 廣瀬　喜貴 ・・・・・・・・ 35

社会関連会計論研究 向山　敦夫 ・・・・・・・・ 36

技術論研究 田口　直樹 ・・・・・・・・ 37

経営管理論研究演習1 吉村　典久 ・・・・・・・・ 38

経営管理論研究演習2 吉村　典久 ・・・・・・・・ 39

経営史研究演習1 中瀬　哲史 ・・・・・・・・ 40

経営史研究演習2 中瀬　哲史 ・・・・・・・・ 41

コーポレートファイナンス論研究演習1 テキ　林瑜 ・・・・・・・・ 42

コーポレートファイナンス論研究演習2 テキ　林瑜 ・・・・・・・・ 43

1 



科目授業名 授業代表教員氏名 ページ数

マーケティング戦略論研究演習1 小沢　貴史 ・・・・・・・・ 44

マーケティング戦略論研究演習2 小沢　貴史 ・・・・・・・・ 45

原価計算論研究演習1 卜　志強 ・・・・・・・・ 46

原価計算論研究演習2 卜　志強 ・・・・・・・・ 47

マーケティング論研究演習1 小林　哲 ・・・・・・・・ 48

マーケティング論研究演習2 小林　哲 ・・・・・・・・ 49

消費者行動論研究演習1 圓丸　哲麻 ・・・・・・・・ 50

消費者行動論研究演習2 圓丸　哲麻 ・・・・・・・・ 51

経営組織論研究演習１ 王　亦軒 ・・・・・・・・ 52

経営組織論研究演習２ 王　亦軒 ・・・・・・・・ 53

証券分析論研究演習1 宮川　壽夫 ・・・・・・・・ 54

証券分析論研究演習2 宮川　壽夫 ・・・・・・・・ 55

財務会計論研究演習1 浅野　信博 ・・・・・・・・ 56

財務会計論研究演習2 浅野　信博 ・・・・・・・・ 57

企業分析論研究演習1 石川　博行 ・・・・・・・・ 58

企業分析論研究演習2 石川　博行 ・・・・・・・・ 59

統計分析論研究演習1 高田　輝子 ・・・・・・・・ 60

統計分析論研究演習2 高田　輝子 ・・・・・・・・ 61

産業統計論研究演習1 藤井　輝明 ・・・・・・・・ 62

産業統計論研究演習2 藤井　輝明 ・・・・・・・・ 63

国際経営論研究演習1 石井　真一 ・・・・・・・・ 64

国際経営論研究演習2 石井　真一 ・・・・・・・・ 65

国際戦略会計論研究演習1 岡野　浩 ・・・・・・・・ 66

国際戦略会計論研究演習2 岡野　浩 ・・・・・・・・ 67

国際会計論研究演習1 小形　健介 ・・・・・・・・ 68

国際会計論研究演習2 小形　健介 ・・・・・・・・ 69

国際金融論研究演習1 神野　光指郎 ・・・・・・・・ 70

国際金融論研究演習2 神野　光指郎 ・・・・・・・・ 71

貿易論研究演習1 高橋　信弘 ・・・・・・・・ 72

貿易論研究演習2 高橋　信弘 ・・・・・・・・ 73

国際産業立地論研究演習1 鈴木　洋太郎 ・・・・・・・・ 74

国際産業立地論研究演習2 鈴木　洋太郎 ・・・・・・・・ 75

金融論研究演習1 清田　匡 ・・・・・・・・ 76

金融論研究演習2 清田　匡 ・・・・・・・・ 77

金融機関論研究演習1 北野　友士 ・・・・・・・・ 78

金融機関論研究演習2 北野　友士 ・・・・・・・・ 79

流通組織論研究演習1 二宮　麻里 ・・・・・・・・ 80

流通組織論研究演習2 二宮　麻里 ・・・・・・・・ 81
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科目授業名 授業代表教員氏名 ページ数

産業論研究演習1 牧　良明 ・・・・・・・・ 82

産業論研究演習2 牧　良明 ・・・・・・・・ 83

地域経営論研究演習1 本多　哲夫 ・・・・・・・・ 84

地域経営論研究演習2 本多　哲夫 ・・・・・・・・ 85

地域再生論研究演習1 藤塚　吉浩 ・・・・・・・・ 86

地域再生論研究演習2 藤塚　吉浩 ・・・・・・・・ 87

地域経済論研究演習1 松永　桂子 ・・・・・・・・ 88

地域経済論研究演習2 松永　桂子 ・・・・・・・・ 89

産業集積論研究演習1 立見　淳哉 ・・・・・・・・ 90

産業集積論研究演習2 立見　淳哉 ・・・・・・・・ 91

公会計論研究演習1 廣瀬　喜貴 ・・・・・・・・ 92

公会計論研究演習2 廣瀬　喜貴 ・・・・・・・・ 93

社会関連会計論研究演習1 向山　敦夫 ・・・・・・・・ 94

社会関連会計論研究演習2 向山　敦夫 ・・・・・・・・ 95

技術論研究演習1 田口　直樹 ・・・・・・・・ 96

技術論研究演習2 田口　直樹 ・・・・・・・・ 97

修士論文 各教員 ・・・・・・・・ 98

【後期博士課程】講義・演習

科目授業名 授業代表教員氏名 ページ数

経営管理論特殊研究 吉村　典久 ・・・・・・・・ 99

経営史特殊研究 中瀬　哲史 ・・・・・・・・ 100

コーポレートファイナンス論特殊研究 テキ　林瑜 ・・・・・・・・ 101

経営戦略論特殊研究 山田　仁一郎 ・・・・・・・・ 102

マーケティング戦略論特殊研究 小沢　貴史 ・・・・・・・・ 103

原価計算論特殊研究 卜　志強 ・・・・・・・・ 104

マーケティング論特殊研究 小林　哲 ・・・・・・・・ 105

消費者行動論特殊研究 圓丸　哲麻 ・・・・・・・・ 106

経営組織論特殊研究 王　亦軒 ・・・・・・・・ 107

証券分析論特殊研究 宮川　壽夫 ・・・・・・・・ 108

財務会計論特殊研究 浅野　信博 ・・・・・・・・ 109

企業分析論特殊研究 石川　博行 ・・・・・・・・ 110

統計分析論特殊研究 高田　輝子 ・・・・・・・・ 111

産業統計論特殊研究 藤井　輝明 ・・・・・・・・ 112

国際経営論特殊研究 石井　真一 ・・・・・・・・ 113

国際戦略会計論特殊研究 岡野　浩 ・・・・・・・・ 114

国際会計論特殊研究 小形　健介 ・・・・・・・・ 115

国際金融論特殊研究 神野　光指郎 ・・・・・・・・ 116

貿易論特殊研究 高橋　信弘 ・・・・・・・・ 117
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科目授業名 授業代表教員氏名 ページ数

国際産業立地論特殊研究 鈴木　洋太郎 ・・・・・・・・ 118

金融論特殊研究 清田　匡 ・・・・・・・・ 119

金融機関論特殊研究 北野　友士 ・・・・・・・・ 120

流通組織論特殊研究 二宮　麻里 ・・・・・・・・ 121

産業論特殊研究 牧　良明 ・・・・・・・・ 122

地域経営論特殊研究 本多　哲夫 ・・・・・・・・ 123

地域再生論特殊研究 藤塚　吉浩 ・・・・・・・・ 124

地域経済論特殊研究 松永　桂子 ・・・・・・・・ 125

産業集積論特殊研究 立見　淳哉 ・・・・・・・・ 126

公会計論特殊研究 廣瀬　喜貴 ・・・・・・・・ 127

社会関連会計論特殊研究 向山　敦夫 ・・・・・・・・ 128

技術論特殊研究 田口　直樹 ・・・・・・・・ 129

経営管理論特殊研究演習 吉村　典久 ・・・・・・・・ 130

経営史特殊研究演習 中瀬　哲史 ・・・・・・・・ 131

コーポレートファイナンス論特殊研究演習 テキ　林瑜 ・・・・・・・・ 132

マーケティング戦略論特殊研究演習 小沢　貴史 ・・・・・・・・ 133

マーケティング論特殊研究演習 小林　哲 ・・・・・・・・ 134

証券分析論特殊研究演習 宮川　壽夫 ・・・・・・・・ 135

財務会計論特殊研究演習 浅野　信博 ・・・・・・・・ 136

企業分析論特殊研究演習 石川　博行 ・・・・・・・・ 137

統計分析論特殊研究演習 高田　輝子 ・・・・・・・・ 138

産業統計論特殊研究演習 藤井　輝明 ・・・・・・・・ 139

国際経営論特殊研究演習 石井　真一 ・・・・・・・・ 140

国際戦略会計論特殊研究演習 岡野　浩 ・・・・・・・・ 141

国際金融論特殊研究演習 神野　光指郎 ・・・・・・・・ 142

貿易論特殊研究演習 高橋　信弘 ・・・・・・・・ 143

国際産業立地論特殊研究演習 鈴木　洋太郎 ・・・・・・・・ 144

金融論特殊研究演習 清田　匡 ・・・・・・・・ 145

地域経営論特殊研究演習 本多　哲夫 ・・・・・・・・ 146

地域再生論特殊研究演習 藤塚　吉浩 ・・・・・・・・ 147

産業集積論特殊研究演習 立見　淳哉 ・・・・・・・・ 148

社会関連会計論特殊研究演習 向山　敦夫 ・・・・・・・・ 149

技術論特殊研究演習 田口　直樹 ・・・・・・・・ 150

博士論文 各教員 ・・・・・・・・ 151
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【前期博士課程】アジア・ビジネス研究プログラム　講義・演習（共通科目・関連科目含む）

科目授業名 授業代表教員氏名 ページ数

定量的方法論研究 川島　隆志 ・・・・・・・・ 152

定性的方法論研究 小沢　貴史 ・・・・・・・・ 153

貿易論研究 高橋　信弘 ・・・・・・・・ 154

比較企業論研究 李　捷生 ・・・・・・・・ 155

アジア経済論研究 王　東明 ・・・・・・・・ 156

日本企業論研究 西尾　圭一郎 ・・・・・・・・ 157

アジア・ビジネス・ワークショップⅡ 王　東明 ・・・・・・・・ 158

アジア・ビジネス研究演習1-A 王　東明 ・・・・・・・・ 159

アジア・ビジネス研究演習1-B 西尾　圭一郎 ・・・・・・・・ 160

アジア・ビジネス研究演習2-A 李　捷生 ・・・・・・・・ 161

アジア・ビジネス研究演習2-B 森澤　恵子 ・・・・・・・・ 162

課題研究論文 各教員 ・・・・・・・・ 163
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評価方法

講義への協力度（発表）。<20%>
グループ・ディスカッション、演習への参画態度。<10%>
期末レポートにて評価する。<70%>

受講生へのコメント

統計学を習得する講義ではなく、どのように統計学を利用して、研究論文を書くのかを習得していただくのが目的である。
優れた実証研究論文を書きたいと願っている学生は、ぜひ受講していただきたい。

教材

テキストは使用しない。参考図書は講義中に適宜指示する。

授業の到達目標

定量的方法論による論文を読む力をつけることを第一目標とし、最終目標は、研究論文において定量的方法論を駆使できる力
をつけることである。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
各回の予定は以下の通り。但し、状況を見て、ディスカッションの方法は、変更する可能性はある。
第1回： イントロダクション
第2回： リサーチ・デザイン
第3回： 調査項目の設定（変数による思考）、調査テーマのディスカッション①
第4回： 調査票の作成・調査項目ディスカッション、調査票の作成・調査項目ディスカッション
第5回： 統計解析手法　クロス集計、仮説検定、調査項目ディスカッション
第6回： 統計解析手法　相関分析、分散分析、調査項目ディスカッション
第7回： 統計解析手法　回帰分析、調査項目ディスカッション
第8回： 統計解析手法　因子分析、信頼性分析、調査企画ディスカッション
第9回：  統計解析手法　クラスター分析、判別分析、調査企画ディスカッション
第10回：統計解析手法　さまざまな多変量解析
第11回： アンケート集計・解析
第12回：アンケート集計・解析
第13回： 演習の発表(1)
第14回： 演習の発表(2)

事前・事後学習の内容

事前学習：講義の中で指定する課題を学習、専門用語等の下調べ
事後学習：レジュメおよび課題・ワークショップについて復習する

担当教員氏名（代表含む） 川島　隆志

履修上の制限

科目の主題

本講義は、大学院で研究論文を作成するに際して、実証研究におけるリサーチの基本的な考え方や技術を習得する。
座学理論の学習はもちろんのこと、定量的方法論による論文にも接してもらう。
また、実際にリサーチを経験していただき、理論をいかに実現するかのハウツーも習得する。

英語科目授業名 Seminar on Quantitative MethodologyLecture

科目ナンバー CM1LO0001.1

単位数 2単位 授業形態 講義／演習

授業コード CM00010011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 定量的方法論研究
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評価方法

各セッションへの貢献度（40％）と、期末レポート（60％）を総合して評価する。
受講者は、講義内容を各自の研究テーマ・関心に引き寄せて理解し、修士課程における自らのリサーチ・プロポーザル（いわ
ば研究デザインの素案であり、必ずしも定性的研究である必要はない）を期末レポートにまとめて提出することが期待され
る。

受講生へのコメント

研究計画と方法があることは、学位取得のための研究遂行の必須要件となる。
また大学院進学の際の研究主題と計画に関する文献リストは、常に更新しなければならない。それらの文献についての研究方
法と調査の設計、および収集・分析するデータの特性などについても確認をしておくことが、独創性のある研究を開始するス
タート地点と言えよう。
各自の研究を構想するとともに、複数の担当教員から、研究のマインドを肌で感じ取り、これから研究を進めていく自身の糧
にしてほしい。

教材

テキスト；明石芳彦『社会科学系論文の書き方』ミネルヴァ書房 2018年

参考書については、担当教員から随時紹介する。
それ以外の主なものを、下記に示す。

１．論文や社会科学の考え方、研究方法論に関連して
石原武政『「論理的」思考のすすめ』有斐閣 2007年
伊丹敬之『創造的論文の書き方』有斐閣 2001年
R.K.イン『ケース・スタディの方法』千倉書房 改訂版 2011年２．経営学に関連して
沼上幹『行為の経営学　経営学における意図せざる結果の探究』白桃書房 2000年
金井壽宏、佐藤郁哉、ギデオン・クンダ、ジョン・ヴァン-マーネン『組織エスノグラフィー』有斐閣 2010年
藤本隆宏、高橋伸夫、新宅純二郎、阿部誠、粕谷誠『リサーチ・マインド　経営学研究法』有斐閣 2005年
ラッセル・ベルグ、アイリーン・フィッシャー、ロバート・V・コジネッツ『消費者理解のための定性的マーケティング・リ
サーチ』碩学舎 2016年３．インタビュー調査の方法と方法論
小池和男『聞きとりの作法』東洋経済新報社 2000年
小池和男、洞口治夫『経営学のフィールド・リサーチ』日本経済新聞社 2006年

授業の到達目標

経営学に関する研究の基本的なリテラシーを取得し、学位論文作成のための基本スキルを身につける。
知的好奇心を覚える不思議なことを、研究テーマとして探る。
社会現象の意味に注目した上で、その現象を説明しようとする方法論を検討する。
組織における人間の意思決定、それに影響を及ぼす諸要因のメカニズムを考察する。

授業内容・授業計画

本講義は、基本的に WebClass を活用した遠隔形式で開講する。コロナ禍の状況が和らいだり、受講人数がごく少数である場
合は、対面での開講も視野に入れる。

自らの研究の妥当性と信頼性を立証するために、また生産性を上げるためにも、「どのような研究課題（ Research Question
）を設定し、どのような研究方法（ Methods ）を用いて、その課題を解明すれば良いか」という研究方法論（ Methodology
）が、不可欠な基礎知識となっている。本講義では、経営学のほか社会学、心理学、文化人類学などの研究方法に言及した文
献も参照しながら、大学院でアカデミック・リサーチに取り組むにあたって最低限は理解しておきたい、社会科学および定性
的研究の特徴と研究方法論を概説する。
また本講義は、複数の教員によるオムニバス形式で行う。各教員によって、開講のスタイルや日時が異なってくる。よって第1
回のセッションにて、各回の開講日時を確認する。

　第1回：はじめに　開講日時の確認と定性的方法論についての概説
　第2回：課題を決めるとは、どういうことか
　第3回：自分の立場を客観視してみる
　第4回：観察単位の捉え方
　第5回：歴史の捉え方
　第6回：論文執筆の進め方；地場／地域産業 編
　第7回：地場産業産地をどうやって調査するか
　第8回・第9回：調査結果をどうやって解釈するか ー理論的な概念を使うー
　第10回〜第13回：論文作成に向けて
　第14回：おわりに　期末レポート（リサーチ・プロポーザル）作成に関する指導

事前・事後学習の内容

指定するテキストを熟読し、各講義に臨むことを、事前学習の基本とする。
講義で学び、受講生間で議論したことを省察し、自分の研究計画づくりに反映させることを、事後学習の基本とする。
マーケティング論や戦略論、組織論、産業集積論、金融論などを問わず、様々な分野の本を余力のあるうちに読んでおくこと
を推奨する。たとえば社会学や心理学、経済学、歴史学、哲学などが挙げられる。自分の関心のある分野の本を無理なく読み
進め、その本の考え方を吸収しておくと、自身の研究に役立つ。

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

近年の社会科学においては、主に統計資料や質問紙調査等によって得られる数量化されたデータを扱う定量的研究（
Quantitative Research ）に加えて、主に社会現象の観察や当事者へのインタビュー、文献・資料の収集・分析等によって得
られる「質的データ」に依拠する「定性的研究」（ Qualitative Research ）の意義と重要性が広く認識されつつある。本講
義では、受講者がこうした定性的研究の方法論と代表的な手法についての基礎的な知識を習得することを目標とする。また適
切な手続きに基いて先行研究をレビューし、学術調査の設計を行うことも重視する。

英語科目授業名 Seminar on Qualitative MethodologyLecture

科目ナンバー CM1LO0001.2

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM00020011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 定性的方法論研究
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評価方法

報告のクオリティー、参加者間の討論のクオリティー、毎回の提出物のクオリティ及び期末レポートにより評価する。

受講生へのコメント

初回の授業の前に、吉村まで連絡をお願いします。
授業の進め方の詳細を説明するため、初回の授業には必ず参加して下さい。
経営学の知識の確認を行うため、第1回目あるいは第2回目に簡単な試験を実施する。当該の試験にて知識の不足が確認された
者には別途、課題を与える。

教材

江川雅子（2018）『現代コーポレートガバナンス 戦略・制度・市場』日本経済新聞出版社。
上記に加え、関連の英語文献などを適宜、配布する。

授業の到達目標

Corporate Governanceに関する基礎的・発展的な議論を体系的に理解する。くわえて、現在、動きを見せている諸現象につい
ても、体系的な枠組みを通して現象の背後にあるメカニズムを探っていく。これらを可能とすることが目標である。

授業内容・授業計画

対面形式で行う。
第１回：コーポレートガバナンスの捉え方
第２回：コーポレートガバナンスの理論
第３回：規律付けのメカニズム
第４回：資本コストと資本政策
第５回：日本の株式会社のしくみ
第６回：戦後日本企業のコーポレートガバナンス
第７回：高まる株式市場と投資家の役割
第８回：激変の時代−−1990年代以降の改革
第９回：取締役及び取締役会の役割
第10回：役員報酬と報酬委員会
第11回：情報開示と内部統制
第12回：エンゲージメントと議決権行使
第13回：Ｍ＆Ａと買収防衛策
第14回：企業を取り巻く多様なステークホルダー

事前・事後学習の内容

早期に教科書を読み通すとともに、各回、事前に関連文献を配布する。担当者を決め、報告を求める。
毎回、大凡、「教科書の1章分」「教科書の各章に関連するアドバンスドな和文献」「教科書の各章に関連するアドバンスドな
洋文献」を読み、全員に要約（A4用紙・1〜2枚程度）の作成・提出を求める。
事後、現在の動向を分析したレポートの作成を求める。

担当教員氏名（代表含む） 吉村　典久

履修上の制限

科目の主題

本講義では、Corporate Governance（企業統治／会社統治）に関わる諸研究について議論する。経営者の任免・監視のあり
方、経営目的をいかように設定するのか。企業経営の前提、土台となる問題について考えていく。

英語科目授業名 Lecture on Theories of Management

科目ナンバー CM3LB0006.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10010011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 経営管理論研究
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評価方法

平常点とレポートによる評価

受講生へのコメント

歴史とは、カビが生えたようなものではありません。今、生きいているこの時にこそ必要なものです。とてもダイナミックな
ものです。そのためにもぜひ現代に対する感覚を養ってください。

教材

テキスト
中瀬哲史（2016）『エッセンシャル経営史』中央経済社。

参考書・参考資料等
E・H・カー（1962）『歴史とは何か』岩波新書、渓内謙（1995）『現代史を学ぶ』岩波新書、大河内暁男（1991）『経営史講
義』東京大学出版会、宮本又郎・阿部武司・宇田川勝・沢井実・橘川武郎（2007）『日本経営史　新装版』有斐閣、宮本又
郎・岡部桂史・平野恭平（2014）『1からの経営史』碩学舎など。また，講義中にも適宜指示する。

授業の到達目標

前期博士課程に在籍する大学院生にとっては、修士論文の執筆は避けて通れないものです。修士論文執筆にあたっては、目に
する現在の企業の経営行動の素早さから、現状分析を志す方は多いと思います。それでは現状分析による修士論文を執筆しよ
うとする大学院生にとって歴史研究は不要でしょうか。実は企業をはじめとする組織は継続性を志向します。
つまり、現在の企業組織、企業の経営行動の意味を理解するためには、そして将来に向かうためには、過去からの積み重ねを
理解しなければなりません。そのため、歴史分析は欠かせません。
　また，歴史研究は論理を重視します。この点で，現状分析を志向する大学院生にとっても歴史研究の学習は有意義なものに
なると思います。
　そこで、本講義では、過去からの企業経営の積み重ねと論理の流し方を学んでいただくことを目標とします。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で行います。
今年の講義では、まず、企業経営における経営管理の歴史的流れを検討し、次に、具体的な経営史の分析方法をいくつかの例
を通じて考えていきたいと思います。本授業を通じて、修士論文を志す大学院生の皆さんに、より深みのある分析方法を身に
つけていただければ、と思います。

第1回：本講義のガイダンス
第2回：経営史学の課題と哲学
第3回：大英帝国とイギリス産業革命
第4回：イギリス産業革命の展開
第5回：ヨーロッパの企業経営の経験について
第6回：アメリカ大量生産大量販売体制の要因
第7回：アメリカ大量生産大量販売体制構築と発展
第8回：アメリカの企業経営の経験について
第9回：オイルショックと日本の柔軟なシステム
第10回：日本の柔軟なシステムの発展と停滞
第11回：日本の企業経営の経験
第12回：中国等新興国での分散型生産システムの背景
第13回：中国等新興国の分散型生産システムの課題
第14回：これからの生産システムのあり方について

事前・事後学習の内容

毎回の授業時におけるキーワードの提示と前回授業の振り返り

担当教員氏名（代表含む） 中瀬　哲史

履修上の制限

科目の主題

企業経営の歴史的分析との遭遇と理解

英語科目授業名 Lecture on Business History

科目ナンバー CM3LB0008.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10030011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 経営史研究
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評価方法

出席と授業中レポート

受講生へのコメント

研究者または賢明なる投資家になるために頑張ろう。

教材

随時資料を配布する。

授業の到達目標

研究者、ファンドマネジャーと株式投資家などになるための中級レベルの知識の取得

授業内容・授業計画

ご注意：当分の間、遠隔で行われる予定である。

1回目　ガイダンス
2回目　企業の投資決定：お金の時間価値
3回目　企業の投資決定：資本コスト
4回目　企業の資本構成
5回目　企業の価値評価とCAPM
6回目　企業のエージェンシー理論
7回目　コーポレートガバナンス
8回目　効率的株式市場仮説
9回目　株式市場のアノマリー：IPO
10回目　株式市場のアノマリー：リスク
11回目　行動ファイナンス
12回目　成長株とバリュー株投資
13回目　ボラティリティ
14回目　討論

事前・事後学習の内容

予習、復習は必須。

担当教員氏名（代表含む） テキ　林瑜

履修上の制限

科目の主題

コーポレートファイナンス、コーポレートガバナンス、株式市場のアノマリー、行動ファイナンスなどについて学習する。

英語科目授業名 Lecture on Corporate Finance

科目ナンバー CM3LB0009.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10040011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 コーポレートファイナンス論研究
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評価方法

１．クラスの口頭発表
２．輪読サマリーの作成
３．論文のまとめと口頭発表
４．２つの中心的論文のレビュー
５．研究アイデアの提示
６．クラス参加と議論
７．最終レポート

受講生へのコメント

受講予定者は，開講前に必ずアポイントをメール等で取って，面談を受けて下さい．事前面談なく，演習には参加は困難で
す．

教材

古典的な書籍ならびに最新の国際学術誌を順を追って輪読するので，担当教員が提示する．

授業の到達目標

経営戦略の研究動向の地図を獲得し，経営戦略研究の全体像を理解することである．

授業内容・授業計画

授業は遠隔で実施します。

古典的な書籍ならびに最新の国際学術誌を順を追って輪読する．論文の執筆を中心とした演習プログラムである．博士論文の
要件の1つは，学術上の独創性と裏付けるデータの内的・外敵妥当性である．3年間の研究プログラムの射程の中で優先するべ
きことは，2つある．1つは該当研究分野の外部査読付き学術雑誌を1本でも多く掲載できる基準（最低でも2〜3本）を満たすこ
とである．もう1つは，個別の研究論文の積み重ねによって，既存研究に対する自分の学術上の発見や貢献の主張を行う調査研
究の設計と実現である．

1回　経営戦略の歴史
2回　戦略の定義
3回　戦略的意思決定
4回　外部環境と競争
5回　内部環境と経営資源
6回　実践としての経営戦略
7回　事業戦略論
8回　企業戦略論
9回　経営戦略とステークホルダー
10回　新興企業の経営戦略
11回　多国籍企業の経営戦略
12回　経営戦略とイノベーション
13回　経営戦略とコーポレート・ガバナンス
14回　社会的戦略と理論的展望

事前・事後学習の内容

事前指定の学術論文等の資料ならびに自主的に探索して設定した学術論文などについて，整理し，主題に関する新たな研究課
題を設定し，明らかにするよう取り組むこと．

担当教員氏名（代表含む） 山田　仁一郎

履修上の制限

科目の主題

経営戦略の研究動向の古典と先端を追求する．

英語科目授業名 Lecture on Entrepreneurship Strategy

科目ナンバー CM3LB0010.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10550011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営戦略論研究
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評価方法

評価は、次の3点から、総合的に評価する。
事前・事後学習の内容（40％）
本講義に対する貢献；発言の質と量（20％）
輪読した内容を踏まえた研究企画の提案（40％）
特に上記の2．については、報告担当者の発表に対して、質問や新たなアイデア、建設的な意見、付加情報など、何でも良いか
らコメントすること。それが、発表を聴く側のマナーである。
報告担当者は、他の受講生のアイデアや意見に対して、キチンと耳を傾けること。 自分のアイデアや意見と比較して、どこが
違うのか、どこが共通しているのか、などについて考える習慣を身につけてほしい。アイデアや意見が自分と異なる場合は、
その根底にある理由や前提、事実の認識の仕方や推論の仕方などについて、議論をすることが求められる。

講義の場所や諸連絡については、本学の OCU ナビにある、「WebClass」でお知らせすることがある。

受講生へのコメント

そもそもマーケティングや経営は、実務的な知識だけで行えるものではなく、人と社会についての深い洞察が必要である。こ
の洞察力は、長い経験の他に、深い学識からも生み出される。大学で得た知識を基に、それを深く洞察していけば、新たな知
見の得られる可能性がある。その可能性を追究することができることこそ、学ぶ価値があると考えられる。

教材

大木清弘「筋が悪いリサーチクエスチョンとは何か？　経営学分野の学術論文作成のための手引き」『赤門マネジメント・レ
ビュー』15巻10号, pp.509-522, 2016年.→ 第１回のセッションで用いるので、各自でダウンロードし、読み込んだ上で講義
に臨むこと
Lex Donaldson, American anti-management theories of organization, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1995. → 第２回〜第
９回のセッションで用いるので、各自で購入するなどして調達し、読み込んだ上で講義に臨むこと
Scott A. Shane, The Illusion of Entrepreneurship, Yale University, 2008. → 第１０回〜第１４回のセッションで用い
るので、各自で購入するなどして調達し、読み込んだ上で講義に臨むこと

授業の到達目標

本講義では、マーケティング論に限らず、経営組織論と起業論における知識を基に、組織の現場における身近な問題を深く掘
り下げて考える。そのために、2冊の洋書を輪読し、その内容を読み解いていく。そして個人の研究テーマ、研究課題の明確化
に時間をかけたい。上手に答えを出すことよりも、「良い問い」を問う事が大切だと考えるからである。この「良い問い」と
は、キャリアや現場で生じる問題を、大きく・深く考えるキッカケとなる本質的な問題である。しかも、将来に役立ちそうな
答えが出てきそうな問題である。

授業内容・授業計画

本講義は、コロナ禍の状況によって、zoom による遠隔にて行う。
本講義を受講するにあたっては、事前に担当教官の小沢まで、メールなどで連絡を取ること。
講義の開催日時や、zoom の ID などを、おって連絡する。

全体的に本講義では、2冊の洋書を輪読する。毎回、輪読した内容の報告（1名）と、その内容を踏まえた研究企画の報告（別
の1名）からなる担当者を決めて、各自の報告と受講生による議論、および指導を行う。
報告の担当者は、レジェメ（レポート形式、スライド形式など、形式は問わない）を用意する。受講生の数によっては、報告
の担当日の1週間前に、メール添付にて報告ファイルを送付してもらう。
第１回: Introduction; Research Question
第２回: Anti-management paradigms in organization theory
第３回: Structural contingency theory of organizational adaptation
第４回: A critique of population-ecology theory
第５回: A critique of institutional theory
第６回: A critique of resource dependence theory
第７回: A critique of organizational economics
第８回: Towards a unified theory of organizational structure
第９回: A way forward for organizational structural theory
第１０回〜第１４回: Scott A. Shane, The Illusion of Entrepreneurship, Yale University, 2008.から、受講生が関心の
ある章を取り上げ、輪読を行う。

事前・事後学習の内容

受講生は、事前に入手した、報告担当者の資料を読み込んだ上で本演習に臨み、議論を行う。

輪読の担当者を割り振る
報告者は自らの報告箇所について、自らが持ちえた問題意識に従った論点を中心にレジュメを作成して発表
教科書の輪読の報告者は、準備を行う
他の受講生は、当該箇所の予習を行う
定性的方法論研究や定量的方法論研究など、方法論の講義を履修し、学んだ内容を本演習に活かすことを推奨する。

本演習の時間内に、報告担当者に対して発言ができなかった受講生は、必ずその日のうちに報告者へメールでコメントを送信
すること（担当教員には  Cc : にて送信すること）。
基本的なことではあるが、報告担当者は、その日の報告のときに受けたフィードバックやコメント、助言、意見、批判など
を、その日のうちに要約し、それらについて、自分としては今後どのように取り組むのか、考える習慣を持つこと。

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

本講義では、マーケティング戦略に関わる諸側面について、考察・議論を重ねていく中で、調査・研究・論文作成の指導を行
う。マーケティング戦略をヨリ深く理解するべく、戦略の実施主体である組織と、市場創造の担い手となる起業家について、
重点的に取り上げる。
研究のアプローチは、マーケティング論に限らず、経営組織論や起業論の視点も踏まえる。ダイナミックな市場環境の下で、
組織は逆境に陥ることもある。その逆境を好機に変える論理とは何か?　マーケティング組織の変革にまつわるテーマへの追究
を試みる。

英語科目授業名 Lecture on Marketing Strategy

科目ナンバー CM3LB0061.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10700011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 マーケティング戦略論研究
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評価方法

期末試験（100％）により評価する。

受講生へのコメント

原価計算や管理会計の基礎知識を習得しておくことが望ましい。

教材

園田智昭・横田絵理　著『原価・管理会計入門』中央経済社、2010年。

授業の到達目標

本講義の目標は原価計算および原価管理の理論・技法に関する体系的な知識を習得することである。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。

第1回　原価計算と管理会計
第2回　原価計算と工業簿記
第3回　費用の分類
第4回　製造間接の配賦問題
第5回　製造間接費の部門別計算
第6回　個別原価計算
第7回　総合原価計算
第8回　工程別総合原価計算
第9回　組別総合原価計算
第10回　販売費と一般管理費の管理
第11回　標準原価計算
第12回　損益分岐点分析
第13回　直接原価計算
第14回　差額原価収益分析
第15回　定期試験

事前・事後学習の内容

教科書の内容を予習・復習すること。

担当教員氏名（代表含む） 卜　志強

履修上の制限

科目の主題

企業が競争に勝ち抜くためには、製品やサービスに対する適切な原価情報が必要である。原価計算の役割は、企業が経営活動
をより良く行っていくために原価情報を提供することである。
本講義では原価計算と原価管理の仕組みや方法を学習する。

英語科目授業名 Lecture on Cost Accounting

科目ナンバー CM3LB0012.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10510011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 原価計算論研究
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評価方法

以下の3点によって評価する。
①授業中のテキスト要約報告
②授業の参加態度
③期末レポート

受講生へのコメント

本講義はマーケティングの専門知識を有していない学生を対象としているが、マーケティングを専門とする学生にとっても十
分興味深い内容になっているので、ぜひ履修を進める。なお、授業の進め方は、履修する学生数や関心領域により変わる可能
性があるので、最初の授業で改めて指示する。

教材

和田充夫他著『マーケティング戦略[第５版]』有斐閣, 2018年
※テキストは最初の授業で改めて指示する。

授業の到達目標

マーケティングを専門とする学生は、基礎概念や基本理論の確認とさらに深い理解を、また、マーケティングを専門としない
学生は、マーケティングの理念および基本概念や理論を理解することを目的とする。

授業内容・授業計画

授業は対面で実施します。
講義は、最初に、マーケティングの考え方に関してレクチャーした後、テキストに従い、マーケティングの課題に関して議論
し理解を深める。なお、その際、各章の内容を要約し、授業中に報告してもらうこともあるので留意すること（参加者の人数
にもよるが一人当たり２回〜３回程度）。
第1回：ガイダンス（マーケティングの考え方）
第2回：市場機会の選択
第3回：事業機会の選択
第4回：標的市場の選択
第5回：市場データの分析
第6回：消費者行動分析
第7回：競争分析
第8回：流通分析
第9回：製品対応
第10回：価格対応
第11回：コミュニケーション対応
第12回：チャネル対応
第13回：ソーシャル・マーケティング
第14回：リレーションシップ・マーケティング

事前・事後学習の内容

事前学習において、事前に講義内容を把握するとともに課題等を明確にして授業にのぞむこと。なお、事後学習において、講
義内容を整理すると講義に対する理解はさらに深まると思われる。

担当教員氏名（代表含む） 小林　哲

履修上の制限

科目の主題

マーケティングの基本概念に対する理解を深めながら、2000年以降、マーケティングの主要テーマとなっている戦略的ブラン
ド・マネジメント(Strategic Brand Management)、顧客リレーション・マネジメント(Customer Relationship Management)、
オムニチャネル・マーケティング(Omni-Channel Marketing)、デジタル・マーケティング(Digital Marketing)など、新たな
マーケティングの潮流に関して議論する。

英語科目授業名 Lecture on Marketing

科目ナンバー CM3LC0013.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10060011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 マーケティング論研究
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評価方法

学期末レポート（６０点）および講義内小論文および発表（４０点）加味して、総合的に評価する。

受講生へのコメント

本講義では、講義への理解度と文章力向上を目的とし、講義内に発表資料の作成を義務付けます。
受講者には積極的に発言すること、また自ら考えることを求めます。

教材

主に以下のテキストを輪読する形式で講義を進める。
杉本徹雄　編著（2012）　『新・消費者理解のための心理学』, 福村出版。
以下、参考文献
マイケル・R・ソロモン（2015）『ソロモン 消費者行動論（ハードカバー版）』, 丸善。（監訳：松井剛）
松井剛・西川英彦 編著 （2016）『1からの消費者行動』, 碩学舎。

授業の到達目標

・ケーススタディやゲストスピーカーの話を通じて、体感的に消費者行動論および消費者行動基点のマーケティングを理解で
きる。・企画書や小論文の作成を通じて、その知識を伝達する為の論理的説明力が得られる。・消費者行動の基礎的な知識を
学ぶことで、将来市場へアプローチ際の基盤となる力を養うことができる。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。
第１回： ガイダンス（マーケティングの基礎知識の確認）第２回： 消費者行動とマーケティング（消費者基点のマーケティ
ングとは）第３回： 消費者行動への心理学的接近（消費者行動における心理学的アプローチ）第４回： 消費者の意思決定過
程（消費者行動における意思決定過程とは）第５回：消費者の意思決定過程に及ぼす現象（意思決定過程に対する影響要因）
第６回：記憶（消費者行動における記憶とは）第７回：消費者行動における動機づけと感情（動機づけおよび感情の影響）第
８回：消費者の態度形成と変容（消費者行動における態度とは）第９回：消費者の関与（消費者行動における関与とは）第１
０回：消費者の個人特性（消費者行動における個人特性（パーソナリティ）とは）第１１回：状況要因と消費者行動（消費者
行動における状況要因および文脈とは）第１２回：情報伝播と消費者行動（消費者行動における情報伝播の仕方）第１３回：
社会・文化的要因と消費者行動（消費者行動における社会・文化的要因の影響）第１４回：まとめ（本講義の総括）

事前・事後学習の内容

講義前までに当日の教科書指定範囲をよく読んでおくこと。その際、理解できなかった用語や概念等は整理しておくこと。
講義後は、講義内容の見直しを十分に行うこと。

担当教員氏名（代表含む） 圓丸　哲麻

履修上の制限

科目の主題

消費者行動研究の系譜および、その基幹研究の体系的把握。近年、市場の飽和化や企業間の競争激化、更にグローバル化を背
景として、ますます製品・サービスが同質化している。加えて消費者の需要も多様化・個性化し、従来のマーケティング・
ミックスだけでは、多種多様の需要を持つ消費者を満足させ、そしてその結果、顧客を獲得・維持し続けることが困難となっ
てきた。このような市場背景を持ち、近年さらに「消費者理解」を基幹とするマーケティングが重要視されている。本講義で
は、消費者行動の概念を用い、現代の市場課題に対してどのような消費者理解が有効であるかを議論することで、マーケティ
ングの理解を深める。

英語科目授業名 Lecture on Consumer Behavior

科目ナンバー CM3LC0064.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10730011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 消費者行動論研究
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評価方法

授業参加度50%　発表50%

受講生へのコメント

１．英語論文が読めないと履修は厳しい。
２．統計手法に理解がないと履修は厳しい。

教材

授業での配布資料

授業の到達目標

１．論文を理解する能力の向上。
２．研究手法を独学する能力の向上。
３．自らの基準で、「良い論文」と「悪い論文」を区別する力をつける。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。第1回　 ガイダンス
第2回　 組織論における理論的研究論文
第3回　 組織論における事例研究の論文1
第4回　 組織論における事例研究の論文2
第5回　 組織論における事例研究の論文3
第6回　 組織論における事例研究の論文4
第7回　 組織論における事例研究の論文5
第8回　 組織論における事例研究の論文6
第9回　 組織論における統計調査の論文1
第10回　組織論における統計調査の論文2
第11回　組織論における統計調査の論文3
第12回　組織論における統計調査の論文4
第13回　組織論における統計調査の論文5
第14回　組織論における統計調査の論文6

事前・事後学習の内容

研究論文を事前に読む。

担当教員氏名（代表含む） 王　亦軒

履修上の制限

科目の主題

本講義は、経営組織論に関する研究論文から学ぶ講義である。毎週論文を一本読み、理解し、それを日本語で要約し、発表す
る必要がある。論文は、組織論に関連する国際著名雑誌から選択される。したがって、受講生は、一定水準の研究能力と研究
に対する覚悟が求められる。

英語科目授業名 Lecture on Organizational study

科目ナンバー CM3LC0065.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10740011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営組織論研究
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評価方法

分担するテーマのプレゼンとレジュメの水準に加えて討論における積極的な参加姿勢と問題意識の内容など主に平常点を重視
する。

受講生へのコメント

コーポレートファイナンスの体系的理論を習得するとともに先行研究を批判的に読みコメントしていく癖をつけることによっ
て論文構成に役立てられるような講義にしていくつもりです。そのためには講義の事前準備に相当な時間を割く必要がありま
す。

教材

毎回指定された先行研究論文を題材として配布するが、毎回テーマの関連個所を『企業価値の神秘〜コーポレートファイナン
ス理論の思考回路』宮川壽夫（中央経済社）より指示するので各自で読むこと。

授業の到達目標

本研究分野で修士学位を取得するにふさわしい水準の知見と研究方法を身につけることを到達目標としている。具体的な水準
については講義中に説明を行う。

授業内容・授業計画

対面授業
各テーマに応じた文献（先行研究）を毎回配布し、担当レポーターが報告、担当コメンテーターが対論、その上で参加者全員
による討論という形式で講義を進める。

（第1回）ガイダンス
（第2回）コーポレートファイナンス理論の考え方
（第3回）企業価値の決定理論
（第4回）リターンの定義
（第5回）リスクの定義
（第6回）まとめとその他の問題
（第7回）純現在価値ルール
（第8回）企業の投資決定に関する理論
（第9回）資本コストとベータの推定
（第10回）まとめとその他の問題
（第11回）企業の戦略と資本投資の決定
（第12回）モンテカルロSとリアルオプション
（第13回）企業の資本支出予算
（第14回）まとめとその他の問題
（第15回）市場の効率性に関する理論

事前・事後学習の内容

事前に指定された先行研究の論文を読み、レジュメを作成して講義に臨むこと。事後にはレジュメを修正するとともに参考書
で関連個所を確認する。本講義では事前事後の学習に相当な時間を割く必要がある。

担当教員氏名（代表含む） 宮川　壽夫

履修上の制限

科目の主題

価値とリスクを中心としたアセットプライシングの過程に関する様々な理論、企業の事業投資評価、資金調達の決定理論、利
益還元と資本構成理論、M&Aとコーポレートガバナンスなどコーポレートファイナンス理論の分野に関するいくつかのテーマを
先行研究を題材にして体系的に網羅する。

英語科目授業名 Lecture on Investment Analysis

科目ナンバー CM3LB0016.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10530011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 証券分析論研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価を行う。
（2）報告内容100％。
（3）合格のための最低基準は、与えられた文献について解題を実施するとともに、解題財務会計の機能について経済学の流れ
で理解すること。

受講生へのコメント

統計学およびプログラミングについてしっかりと勉強しておくこと。

教材

田村威文・中條祐介・浅野信博 (2015) 『会計学の手法』中央経済社。

授業の到達目標

財務会計の契約支援機能および意思決定支援機能について、望ましい事例をあげて説明できるようになる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
 
第1回    ガイダンス
第2回    財務会計の情報提供機能
第3回    財務会計の利害調整機能
第4回    企業業績尺度としての会計利益
第5回    企業業績尺度としてのキャッシュフロー
第6回    会計利益の品質概念
第7回    利益調整と粉飾決算
第8回    利益調整と経営者報酬
第9回    会計利益の分布
第10回  会計利益の予測
第11回   会計利益の増分的情報内容
第12回   会計利益の相対的情報内容
第13回   会計情報と証券市場
第14回   プロフォーマ利益と証券市場

事前・事後学習の内容

事前学習：関連する外国文献について解題しておく。
事後学習：わが国のデータを用いてリプリケートした結果を示す。

担当教員氏名（代表含む） 浅野　信博

履修上の制限

科目の主題

会計学には、大きくわけて、財務会計分野と管理会計分野が存在する。財務会計はわが国の会計制度を学ぶ制度会計を包含す
るが、本講義では制度会計の枠組みを超えて、財務会計について理論的および実証的な観点から学ぶ。

英語科目授業名 Lecture on Fanancial Accounting

科目ナンバー CM3LB0018.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10100011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 財務会計論研究
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評価方法

到達目標の達成度（個々の勘定科目と利益の質の関連性に関する理解と実証分析の実践）（50%）、プレゼンテーションやディ
スカッションへの貢献度（50%）等による総合評価（予定）。

受講生へのコメント

発表の担当者は、単なる和訳にとどまらず、関連研究の渉猟と比較検討が必須である。参加者は、事前の十分な予習が必須で
ある。事前に、少なくともSchipper and Vincent (2003) を読んで参加すること。

本科目の履修する前段階として、実証会計に関する下記の書籍等を十分に勉強し、事前知識を習得しておく必要がある。
---
・スコット著, 太田康広他翻訳(2008)『財務会計の理論と実証』中央経済社。
・首藤昭信(2010)『日本企業の利益調整−理論と実証』中央経済社。
・W.ビーバー著, 伊藤邦雄訳(2010)『財務報告革命(第3版)』白桃書房。
・大日方隆(2013)『アドバンスト財務会計—理論と実証分析（第2版）』中央経済社。
・パレプ&ヒーリー&バーナード著, 斉藤静樹監訳(2001)『企業分析入門(第2版)』東京大学出版会。
---

実証研究を行うには、計量経済学や統計学の知識が欠かせない。William H. Greeneの "Econometric Analysis" といった代表
的なテキストで勉強し、事前知識の習得が必要である。

加えて、RやSTATAといった統計プログラミングの習得も必要不可欠である。

本科目の履修希望者は、事前にメールをください。

教材

【テキスト】
Melumad, N. and D. Nissim. 2008. Line-Item Analysis of Earnings Quality. Foundations and Trends in Accounting 3
(2-3), pp. 87-221.

【参考文献】
Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson, and K. Shipper. 2004. Cost of equity and earnings attributes. The
Accounting Review 79 (4): 967-1010.
Schipper, K. and L. Vincent. 2003. Earnings Quality. Accounting Horizons 17 (Supplement): 97-110.

授業の到達目標

Melumad and Nissim (2008) のレビューを通して、実証研究の方法論、データの収集方法、リサーチ･デザインの構築、統計ソ
フトの利用、実証論文の書き方を習得する。

授業内容・授業計画

本演習は遠隔で実施する（予定）。

第1回　ガイダンス
第2回　Overview of Earnings Quality
第3回　Overview of Earnings Management
第4回　Revenue
第5回　Accounts Receivable
第6回　Inventory
第7回　Property, Plant and Equipment
第8回　Intangible Assets
第9回　Investments in Debt Securities
第10回　Debt, Leases, Income Taxes
第11回　Pension and Other Post-Retirement Benefits
第12回　Contingencies, Other Liabilities
第13回　Derivatives
第14回　Investment in Equity Securities and Variable Interest Entities, Shareholders&rsquo; Equity

・事前に割り当てられた各週の担当者が、テキストの担当章についてレジュメを作成・配布し、プレゼンテーションした後
に、全員でディスカッションする。
・必要に応じて、収集した財務・株価データを用いて実証分析する。

事前・事後学習の内容

毎週の担当者は、テキストの担当章についてのレジュメを事前に他の参加者に送付し、事前学習に役立てる。

担当教員氏名（代表含む） 石川　博行

履修上の制限

科目の主題

近年、財務会計領域で利益の質（会計発生高の質、予測可能性や持続性、平準化程度、収益と費用の対応、株価関連性、適時
性や保守主義など）が注目されている。本講義では、利益の質を個々の勘定科目の観点から議論、整理しているMelumad and
Nissim (2008) を輪読する。

英語科目授業名 Lecture on Business Analysis and Valuation

科目ナンバー CM3LB0020.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10120011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 企業分析論研究
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評価方法

期末レポート(70%)、プログラミングや統計解析の宿題(20%)、平常点(10%)について、総合的に評価します。

受講生へのコメント

Ｒプログラミング及び学部レベルの統計学は習得済みであることを前提として講義を行います。商学部講義である「経営統計
論」及び「データ分析論」の内容を習得済みでないなど、これら前提条件を満たしていない受講希望者は、事前に相談に来て
下さい。

教材

講義中に配布するテキスト、論文、指示する参考書、及び以下の書籍：
　−『Ｒの基礎とプログラミング技法』、リゲス著、石田訳、丸善出版、2012．
　−Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Silverman. B.W., Chapman and Hall, 1986.
　−Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization, Scott. D., Wiley, 1992.
　−『Ｃ言語プログラミング』、ダイテル他著、小嶋訳、ピアソン・エデュケーション、1997．
　−『ニューメリカルレシピ・イン・シー日本語版-Ｃ言語による数値計算のレシピ』、技術評論社、1993．

授業の到達目標

ノンパラメトリック確率密度法をはじめ、探索的データ解析を可能にする諸⼿法、及び、発⾒事実を基にしたモデル作成やモ
デル推定の方法を理解し、適用できるようになることが到達目標です。その実践には、規模の大きいデータの取り扱いや高速
計算の必要が付随するため、初歩的なＣ言語や高頻度データの処理方法も理解することが望ましいです。

授業内容・授業計画

【授業形態：遠隔】
確率密度推定を中心に、様々なノンパラメトリック統計解析の方法と実際について学びます。大きなデータを扱うための計算
環境として、Ｃプログラミングや Linux も紹介します。また、シミュレーション分析の基礎を紹介し、発見した事実を基にし
た簡単なモデル作成、モデルパラメータ推定、金融高頻度データを使ったデータ解析に挑戦してもらいます。
　第１回：イントロダクション
　第２回：Ｒプログラミング復習
　第３回：相互情報量とエントロピー
　第４回：相関構造可視化法
　第５回：ノンパラメトリック解析概論
　第６回：ノンパラメトリック確率密度推計の基礎
　第７回：ノンパラメトリック確率密度推計の応用
　第８回：ノンパラメトリック回帰
　第９回： シミュレーション分析
　第10回：データ同化
　第11回：Linux入門
　第12回：Ｃプログラミング入門
　第13回：金融高頻度データクリーニング
　第14回：高頻度データ解析の実際
　レポート

事前・事後学習の内容

授業１週間前までに次回の講義に関する資料を配布します。必ず事前に内容を予習した上で授業に臨んで下さい。授業内容の
理解確認のため、プログラミング演習問題や、統計解析演習問題を、宿題として適宜課します。講義後の復習を欠かさないよ
うにして下さい。

担当教員氏名（代表含む） 高田　輝子

履修上の制限

科目の主題

近年の経営科学分野における利⽤可能なデータと計算能⼒の増⼤を背景に、従来は難しかった「データのみから複雑な真実を
探ること」が可能になってきています。統計分析論研究は、モデルや確率分布といった事前の仮定無しに、データのみから帰
納的に真実を探っていくための諸⽅法や、発⾒したパターンを⽤いたモデル作成やモデル推定の⽅法を理解し、実践できるよ
うにすることを目的とします。

英語科目授業名 Lecture on Statistical Analysis

科目ナンバー CM3LC0022.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10140011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 統計分析論研究
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評価方法

研究報告書等から，到達⽬標の達成度について評価を⾏う。
ただし，課題提⽰と内容指導は授業を通じて⾏うので，授業中の報告，討論などはこの中に反映される。

受講生へのコメント

履修に当たっては事前に相談してください。

教材

特定の文献を用いる場合は候補の中から参加者と話し合って決める。

授業の到達目標

社会経済統計の利⽤・評価の現代的課題のため，近代社会の固有の⾏政⾏為としての統計，統計作成の規律および統計の品質
評価の必要性，歴史的視点から⾒た現代の統計といった，多⾯的な視点から説明することができる。
⾃分の研究分野で，公的統計を組み替え，または，匿名化データを利⽤するために必要な⼿順を説明することができる。

授業内容・授業計画

授業形態は遠隔（双方向）である。

社会経済統計学の現代的課題概説
統計利用に関わって，統計の作成・利用の社会的過程，統計制度，国民による統計データの二次利用，行政による統計データ
利活用などの問題について，社会科学的側面を中心に講義する。具体的には以下の様なテーマを取り上げる。
 
〇 今⽇の社会はなぜ統計を必要とするか。
〇 なぜ統計の作成と利⽤の両⾯にわたって規律が必要なのか。
〇 統計の公表の意義は何か。
〇 社会経済統計の利⽤の歴史。
〇 統計データの⾼度な⼆次利⽤や統計データ利活⽤が求められるようになった背景。
 
最後に研究報告書について話し合う。
 
以下の個別時間計画は⽬安であり，変更することがある。
1．ガイダンス
2．商品流通と情報流通
3．近世社会と前期統計の成⽴
4．近代社会と近代国家
5．近代国家の⾏政と統計
6．統計過程
7．統計の普遍性と具体性
8．統計法
9．統計改⾰とその後
10．統計規律の必要性
11．e-statの利⽤とメタ資料の重要性
12．統計データの⼆次利⽤
13．データ利活⽤の功罪
14．研究報告の相談

事前・事後学習の内容

配付資料の予習復習
⽂献講読があるときは報告準備

担当教員氏名（代表含む） 藤井　輝明

履修上の制限

科目の主題

社会経済分野における統計の特性を理解し，その作成，利⽤，評価の全過程を視野において，統計の具体的利⽤法を⾝に付け
る。

英語科目授業名 Lecture on Industrial  Statistics

科目ナンバー CM3LC0023.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10150011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 産業統計論研究
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評価方法

レポート・発表（合計１００％）により評価します。

受講生へのコメント

この講義が皆さんの修士論文作成の参考になれば幸いです。わからないことがあれば遠慮なく質問してください。

教材

石井真一著『国際協働のマネジメント』（千倉書房）他。

授業の到達目標

おもに、以下の能力を身につけることを達成目標とする。（１）企業のグローバル経営（国際経営）にかんする諸問題につい
て実態に即して理解することができる。（２）企業のグローバル経営（国際経営）にかんする理論について、実態に即して理
解することができる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。第1回：イントロダクション第2回：海外直接投資の理論第3回：海外直接投資の動向第4回：国際
経営戦略第5回：国際経営組織第6回：テクノロジーマネジメント第7回：製品開発マネジメント第8回：グローバル製品開発第
９回：サプライチェーンマネジメント第10回：組織間関係の理論第11回：組織間関係の動向第12回：国際戦略提携第13回：国
際合弁第14回：総括・レポート指導

事前・事後学習の内容

基本的にはテキスト・配布資料の内容に沿って進めますので、毎回、講義を踏まえた内容と次週のテーマのところを中心に、
基礎的な知識を得て講義にのぞんでください。

担当教員氏名（代表含む） 石井　真一

履修上の制限

科目の主題

この講義では、おもに国際経営論にかかわる理論と諸問題について、実態に即しながら概説します。海外直接投資や国際戦
略・組織管理だけでなく、テクノロジーマネジメント、組織間関係といった幅広い観点から国際経営の問題を検討します。

英語科目授業名 Lecture on International Management

科目ナンバー CM3LB0024.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10160011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際経営論研究
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評価方法

凝縮ポートフォリオ（１回目に説明します）：５０％、
レポート：５０％

受講生へのコメント

履修を考えている院生は、興味のある業界や企業を設定し、その業界や企業における製品開発のやり方を事前に調べ、製品や
サービスのコストと利益とのバランスをどのように図っているかを調べておくこと。

教材

以下の著書や論文から作成した資料を使います。詳しくは第１回目の講義の際に説明します。

岡野　浩・小林英幸・トヨタ自動車(2015)『コストデザイン』大阪公立大学共同出版会。
H.Okano (2015) A History of Management Accounting in Japan, Emerald.
岡野　浩(2003)『グローバル戦略会計』有斐閣
岡野　浩(1995)『日本的管理会計の展開』中央経済社
岡野　浩　執筆・編集の大阪市立大学都市研究プラザ・レポートシリーズ（合計１０冊）およびドキュメントシリーズ（英
文、３冊）

授業の到達目標

管理会計の理論および実践についての現状および問題点を指摘し、歴史的発展プロセスについての理解をします。その後、利
益計画と損益分岐点分析、マーケティング戦略、新製品開発などのトピックスを取り上げ、原価企画や活動基準原価計算、バ
ランス・スコアカードなどの技法やその底流にある考え方を学びます。さらに、管理会計と企業のコアコンピタンスとの関係
や戦略管理会計について学び、エコデザイン、情報システム（統合業務システムとＥＲＰパッケージ）などを取り上げ、全体
的な観点から戦略的管理会計についての方向性について学びます。

授業内容・授業計画

この授業は、遠隔で実施する。

第1回：講義の概要
第2回：管理会計の歴史
第3回：管理会計の体系
第4回：利益計画と損益分岐点分析
第5回：マーケティング戦略
第6回：新製品開発と原価企画
第7回：活動基準原価計算・サービス
第8回：戦略管理会計
第9回：バランス・スコアカード
第10回：エコデザインと管理会計
第11回：情報システムと管理会計
第12回：元ポートフォリオの凝縮
第13回：統合業務システムとＥＲＰ
第14回：公管理会計

事前・事後学習の内容

各自設定したテーマについての過去の論文や著書（日本語、英語その他）を幅広くサーベイするとともに、毎回の報告課題に
ついての周到な準備を行ってほしい（2時間程度の予習・復習を行うこと）。
学情でダウンロードできるScienceDirectを最大限活用することが望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 岡野　浩

履修上の制限

科目の主題

企業や公共団体の戦略策定・評価や意思決定・業績評価のための会計が管理会計です。管理会計が対象とする領域は、マーケ
ティング（商品企画）、設計、生産、研究開発、人事、経理、購買、物流など、多岐にわたります。本講義では、管理会計の
具体的な仕組みおよびその理論についての基礎知識を習得したうえで、問題解決に必要な考え方や具体的な経営情報システム
やツールなどを作り出すための知識を学習したいと考えています。

英語科目授業名 Lecture on Strategic Management Accounting : Global Emphasis

科目ナンバー CM3LB0025.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10170011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 国際戦略会計論研究

23 



評価方法

講義への貢献（積極的な発言や質問）とレポートを総合的に評価する。

受講生へのコメント

国際会計の基本文献のレビューをつうじて、国際会計研究における基本概念、基礎知識、考え方を学ぶとともに、定性分析の
リサーチ・メソッドやリサーチ・デザインを習得して下さい。

教材

テキストは使用せず、以下の必読文献をレビューする。
Zeff SA (2012) “The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges It Faces,” The Accounting Review
87.3 pp.807-837
Ramanna K (2013) “The International Politics of IFRS Harmonization,” Accounting, Economics, and Law: A
Convivium 3.2 pp.1-46
トモスズキ（2012）オックスフォード・レポート「日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究」
金融庁（2015）「IFRS適用レポート」

授業の到達目標

①国際財務報告基準が設定される要因とそれが導入される要件
②国際財務報告基準の日本への導入状況と導入の要因

授業内容・授業計画

この講義は対面で実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：財務会計制度の多様性の存在と要因
第3回：財務会計制度における国際化の意義
第4回：Zeff（2012）のIASB成立史
第5回：Zeff（2012）のIASB成立史
第6回：Zeff（2012）のIASB成立史
第7回：Ramanna（2013）のIFRS導入類型化
第8回：Ramanna（2013）のIFRS導入類型化
第9回：Ramanna（2013）のIFRS導入類型化
第10回：金融庁（2015）のIFRS適用レポート
第11回：金融庁（2015）のIFRS適用レポート
第12回：トモスズキ（2012）のOxfordレポート
第13回：トモスズキ（2012）のOxfordレポート
第14回：トモスズキ（2012）のOxfordレポート

事前・事後学習の内容

講義で利用する文献を事前に読んでおいて下さい。

担当教員氏名（代表含む） 小形　健介

履修上の制限

科目の主題

市場のグローバル化が進む現代社会では、会計においても国際化が必要とされている。その役割を担うものとして国際財務報
告基準（国際会計基準）への期待が高まっている。本講義では、国際財務報告基準が設定される背景（各国の経済システムの
相違や各国基準の相違）およびその意義、そしてその内容を検討するとともに、かかる基準がわが国に及ぼすインパクトにつ
いて、近年の主要文献をレビューすることをつうじて言及していく。

英語科目授業名 Lecture on International Accounting

科目ナンバー CM3LB0059.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10560011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際会計論研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価します。
（2）授業時間に事前準備の状況を確認し、用語や内容の理解度をチェックします。またいくつかのトピックについて討論しま
す。そこでの発言を20％目処に点数化します。残り80％はレポートの評価です。
（3）合格のための最低基準は、金融機関の業務と市場の構造について理解し、それが各国でなぜ、どのように変化したのかを
説明できることです。

受講生へのコメント

金融的な現象を、幅広い経済・社会の文脈の中で理解できるようになりましょう。

教材

教科書
神野光指郎『アメリカ金融仲介システムの動態』文眞堂、2019年、ISBN　9784830950117
ドワイト・B・クレイン他著、野村総合研究所訳『金融の本質』野村総合研究所、2000年、ISBN　9784889900903
野村総合研究所『変貌する米銀』野村総合研究所、2002年、ISBN　9784889901092
野村総合研究所、遠藤幸彦執筆『ウォール街のダイナミズム』野村総合研究所、1999年、ISBN　9784889900866

参考書
富田俊基『国債の歴史』東洋経済新報社、2006年、ISBN　9784492620625

授業の到達目標

各種金融機関の性質とその変化、それと金融システムの機能の相互規定関係、そして世界的な金融システムの相互連関につい
て説明することが出来る。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

1各国銀行の競争
2金融仲介の理論
3伝統的銀行業の衰退
4証券化に関する議論
5大手銀行の収益動向
6国債の理論
7金融市場における国債の役割
8投資銀行の歴史
9投資銀行の主体取引
10証券市場の構造
11証券市場間の競争
12資産運用業界の歴史
13ブローカー業務の歴史
14製販分離と垂直統合

事前・事後学習の内容

事前に教科書と参考書を読んできてください。講義後はその日の論点に関して、独自に文献を調べて、どんな議論があるのか
学んでください。

担当教員氏名（代表含む） 神野　光指郎

履修上の制限

科目の主題

金融機関の事業展開に注目して金融システムの動態について分析する。そのための基礎となる知識と、考え方の枠組みを得
る。

英語科目授業名 Lecture on International Monetary Economics

科目ナンバー CM3LC0026.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10180011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際金融論研究
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評価方法

期末試験のみで決める。

受講生へのコメント

受講生がグローバル化に強い関心を持っていることを、受講の条件とする。

教材

高橋信弘編 『グローバル化の光と影』 晃洋書房。

授業の到達目標

グローバル化に企業や人々がどう対応しどうグローバル化を活用したのかを見ていくことにより、自分が論文を書くときに必
要な発想を得られるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
第1回： 序論
第2回： グローバル化と働き方のゆくえ
第3回： サービスの海外アウトソージング
第4回：バブル経済の発生とアメリカの圧力
第5回： 日本農業へのグローバル化の影響
第6回： 介護に従事する外国人
第7回： 外国人社員が活躍するための経営改革
第8回： 中堅・中小製造企業における設計業務のオフショアリング
第9回： アジア通貨危機
第10回： 韓国の外国人労働者受け入れ政策
第11回： 欧州の移民政策に見るパラドクス
第12回： EUの東方拡大と農業・食品産業
第13回： 世界貿易機関
第14回： まとめ
期末試験

事前・事後学習の内容

その授業の内容について、事前に自分で調べてくるのが望ましい。また、事後に、授業内容を振り返り、その内容を理解でき
ているかを確認しておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘

履修上の制限

科目の主題

グローバル化のもとで経済と働き方がどう変わるのかを考える。具体的な産業を取り上げて、グローバル化に対しどう対応し
たのかを見ていく。

英語科目授業名 Lecture on Trade Theory

科目ナンバー CM3LC0028.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10200011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 貿易論研究
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評価方法

毎回の例題回答の評価の集計で成績を評価する。

受講生へのコメント

金融は専門用語を理解した上で、概念的に考えることが必要である。最初は難しいと感じるかもしれないが、着実に学んでい
くようにしてほしい。

教材

毎回、Webclassで資料を配布する。

授業の到達目標

本講義の到達目標は、第１に金融関係の専門科目を履修する上で必要な基礎的知識を身に付けること、第２に新聞等で報道さ
れる金融問題に関心を持ち理解できるようになることである。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。
第1回：ガイダンス
第2回：貨幣と経済
第3回：銀行と経済
第4回：家計向け金融商品・サービス
第5回：企業向け金融商品・サービス
第6回：金融制度
第7回：金融市場
第8回：手形・小切手の仕組み
第9回：決済業務と預金業務
第10回：融資業務
第11回：証券業務
第12回：保険業務
第13回：電子マネーとFintech
第14回：人口減少と金融

事前・事後学習の内容

事前にWebclass上にアップロードする資料を予習して授業に出席すること。
授業後には講義で示したポイントを中心に復習すること。

担当教員氏名（代表含む） 清田　匡

履修上の制限

科目の主題

現代の資本主義社会において金融取引は、非常に錯綜した複雑な様相を呈してきている。日々のテレビや新聞のニュースで
は、株式市場や外国為替相場の動向が逐一報道されるし、クレジットカードやペイサービス(スマホを使ったペイメントサービ
ス)のテレビCMも目にすることが多い。このように個人の日常生活においても金融取引は身近なものになっている。そのため、
社会生活を営むうえで、金融に関する正確な知識を身につけることがますます大切になってきている。
　本講義では、複雑化し精緻化する現代の金融取引を学んで行くうえで必要となる、基礎的な知識と考え方を講述する。その
際に、金融の機能としては、期間変換と最適金額変換の二つのコンセプトを軸に、業務としては、預金業務、貸出業務、そし
て特に決済業務を中心にして講義する。

英語科目授業名 Lecture on Monetary Theory and Practice

科目ナンバー CM3LC0033.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10250011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 金融論研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度に基づいて評価します。
（2）期末レポート70%、各回の課題等（※感染予防に努めながらグループで取り組む）30%
（3）合格のための最低基準は、理論的な金融機能と金融業の歴史的発展を踏まえて、今後の金融機関のあり方について一定の
論理的・合理的な見解を述べられることです。

受講生へのコメント

講義形式をとりますが、大学院の科目である以上、学生自身の能動的な態度を望みますので、一定の演習的な要素を取り入れ
ます。事前に参考文献に目を通し、積極的に参加してください。

教材

特定のテキストは指定せず、資料を配布します。以下の図書等を参考文献として挙げますので、事前に目を通してください。

・川本裕子（2015）『金融機関マネジメント—バンカーのための経営戦略論—』東洋経済新報社。
・島村髙嘉・中島真志（2020）『金融読本　第31版』東洋経済新報社。
・北野友士（2007）「銀行業の発展と銀行自己資本の意義」『経営研究』第58巻第3号, pp.55-73。

授業の到達目標

・金融機関の役割や機能について理論的に理解する。
・金融機関が発展してきた歴史的経緯を把握する。
・金融機関の理論的な役割や歴史への理解を通じて、今後の金融機関が果たすべき役割について考える力を身につける。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回：イントロダクション
第2回：金融制度の概要と金融機関
第3回：金融機関の理論
第4回：金融機関と金融規制
第5回：銀行業の起源と発展
第6回：銀行の有限責任制と中央銀行制度
第7回：競争制限的な金融体系と戦後の経済復興
第8回：金融自由化と金融革新
第9回：自己資本比率規制と金融機関のリスク管理
第10回：金融危機と金融機関経営
第11回：金融機関とデリバティブ（※大阪取引所様による出張講義）
第12回：地方の活性化と地域金融機関
第13回：フィンテックと金融機関経営
第14回：金融機関論のまとめ

事前・事後学習の内容

事前に毎回の内容について『金融読本』等の参考文献に目をとおし、
事後には講義内容を復習したうえで、ニュース等で金融機関の最新の動向をチェックしてください。

担当教員氏名（代表含む） 北野　友士

履修上の制限

科目の主題

本科目は対面授業として講義形式で行います。
　2007年以降のサブプライムローン問題、リーマンショック、欧州債務危機という一連の金融危機は、金融機関経営に大きな
変化をもたらしました。近年の金融機関の変化には、金融規制監督体制や競争環境などの外的な要因と、金融業自身の発展な
どに起因する内的な要因があります。これらの変化を理解するには、金融機関に関する理論、制度的な要因、および金融機関
の発展の歴史を関連付ける必要があります。
　本科目では金融機関に関連する理論を整理したうえで、実際の金融機関の発展の歴史を紐解き、今後の金融機関が果たすべ
き役割について考察します。

英語科目授業名 Lecture on Financial Institutions

科目ナンバー CM3LC0034.1

単位数 2単位 授業形態 講義／演習

授業コード CM10260011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 金融機関論研究

28 



評価方法

（1）到達目標の達成度について評価を行う
（2）課題レポートを80％、授業中の報告を20％として評価する。
（3）合格の基準は、基本的な専門用語を理解し、正しく文章として記述できること。

受講生へのコメント

履修を予定される方は、必ず事前にご相談ください。

教材

下記をテキストとして用います。石原 武政, 竹村 正明, 細井 謙一編（2018）『1からの流通論』（第2版）碩学社。
下記が参考文献です。石原武政・矢作敏行編（2004）『日本の流通100年』有斐閣。
廣田誠，山田雄久，木山実，長廣利崇，藤岡里圭（2017）『日本商業史 -- 商業・流通の発展プロセスをとらえる』有斐閣。
二宮麻里（2016）『酒類流通のダイナミズム』有斐閣。

授業の到達目標

商業理論研究、文献読解、ケーススタディと組み合わせながら、特定の産業分析の研究の基礎ができるようになることを到達
目標である。流通現象を理論的に説明することの面白さを知ってもらうことが目標になります。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
基本的な流通理論を順を追って丁寧に解説し、理解してもらいながら進めていきます。随所にできる限り具体的な事例を引き
合いに出しながら進め、一歩ずつ、近年のより複雑な流通現象にアプローチできるようになっていくことが期待されます。

第１回：オリエンテーション
第２回：商業者の役割
第３回：商業の市場形成機能
第４回：流通チャネルをめぐる議論
第５回：リベートと特約店制度
第６回：小売業研究:個別品揃えと集積品揃え
第７回：商業の社会性と売買の集中
第８回：小売業種分類と小売業態発展
第９回：マーケティングと商業の対立
第１０回：小売業の大規模化
第１１回：卸売業研究1：生産への介入
第１２回：卸売業研究2：総合商社の役割
第１３回：商業集積と地域経済
第１４回：まちづくりと商業
第１５回：特定産業研究

事前・事後学習の内容

毎回の受講後の復習、つまりテキストや参考文献の関係各所を読み直し、理解に努めることが必須となります。該当箇所につ
いては、毎回、こちらから指示します。

担当教員氏名（代表含む） 二宮　麻里

履修上の制限

科目の主題

本科目は講義形式で、流通組織についての理論的枠組みを学ぶとともに、歴史的な観点から日本における流通組織の変化をと
らえ、現実の経済活動において流通組織はどのような機能を話しているのかを分析する。江戸時代、日本において流通ネット
ワークの要にあったのは、問屋仲間であり、大坂はまさにその中心にあった。有力問屋は金融業も兼ねるとともに、先物取引
などの新しい取引方法を導入し、大きく成長した。明治期以降、有力問屋はアントレプレナーシップを発揮しながら、貿易業
へと進出し、総合商社となった。さらに、酒類産業における商業の機能について、その歴史における取引制度の変遷を分析す
る。戦後、小売業部門においても、総合スーパー、コンビニエンスストアといった新しい小売業態が誕生したことも概観す
る。さらに、スタートアップやベンチャー企業のように、資本や人材等の経営資源が不足する組織体において、どのような流
通組織が考えられるのかも検討することとする。
　授業計画は、第1回から第3回まで流通組織の理論的枠組について述べ、第4回から第10回までは、江戸期、明治期から戦間
期、戦後の日本の流通組織の変化を歴史的に考察する。第11回から第15回までは、新しい時代の流通組織について、自ら研究
課題を設定できるようにする。
近年、わが国流通システムの変化、再編が加速しています。この授業では、そうした流通の動態や各種現象を説明するための
道具立て、つまり基本的な流通理論について解説します。

英語科目授業名 Lecture on Marketing and Distribution

科目ナンバー CM3LC0035.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10270011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 流通組織論研究
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評価方法

期末レポートにて評価する。

受講生へのコメント

・講義内容については、受講学生の研究内容・問題意識も勘案して構成します。
・受講を希望する学生は下記メールアドレスに事前に連絡をしてきてください
　メールアドレス：maki@bus.osaka-cu.ac.jp

教材

参考文献
日本自動車工業史（呂寅満著、東京大学出版会）生産システムの進化論（藤本隆宏著、有斐閣）自動車の電動化・電子化とサ
プライヤー・システム（佐伯靖雄著、晃洋書房）

授業の到達目標

自動車産業・電機産業の歴史的関係を理解する。その上で、既存の産業の枠組みにとらわれない新しい産業論の考え方を身に
つけることができる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。第１回： 講義の目的第２回： 戦前日本における自動三輪車の国産化と電機産業（1）自動車企業
の行動第３回： 戦前日本における自動三輪車の国産化と電機産業（2）電機企業の行動第４回： 戦前日本における四輪自動車
の国産化と電機産業（1）自動車企業の行動第５回： 戦前日本における四輪自動車の国産化と電機産業（2）電機企業の行動第
６回： 戦前日本におけるディーゼル自動車の国産化と電機産業第７回：戦後自動車産業の復興第８回：戦後電機産業の復興第
９回：自動車産業におけるサプライヤーシステム第１０回：自動車部品サプライヤーとしての電機産業第１１回：自動車産業
の直面する課題（1）自動運転第１２回：自動車産業の直面する課題（2）電気自動車第１３回：自動車産業の直面する課題
（3）グローバル化のさらなる進展第１４回：講義のまとめ

事前・事後学習の内容

参考書等を使っての自主学習、講義・議論の内容についての振り返り。

担当教員氏名（代表含む） 牧　良明

履修上の制限

科目の主題

日本の戦後のものづくり産業を考えるうえで、自動車産業と電機産業は二本柱ともいえる大きな意味を持った。それぞれ豊富
に研究がなされてきたが、両産業の関わりについては等閑視されてきた。しかし、電気自動車や自動運転など、現在両産業は
密接なかかわりを持っている。そこで、本講義では改めて日本の両産業史を振り返りながら、日本の発展過程においてどのよ
うなかかわりを両産業が持っていたのかを考えたい。

英語科目授業名 Lecture on Industry

科目ナンバー CM3LC0036.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10280011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 産業論研究
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評価方法

授業への取り組み姿勢2割、毎回のレポート8割で評価する（基本的に毎回レポートを課す予定である）。

受講生へのコメント

授業計画（各回のテーマ）についてはあくまで予定であり、変更になる可能性がある。

教材

テキストは使用しない予定。参考書は、本多哲夫『大都市自治体と中小企 業政策—大阪市にみる政策の実態と構造—』（同友
館、2013年）、植田浩史ほか『中小企業・ベンチャー企業論[新版]—グローバルと地域のはざまで—』 （有斐閣、2014年）、本
多哲夫『継ぐまちファクトリー』（同友館、2018年）。

授業の到達目標

中小企業についての理論と実態の知識を深める。

授業内容・授業計画

この講義はWebClassにて遠隔（実施方法：発展）により実施する。講義動画・資料を毎回WebClassに掲載するので各自確認の
うえ受講を進めてください。

第1回：オリエンテーション（授業の概要など）中小企業の概念・位置づけ
第2回：中小企業問題（１）
第3回：中小企業問題（２）
第4回：中小企業問題（３）
第5回：中小企業と地域（１）
第6回：中小企業と地域（２）
第7回：中小企業と地域（３）
第8回：中小企業と経営（１）
第9回：中小企業と経営（２）
第10回：中小企業と経営（３）
第11回：中小企業と政策（１）
第12回：中小企業と政策（２）
第13回：中小企業と政策（３）
第14回：中小企業と政策（４）

事前・事後学習の内容

事前にテーマに関連する情報を文献やウェブサイト等で確認しておくこと。授業後は講義内容の復習を行っておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 本多　哲夫

履修上の制限

科目の主題

本講義は、地域と関わりの深い主体である「中小企業」についての理解を深めることを目的としている。中小企業は企業数の9
割以上を占め、常用雇用者数の約7割を占めており、経済・社会に大きな影響を与える存在である。しかも、中小企業は一般的
に地域への粘着性が高く、地域経済・社会とのつながりが深い。しかし、中小企業は個々の企業の規模の小ささと中小企業層
全体としての多様性の高さから、その実態について理解が十分に進んでいるとはいえない。中小企業に関する経営や政策の実
態について学ぶことは、地域経済・社会の発展を考えていくうえで非常に重要であるといえる。この授業では中小企業の基礎
的な知識を学ぶため、学部（商学部）講義の「中小企業論」と連動して講義を行う。これに基づきながら、中小企業の特性、
問題、政策について学んでいくこととする。
なお、この学部講義「中小企業論」では中小企業をテーマとした演劇（本多が脚本を執筆）の動画を活用しながら講義を進め
ている。中小企業にまつわる様々なストーリーを視聴しつつ学んでいくことで、理性だけでなく感情面からの実感を伴った理
解が促進されると考えている。

英語科目授業名 Lecture on Regional Management

科目ナンバー CM3LC0043.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10350011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 地域経営論研究
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評価方法

平常点30%（毎回の授業内容についてのコメントを求める）、ノート提出70%（授業内容に関して文献を調べてまとめる）によ
り評価する。

受講生へのコメント

教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

教材

教科書
藤塚吉浩 『ジェントリフィケーション』（古今書院）ISBN:9784772242011

参考書
Loretta Lees, Tom Slater, and Elvin Wyly, 2008, Gentrification. Routledge

授業の到達目標

都市再生に伴う問題について学術的に分析し、思考・表現することを到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回　オリエンテーション
第2回　新中間階級
第3回　地代格差論
第4回　マージナルジェントリファイアー
第5回　都市への人口回帰
第6回　新景観政策
第7回　新築のジェントリフィケーション
第8回　エクスカーション
第9回　創造都市
第10回　グローバリゼーション
第11回　都市再生政策
第12回　資産の返還と地域イメージの変化
第13回　歴史的建物の再生とリバーフロント開発
第14回　ツーリズムジェントリフィケーション

事前・事後学習の内容

文献を調べてノートにまとめる。

担当教員氏名（代表含む） 藤塚　吉浩

履修上の制限

科目の主題

都市内部の衰退地区の再生現象であるジェントリフィケーションに焦点を当ててとりあげる。また、先進資本主義国の都市だ
けでなく、旧社会主義体制下にあった都市、アジアの大都市においても発現してきた要因について詳述する。

英語科目授業名 Lecture on Regional Revitalization

科目ナンバー CM3LC0060.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10400011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 地域再生論研究
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評価方法

担当回のレジュメ作成などの平常点と最終レポート

受講生へのコメント

地域経済のほか、日本経済や産業について興味のある学生の受講を求めます。また、地域経済研究はフィールドワーク、現場
に出ることが基本なので、フィールドワークをおこなっている（おこなおうとしている）方の受講を望みます。

教材

シャロン・ズーキン（内田奈芳美・真野洋介訳）『都市はなぜ魂を失ったか』講談社、2013年（原著2010年）リチャード・フ
ロリダ （井口典夫訳）『新 クリエイティブ資本論—才能が経済と都市の主役となる—』ダイヤモンド社、2014年ロバート・ス
キデルスキー＆エドワード・スキデルスキー（村上章子訳）『じゅうぶん豊かで、貧しい社会—理念なき資本主義の末路—』筑
摩書房、2014年矢作弘『都市危機のアメリカー凋落と再生の現場を歩くー』岩波書店、2020年矢作弘ほか『コロナで都市は変
わるかー欧米からの報告ー』学芸出版社、2020年吉川洋『人口と日本経済—長寿、イノベーション、経済成長—』中央公論新
社、2016年  など

授業の到達目標

地域経済論をベースに日本経済論や都市論など隣接分野も広く扱い、地域経済への知見を深める。地域経済論や日本経済論の
基本概念を理解し、地域経済の主要課題と政策的対応について自身の言葉で概説することができる。

授業内容・授業計画

この授業は、対面による実施を予定していますが、変更する場合があります。詳細はWebClassをご確認ください 。
各回、指定した文献や論文について、教員が解説し、報告者が論点整理をした上で、受講者間で議論する。以下のようなト
ピックを考えている。第１回　　人口減少時代の地域経済　経済成長と都市化第２回　　人口減少時代の地域経済　過疎化と
地方の問題第３回　　グローバル化と地域経済　産業の空洞化第４回　　グローバル化と地域経済   グローバル分業の現実と
課題第５回　　地域雇用の変化   日本的雇用の変化第６回　　地域雇用の変化　新しい働き方の検討第７回　　ソーシャルビ
ジネス    クリエイティブ・クラスの検討  　第８回　　ソーシャルビジネス    社会の分断第９回　　まちづくりの動向
日本のものづくりと地場産業第１０回　まちづくりの動向　景観とまちづくり第１１回　コミュニティの変化   超高齢化と地
域社会第１２回　コミュニティの変化   人口減少と担い手不足第１３回　都市と社会の分断  ウィズコロナ・ポストコロナ第
１４回　都市と社会の分断  アメリカの事例から

事前・事後学習の内容

各回、指定した文献や論文について、教員が解説し、報告者が論点整理をした上で、受講者間で議論する。事前学習は文献講
読のレジュメ作成。

担当教員氏名（代表含む） 松永　桂子

履修上の制限

科目の主題

持続可能な社会や経済のあり方について、地域を対象に考えていくのが地域経済論の基本的な考え方である。加えて、現代の
都市・地域が直面しているのは急速な人口減少と高齢化など、今までに経験したことのない大きな環境の変化である。日本経
済の発展とともに都市と地方がどう変化してきたのか、グローバル化の進展によって地域経済はどのような問題を抱えるよう
になったのか、産業空洞化や人材不足への対応、新しい経済の担い手としてのクリエイティブ・クラスの台頭など、理論や学
説と具体的なケーススタディを往復しながら考えたい。

英語科目授業名 Lecture on Regional Economy

科目ナンバー CM3LC0062.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10710011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 地域経済論研究
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評価方法

各回の課題レポート100%とする。

受講生へのコメント

講義内容を十分に復習すること。

教材

立見淳哉『産業集積と制度の地理学』ナカニシヤ出版、2019年。

授業の到達目標

この授業では、制度論的な産業集積論の理論的基礎について学ぶ。集団学習の環境（ミリュー）に加えて、価値づけの装置と
しての産業集積の役割を考える。都市・地域産業政策の理論的背景とともに、イノベーションに果たす外部環境の多面的な意
味を各自が理解し、説明できるようになることを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で行います。
第1回　イントロダクション
第2回　産業集積論の系譜
第3回　認知資本主義と産業集積
第4回　柔軟な専門化
第5回　取引費用論と産業集積
第6回　中間まとめ
第7回　産業集積と制度
第8回　イノベーティブ・ミリュー論１
第9回　イノベーティブ・ミリュー論２
第10回　コンヴァンシオン理論
第11回　「生産の世界」論
第12回　知識、認知、イノベーション
第13回　市場の「構築」と価値付け
第14回　市場の「構築」と価値付け−モノのデザイン

事前・事後学習の内容

各回、教科書等の該当箇所を指示。

担当教員氏名（代表含む） 立見　淳哉

履修上の制限

科目の主題

認知資本主義とも呼ばれる現代資本主義における産業集積の意義を考える。具体的には、近年の知識創造、集団学習、イノ
ベーション、価値づけを重視する議論までを整理する。

英語科目授業名 Lecture on Industrial Agglomerations

科目ナンバー CM3LC0063.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10720011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 産業集積論研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価を行う。
（2）レポート100％など。
（3）合格のための最低基準は、公会計の体系と公会計情報の分析について理解していること。

受講生へのコメント

履修の前提として、学部卒業程度の簿記会計の知識を有していること。

教材

黒木淳編著(2019)『公会計テキスト』中央経済社。

授業の到達目標

公会計の分野において、何が論点となっているのかを理解し、自らの頭で考えることができるようになること。また、公会計
の情報を自ら取得し、分析することができるようになること。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。

第1回           公会計の範囲・機能
第2回           新しい公共経営とは何か(NPM)
第3回           公会計情報を用いた財務分析の基礎
第4回           中央政府における予算・決算情報の分析(国)
第5回           地方政府における予算・決算情報の分析(地方公共団体)
第6回           中央政府における会計制度改革(国)
第7回           地方政府における「統一的な基準」による財務書類と財務分析(地方公共団体)
第8回           公営企業における会計と分析(水道、地下鉄、病院)
第9回           独立行政法人における会計と分析(美術館、博物館)
第10回        公益法人における会計と分析
第11回        社会福祉法人における会計と分析
第12回        学校法人における会計と分析
第13回        公会計研究の最新トピック
第14回        総括

事前・事後学習の内容

事前に関連する文献を読了し、事後的に自らの研究に役立つよう復習する。

担当教員氏名（代表含む） 廣瀬　喜貴

履修上の制限

科目の主題

この講義では、公会計の論点を採り上げ、論じる。公会計の背後にある理論的な考え方を重視し、公会計の法律や基準に細か
く記されている知識に拘泥せず、それぞれのルールを支えている基本的な考え方の修得に努める。直接的には公会計の現行基
準に沿った講義であるが、公会計の基準を相対化する必要がある場合は適宜営利企業の基準にも言及する。各章について、関
連する文献を適宜選択し、輪読する。基本的には講義形式で授業を進めるが、可能な限り双方向のやりとりに努める。

英語科目授業名 Lecture on Public Sector Accounting Research

科目ナンバー CM3LB0039.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10310011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 公会計論研究
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評価方法

・講義内容に関するレポート（100点）

受講生へのコメント

・自分が関心のある企業のHPにアクセスして、企業がどのような報告書を作成し、どのような情報を開示しているかを自分の
目で確認してみる。
・伝統的な財務会計システムと対比させることによって見えてくるものがあるので、財務会計システムに対する関心を常に
持っておくことが重要です。

教材

・とくにテキストを指定せず、PowerPointを用いて講義する。
・参考書は以下の通り。
・向山敦夫（2003）『社会環境会計論　−社会と地球環境への会計アプローチ−』白桃書房
・古庄修編（2018）『国際統合報告論』同文舘出版

授業の到達目標

・多くの企業は自発的にCSR報告書、持続可能性報告書（Sustainability Report）などを作成・開示している。近年は、財務
情報と非財務情報を統合する統合報告（Integrated Reporting）が提唱され、統合報告書を作成する企業が増加している。
・この講義は、会計の新しい潮流である社会関連会計について、理論と実践の両面から理解を深めることを目標としている。

授業内容・授業計画

この講義は対面形式でおこなう予定である。
第1回：ガイダンス
第2回：社会関連会計の展開
第3回：財務会計と社会関連会計／付加価値の発想
第4回：社会的利益算定の試みと社会関連情報開示の歴史的展開（従業員から環境へ）
第5回：社会関連情報開示の論理
第6回：アカウンタビリティと正統性
第7回：アカウンタビリティ概念の拡張
第8回：環境負債と資産除去債務
第9回：環境会計の測定構造と環境省ガイドライン
第10回：環境政策としての環境情報開示
第11回：CSRの多面的理解（１）
第12回：CSRの多面的理解（２）CSRとCSV
第13回：SRIとESG投資
第14回：事例としての障がい者雇用と情報開示
第15回：統合報告の展開

事前・事後学習の内容

・企業が社会や環境に対してどのような取り組みをおこなっているかを新聞やインターネットを使って調べておく。
・PowerPointの資料や参考書に目を通しておく。

担当教員氏名（代表含む） 向山　敦夫

履修上の制限

科目の主題

・伝統的に、財務会計システムは企業の経済的側面（利益追求組織としての側面）をとらえてきた。しかしながら、社会環境
の変化とともに企業が配慮すべきステイクホルダー（stakeholders）の範囲は拡張してきており、企業観は多様化している。
企業の社会的側面（社会において企業が存在する側面）を同時にとらえる必要性が増大している。
・近年では、CSV（Creating Shared Value）やESG投資において、CSR/ESG情報の有用性に対する期待が高まっている。
・この講義では、企業の社会的側面を会計的に捕捉する比較的新しい領域である社会関連会計の意義と限界について説明す
る。

英語科目授業名 Lecture on Social and Environmental Accounting & Reporting

科目ナンバー CM3LB0040.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10320011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 社会関連会計論研究
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評価方法

(1)到達目標の達成度を評価する。
(2)課題レポート（100％）

受講生へのコメント

技術と社会の相互規定性を意識しながら文献を読むこと。

教材

D.H.ハウンシェル『アメリカンシステムから大量生産へ』名古屋大学出版会、1998年。

授業の到達目標

技術史・技術論という技術に着目した分析視角から経済・経営・社会を見ることで技術と社会の相互規定関係の各国の特質を
理解する。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

授業回各回の授業内容事前・事後学習の内容
第1回ガイダンス技術論という学問の紹介
第2回産業革命と作業機の革命イギリス産業革命と資本主義成立に果たした技術の役割の理解。
第3回産業革命と動力革命
第4回産業革命と工作機械技術の発展
第5回産業革命のまとめ
第6回アメリカンシステムと互換性システム大量生産システム確立の技術的前提である互換性システムの理解
第7回アメリカンシステムの諸産業への普及
第8回アメリカンシステムから大量生産へ
第9回マスプロダクションとフォードシステム互換性原理と経済性原理の統一とその限界に関する理解。
第10回マスプロダクションの限界
第11回リーンプロダクションシステム生産システムのジレンマとその克服そして限界性の理解。
第12回リーンプロダクションシステムの条件
第13回IT化と分散統合型生産システムグローバル資本主義の条件としてモジュール生産の理解。
第14回分散統合型生産システムと標準化
第15回第四次産業革命とAI・I o T21世紀資本主義の技術的可能性の理解。
第16回まとめ技術論と経営学に関するまとめ。

事前・事後学習の内容

・事前学習：テキストを熟読し論点を用意してくること。
・事後学習：講義を踏まえ、事前に考えた論点を自己の研究領域に引き寄せて消化しておくおこと。

担当教員氏名（代表含む） 田口　直樹

履修上の制限

科目の主題

技術論という学問は、諸産業の生産技術に着目し当該産業の競争優位、技術力、技術的課題・問題点等を明らかにしていくこ
とを主な内容としている。天然資源の乏しい日本は技術立国として国際社会における地位を築いている。グローバル競争が激
化している今日においても、如何に技術立国として社会を展望するかということが将来的にも課題である。そこで、この授業
では、資本主義成立以降の生産力の歴史に着目し、世界と日本の生産技術の変遷について学んでいく。

英語科目授業名 Lecture on Economics of Technology

科目ナンバー CM3LC0042.1

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10340011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 技術論研究
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評価方法

個人の報告内容、演習における討議などでの貢献など、総合的に判断を行う。

受講生へのコメント

受講予定者は、開講前に必ずメールなどでの連絡をお願いする。面談などを行う。吉村が共著者の1人である『企業統治』（中
央経済社、2017年）、上野恭裕・馬場大治編著『経営管理論（【ベーシック+】）』（中央経済社、2016年）、それぞれの内容
については、完全に理解できていることが求められる。受講の前提となる。

教材

以下はあくまでも例示であり、代表的な研究雑誌に掲載された論文などを含め、演習の中で指定していく。
宮島英昭編著『企業統治と成長戦略』（東洋経済新報社、2017年）／ 宍戸善一・後藤元編著『コーポレート・ガバナンス改革
の提言−企業価値向上・経済活性化への道筋』（商事法務、2016年）／ 藤田勉『コーポレートガバナンス改革時代のROE戦略』
（中央経済社、2016年）／ 田中一弘『「良心」から企業統治を考える—日本的経営の倫理』（東洋経済新報社、2014年）な
ど。
　また、宮島英昭・早稲田大学教授をリーダーとする研究プロジェクト「企業統治分析のフロンティア：リスクテイクと企業
統治」（http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program_2016/pg-10/001.html）の成果なども検討していく。

授業の到達目標

株主、従業員をはじめとする多様な利害関係者の存在が「よいこと」の判断にいかなる影響を及ぼし、また、その判断が「上
手にする」ことにいかなる影響を及ぼすのか。
こうしたメカニズムを理解できるようにする。

授業内容・授業計画

対面形式で行う。
ごく初期の研究も含め、統治の問題に関わる主要な文献を丁寧に読み込む。日本経営学会や組織学会など、学会における最新
の研究動向にも当然、注意を払っていく。必要に応じて、経済学の分野あるいはドイツで展開された（されている）議論など
にも目配りをしていく。また、各社の所有構造なり、経営者のキャリアなり、統治の実態に関わる実証的な分析も進めてい
く。こうした取り組みを深めていく中で、自らの研究テーマを明確にしていく。

事前・事後学習の内容

いずれの演習においても、指定した文献の熟読、検討など、相当な時間をかけての準備を求める。もちろん、関連文献を自ら
でサーチし、それも熟読する必要もある。受講生の研究上の関心によっては、コーポレート・ファイナンス論、労働経済学、
経済史・経営史といった分野の研究もサーチする必要があろう。
また、演習のなかでの学び（特に他者からの学び）をいかに自らの研究に活かすことが出来るのか、常に検討を怠らないこ
と。

担当教員氏名（代表含む） 吉村　典久

履修上の制限

科目の主題

企業に代表される組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていく。なかでも、Corporate Governance（企業統治、会社統
治と訳される）に関わる諸問題について研究が主となる。経営学は、「よいことを上手にするための方法」を考える学問と定
義されることがある。この定義に従えば「よいこと」に関わる議論を中心に展開することとなる。ただし「よいこと」と「上
手にする」こととの関係にも留意する。その意味において、統治と戦略（の策定・実施）の関係についても取り扱うこととな
る。
各種の組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていくが、各側面が独立に機能しているのではなく、システムとして機能
していることを学んで欲しい。
“ B Corporation ”といった新たな動きや従業員所有会社の現在といった動きにも目配りをしていきたい。ただし議論に際し
ては、「よいこと」を論じるに規範的な議論に終始することなく、統治の実態を踏まえた議論となるよう注意する。
　主要な文献の輪読と具体的な事例の分析を進めていく。文献は、Corporate Governance: An International Reviewをはじめ
とする専門雑誌や、内外の研究者による研究書などから選んでいく。

英語科目授業名 Seminar on Theories of Management  1

科目ナンバー CM3SB0006.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20010013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営管理論研究演習1
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評価方法

個人の報告内容、演習における討議などでの貢献など、総合的に判断を行う。

受講生へのコメント

受講予定者は、開講前に必ずメールなどでの連絡をお願いする。面談などを行う。吉村が共著者の1人である『企業統治』（中
央経済社、2017年）、上野恭裕・馬場大治編著『経営管理論（【ベーシック+】）』（中央経済社、2016年）、それぞれの内容
については、完全に理解できていることが求められる。受講の前提となる。

教材

以下はあくまでも例示であり、代表的な研究雑誌に掲載された論文などを含め、演習の中で指定していく。
宮島英昭編著『企業統治と成長戦略』（東洋経済新報社、2017年）／ 宍戸善一・後藤元編著『コーポレート・ガバナンス改革
の提言−企業価値向上・経済活性化への道筋』（商事法務、2016年）／ 藤田勉『コーポレートガバナンス改革時代のROE戦略』
（中央経済社、2016年）／ 田中一弘『「良心」から企業統治を考える—日本的経営の倫理』（東洋経済新報社、2014年）な
ど。
　また、宮島英昭・早稲田大学教授をリーダーとする研究プロジェクト「企業統治分析のフロンティア：リスクテイクと企業
統治」（http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program_2016/pg-10/001.html）の成果なども検討していく。

授業の到達目標

株主、従業員をはじめとする多様な利害関係者の存在が「よいこと」の判断にいかなる影響を及ぼし、また、その判断が「上
手にする」ことにいかなる影響を及ぼすのか。
こうしたメカニズムを理解できるようにする。

授業内容・授業計画

対面形式で行う。
研究演習１で明確化された研究テーマに沿って、修士論文の作成を進めていく。統治に関わる研究には膨大な研究蓄積があり
（また現在も蓄積が進められている）それらを包括的にレビューする、あるいは丁寧な実証分析を行うなど、修士論文の内容
は様々なものとなろう。いかなる研究方法を採用するかは受講生の判断となるが、何らかの理論的（and 実践的）なインプリ
ケーションを提示する研究成果を求める。

事前・事後学習の内容

いずれの演習においても、指定した文献の熟読、検討など、相当な時間をかけての準備を求める。もちろん、関連文献を自ら
でサーチし、それも熟読する必要もある。受講生の研究上の関心によっては、コーポレート・ファイナンス論、労働経済学、
経済史・経営史といった分野の研究もサーチする必要があろう。
また、演習のなかでの学び（特に他者からの学び）をいかに自らの研究に活かすことが出来るのか、常に検討を怠らないこ
と。

担当教員氏名（代表含む） 吉村　典久

履修上の制限

科目の主題

企業に代表される組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていく。なかでも、Corporate Governance（企業統治、会社統
治と訳される）に関わる諸問題について研究が主となる。経営学は、「よいことを上手にするための方法」を考える学問と定
義されることがある。この定義に従えば「よいこと」に関わる議論を中心に展開することとなる。ただし「よいこと」と「上
手にする」こととの関係にも留意する。その意味において、統治と戦略（の策定・実施）の関係についても取り扱うこととな
る。
各種の組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていくが、各側面が独立に機能しているのではなく、システムとして機能
していることを学んで欲しい。
“ B Corporation ”といった新たな動きや従業員所有会社の現在といった動きにも目配りをしていきたい。ただし議論に際し
ては、「よいこと」を論じるに規範的な議論に終始することなく、統治の実態を踏まえた議論となるよう注意する。
主要な文献の輪読と具体的な事例の分析を進めていく。文献は、Corporate Governance: An International Reviewをはじめと
する専門雑誌や、内外の研究者による研究書などから選んでいく。

英語科目授業名 Seminar on Theories of Management  2

科目ナンバー CM3SB2206.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30010013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営管理論研究演習2
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評価方法

演習における発言などの平常点、レポート点等総合的に評価します。

受講生へのコメント

前もって学部レベルの経営史や経営学のうち、基本的と考えられる科目、また産業論等の科目の履修が望ましいです。

教材

文献については、授業時に指示します。

授業の到達目標

出席者の方の専門研究において歴史的な視野を生かしていただけるように演習を作っていきたいと思います。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
研究演習1では、上述したように、「経営史」のうちの「歴史」と「企業経営」を意識できるように文献を取り上げて研究しま
す。その際、生産と販売の活動を意識すること、そしてどのように社会と取り結びながら企業経営は展開しているのか、を意
識して、「歴史的事実」を捉えたいと思います。また、上述しました企業ヒアリングの経験を生かせるあり方をも模索したい
と考えています。以上のような手順を通じて「経営史」をおこなう上での素養を身につけていただきます。

事前・事後学習の内容

授業前に取り上げる本、論文を提示して予習が可能なようにします。授業終了後には学期末のレポート作成につながるように
簡単にまとめをつけていただくように指示します。

担当教員氏名（代表含む） 中瀬　哲史

履修上の制限

科目の主題

本演習では、現在および将来の企業経営のあり方を模索するために、過去の企業経営の事例を研究します。その際､以下の点に
留意します。第1に､「経営史」のうちの「歴史」について検討します。ここで問われる「歴史」とは、年表のような編年史で
はありません。提示者の意図のもとに構成された「歴史的事実」＝ストーリーをもった物語です。そうしたストーリーをもっ
た物語、「歴史的事実」をどのようにして作るのか、どのような歴史的必然性があるのかを考えていきます。最近、グローバ
ル・ヒストリーの影響を受けて新たな歴史学の研究成果が生まれています。こうした歴史学の現状にも留意します。第2に､企
業経営をめぐる社会的な環境にも留意します。企業経営はそれ自体が単独に存在するわけではありません。企業を取り巻く社
会的な環境に影響されるからです。以上のうえで，第3に、「経営史」のうちの「企業経営」について検討します。特に、今回
は持続可能性を史的な観点で検討したいと思います。また，「モノづくり」の面にも留意します。
　今年度も、これまでと同様に優れた経営史（経済史も含みます）に関する古典，方法に関わる議論も取り上げて検討すると
ともに、現在の企業経営の動向を知るため、経営戦略に関する研究も取り上げ、新型コロナウイルス感染拡大が収まれば、実
際に企業ヒアリングも検討したいと思います。

英語科目授業名 Seminar on Business History  1

科目ナンバー CM3SB0008.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20030013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営史研究演習1
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評価方法

演習における発言などの平常点、レポート点等総合的に評価します。

受講生へのコメント

前もって学部レベルの経営史や経営学のうち、基本的と考えられる科目、また産業論等の科目の履修が望ましいです。

教材

文献については、授業時に指示します。

授業の到達目標

出席者の方の専門研究において歴史的な視野を生かしていただけるように演習を作っていきたいと思います。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
研究演習1で培った素養をもとに、研究演習2では、参加学生各自に、具体的な企業経営を取り上げていただき、それに関連す
る先行研究を総括しつつ、独自の視点を身に付けて、修士論文に結実するように演習を進めます。

事前・事後学習の内容

授業前に取り上げる本、論文を提示して予習が可能なようにします。授業終了後には学期末のレポート作成につながるように
簡単にまとめをつけていただくように指示します。

担当教員氏名（代表含む） 中瀬　哲史

履修上の制限

科目の主題

本演習では、現在および将来の企業経営のあり方を模索するために、過去の企業経営の事例を研究します。その際､以下の点に
留意します。第1に､「経営史」のうちの「歴史」について検討します。ここで問われる「歴史」とは、年表のような編年史で
はありません。提示者の意図のもとに構成された「歴史的事実」＝ストーリーをもった物語です。そうしたストーリーをもっ
た物語、「歴史的事実」をどのようにして作るのか、どのような歴史的必然性があるのかを考えていきます。最近、グローバ
ル・ヒストリーの影響を受けて新たな歴史学の研究成果が生まれています。こうした歴史学の現状にも留意します。第2に､企
業経営をめぐる社会的な環境にも留意します。企業経営はそれ自体が単独に存在するわけではありません。企業を取り巻く社
会的な環境に影響されるからです。以上のうえで，第3に、「経営史」のうちの「企業経営」について検討します。特に、今回
は持続可能性を史的な観点で検討したいと思います。また，「モノづくり」の面に留意します。
　今年度も、これまでと同様に優れた経営史（経済史も含みます）に関する古典，方法に関わる議論も取り上げて検討すると
ともに、現在の企業経営の動向を知るため、経営戦略に関する研究も取り上げ、新型コロナウイルス感染拡大が収まれば、実
際に企業ヒアリングも検討したいと思います。

英語科目授業名 Seminar on Business History  2

科目ナンバー CM3SB2208.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30030013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営史研究演習2
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評価方法

演習参加の意欲と理解度で評価する。

受講生へのコメント

本演習では、当該分野の研究者と実務家（企業の財務部門の財務担当者や機関投資家の資金運用者）の両方の養成を意識して
研究テーマと研究方法を決定する。

教材

特になし

授業の到達目標

ファイナンスに関する専門家や研究者に必要な知識と方法論を習得すること

授業内容・授業計画

ご注意：当分の間、遠隔で行われる予定である。
コーポレート・ファイナンスと資本市場の理論的研究と実証的研究に最低限必要な統計や数学について一通り学習した後に、
標準的なコーポレート・ファイナンスのテキストで完全資本市場理論（MM理論やCAPMなど）や上の欄で挙げた研究テーマにつ
いて学習する。

事前・事後学習の内容

ある程度の予習と復習が必要である。

担当教員氏名（代表含む） テキ　林瑜

履修上の制限

科目の主題

資本市場は企業と投資家の出会いの場であり、そのあり方は当然企業のあり方、投資家の行動様式及びこの両者の関係を規定
する法律のあり方などに規定される。この三つの規定要因からコーポレート・ファイナンスと資本市場を分析するのが本演習
科目の研究テーマです。
　企業のあり方とは、主として所有者、債権者と経営者間の利害関係や情報格差をいう。所有と経営が分離し、多種多様な利
害関係者の利害が複雑に絡み合っている現代企業のコーポレート・ファイナンス問題を考えるとき、従来のＭＭ理論や資本コ
スト理論だけではなく、情報の非対称性を考慮に入れ、エージェンシー理論や取引コスト理論などを援用して分析することが
必要である。
　投資家の行動様式とは、主として個人投資家や機関投資家がどのように情報の分析とリスク評価をし、投資の意思決定を行
うかなどの問題をいう。生身の投資家が情報分析とリスク評価などの能力に関しては様々な限界を持っているため、現実の資
本市場を理想的な市場に近づかせるためには投資家の限定合理性や非合理性を考慮に入れなければならない。
　法律のあり方とは、企業の情報開示の質と量をどの程度義務付けるか、権利とリスクを株主、債権者と経営者の間にどう割
り振るかなどの制度設計の問題をいう。資本市場の効率性を向上させるためには法制度や規制の再検討が必要である。

英語科目授業名 Seminar on Corporate Finance  1

科目ナンバー CM3SB0009.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20040013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 コーポレートファイナンス論研究演習1
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評価方法

演習参加の意欲と理解度で評価する。

受講生へのコメント

本演習では、当該分野の研究者と実務家（企業の財務部門の財務担当者や機関投資家の資金運用者）の両方の養成を意識して
研究テーマと研究方法を決定する。

教材

特になし

授業の到達目標

ファイナンスに関する専門家や研究者に必要な知識と方法論を習得すること

授業内容・授業計画

ご注意：当分の間、遠隔で行われる予定である。
研究演習1で取り上げた諸テーマの中から学生の進路と問題関心に合わせて特定のテーマを選ばせ、その特定の研究テーマを掘
り下げ、最終的に理論的研究または実証的研究の方法で修士論文にまとめさせる。

事前・事後学習の内容

ある程度の予習と復習が必要である。

担当教員氏名（代表含む） テキ　林瑜

履修上の制限

科目の主題

資本市場は企業と投資家の出会いの場であり、そのあり方は当然企業のあり方、投資家の行動様式及びこの両者の関係を規定
する法律のあり方などに規定される。この三つの規定要因からコーポレート・ファイナンスと資本市場を分析するのが本演習
科目の研究テーマです。
　企業のあり方とは、主として所有者、債権者と経営者間の利害関係や情報格差をいう。所有と経営が分離し、多種多様な利
害関係者の利害が複雑に絡み合っている現代企業のコーポレート・ファイナンス問題を考えるとき、従来のＭＭ理論や資本コ
スト理論だけではなく、情報の非対称性を考慮に入れ、エージェンシー理論や取引コスト理論などを援用して分析することが
必要である。
　投資家の行動様式とは、主として個人投資家や機関投資家がどのように情報の分析とリスク評価をし、投資の意思決定を行
うかなどの問題をいう。生身の投資家が情報分析とリスク評価などの能力に関しては様々な限界を持っているため、現実の資
本市場を理想的な市場に近づかせるためには投資家の限定合理性や非合理性を考慮に入れなければならない。
　法律のあり方とは、企業の情報開示の質と量をどの程度義務付けるか、権利とリスクを株主、債権者と経営者の間にどう割
り振るかなどの制度設計の問題をいう。資本市場の効率性を向上させるためには法制度や規制の再検討が必要である。

英語科目授業名 Seminar on Corporate Finance  2

科目ナンバー CM3SB2209.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30040013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 コーポレートファイナンス論研究演習2
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評価方法

評価は、次の3点から、総合的に評価する。
事前・事後学習の内容（10％）
本演習に対する貢献；発言の質と量（40％）
自身の研究テーマに関する報告内容と進展度合い（50％）
特に上記の2．については、報告担当者の発表に対して、質問や新たなアイデア、建設的な意見、付加情報など、何でも良いか
らコメントすること。それが、発表を聴く側のマナーである。
報告担当者は、他の受講生のアイデアや意見に対して、キチンと耳を傾けること。 自分のアイデアや意見と比較して、どこが
違うのか、どこが共通しているのか、などについて考える習慣を身につけてほしい。アイデアや意見が自分と異なる場合は、
その根底にある理由や前提、事実の認識の仕方や推論の仕方などについて、議論をすることが求められる。

受講生へのコメント

そもそもマーケティングや経営は、実務的な知識だけで行えるものではなく、人と社会についての深い洞察が必要である。こ
の洞察力は、長い経験の他に、深い学識からも生み出される。論文を書くということは、マーケティングや経営に関わる物事
を深く考える重要な機会となる。大学で得た知識を基に、それを深く洞察していけば、新たな知見の得られる可能性がある。
その可能性を追究することができることこそ、学ぶ価値があると考えられる。

教材

以下に示す書籍は、あくまで例示に過ぎない。受講生各自のテーマに合わせて、研究を進める上で必要となる書籍や論文は、
本演習の中で適宜紹介する。
明石芳彦『社会科学系論文の書き方』ミネルヴァ書房 2018年
石原武政『「論理的」思考のすすめ』有斐閣 2007年
伊丹敬之『創造的論文の書き方』有斐閣 2001年
小沢貴史『市場再活性化のメカニズム」千倉書房 2021年

授業の到達目標

本演習では、マーケティング論に限らず、経営戦略論と経営組織論における知識を基に、組織の現場における身近な問題を深
く掘り下げて考え、修士論文の作成を目指す。そして個人の研究テーマ、研究課題の明確化に時間をかけたい。上手に答えを
出すことよりも、「良い問い」を問う事が大切だと考えるからである。この「良い問い」とは、キャリアや現場で生じる問題
を、大きく・深く考えるキッカケとなる本質的な問題である。しかも、将来に役立ちそうな答えが出てきそうな問題である。
テーマを決める過程と、論文を書く過程での「気づき」を大切にしてほしい。

授業内容・授業計画

本演習は、基本的には対面で行う。しかしコロナ禍の状況によっては、zoom による遠隔での開講も視野に入れている。
履修を希望される方は、事前に担当教官である小沢まで、メールなどで連絡すること。
開講日時や、場合によっては zoom の ID などを、おって連絡する。

全体的に本演習では、自身の手掛けたい研究テーマについて、研究の構想、先行研究のレビュー、調査の企画などに関する進
捗を報告を行う。報告の担当者を決めて、進捗報告と受講生による議論、および指導を行う。
報告の担当者は、レジェメ（レポート形式、スライド形式など、形式は問わない）を用意する。受講生の数によっては、報告
の担当日の1週間前に、メール添付にて報告ファイルを送付してもらう。

事前・事後学習の内容

受講生は、事前に入手した、報告担当者の資料を読み込んだ上で本演習に臨み、議論を行う。
先行研究に関する文献は、1冊に限らず、ガッツリ読まないと、前期博士課程を通して論文を書くことは難しいと考えられる。
定性的方法論研究や定量的方法論研究など、方法論の講義を履修し、学んだ内容を本演習に活かすことを推奨する。

本演習の時間内に、報告担当者に対して発言ができなかった受講生は、必ずその日のうちに報告者へメールでコメントを送信
すること（担当教員には  Cc : にて送信すること）。
基本的なことではあるが、報告担当者は、その日の報告のときに受けたフィードバックやコメント、助言、意見、批判など
を、その日のうちに要約し、それらについて、自分としては今後どのように取り組むのか、考える習慣を持つこと。

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

本演習では、マーケティング戦略に関わる諸側面について、考察・議論を重ねていく中で、調査・研究・論文作成の指導を行
う。マーケティング戦略をヨリ深く理解するべく、「市場環境のダイナミクスと戦略・組織」を重点的に取り上げる。
つまり、売り手と買い手による取引の連動、及び売り手間の競争が織り成すダイナミクスに迫る。研究のアプローチは、マー
ケティング論に限らず、経営戦略論と経営組織論の視点も踏まえる。ダイナミックな市場環境の下で、組織は逆境に陥ること
もある。その逆境を好機に変える論理とは何か?  脱成熟や競争逆転、マーケティング組織の変革、事業のＶ字回復などを具体
的なテーマとして追究する。

英語科目授業名 Seminar on Marketing Strategy 1

科目ナンバー CM3SB0061.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20700013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 マーケティング戦略論研究演習1
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評価方法

評価は、次の3点から、総合的に評価する。
事前・事後学習の内容（10％）
本演習に対する貢献；発言の質と量（40％）
自身の研究テーマに関する報告内容と進展度合い（50％）
特に上記の2．については、次の点を意識してほしい。
脳から汗を流すくらい、深く考えること
意欲（大げさに言えば、闘志）亡き者は去れ
沈黙は罰金なり
論理的（あるいは理論的）に考えること：実践結果の整理だけでは ×
現場で吐ける言葉かどうか常に考えること
疑って「問い」を立てることとはいえ、脳から出ている汗の量を測定したり、沈黙に罰金をとったりはしない。受講生の発言
が、省察や議論を深めるということを忘れないでほしい。イイ議論が展開されることを、期待している。

受講生へのコメント

「本演習は、コミュニティであり、ひとりの舞台ではない。」…このことを、よく意識してほしい。
一見すると、孤独の作業のように思われる修士論文の作成作業は、決して一人で行っているのではない。最終的に、机の前に
自分を縛り付けてでも書き上げていくのは他ならぬ、この “自分自身” である。しかし、その仕上がっていくもの（論文）
は、切磋琢磨している同期、大学院に在籍している先輩、演習などで関わっていただいているOBやOG、指導教官、それから学
会などでご自身の研究に興味を持っていただいて、コメントをくださった方々の御蔭様であるという認識は、とても大切だと
思う。然りとて、主人公は自分である。
考えてみるに、4年間を大学で学ぶだけでも、知的な贅沢をしていると考えられる。更に2年間の修士課程をかけて、研究生活
を送っている。だからこそ、それを支えてくれている人たち、理解を示してくださっている大切な人々、例えば自分を支えて
くれている親、兄弟、親友・恋人など、ご自身が修士に挑戦していることを見守ってくれている方々との関係の中で創造的な
活動がなされているということを、決して忘れないでほしい。

教材

以下に示す書籍は、あくまで例示に過ぎない。受講生各自の研究テーマに合わせて、研究を進める上で必要となる書籍や論文
は、本演習の中で適宜紹介する。
小池和男、洞口治夫『経営学のフィールド・リサーチ』日本経済新聞社 2006年
小池和男『聞きとりの作法』東洋経済新報社 2000年
ラッセル・ベルグ、アイリーン・フィッシャー、ロバート・V・コジネッツ『消費者理解のための定性的マーケティング・リ
サーチ』碩学舎 2016年
R.K.イン『ケース・スタディの方法』千倉書房 改訂版 2011年
須田敏子『マネジメント研究への招待』中央経済社 2019年
小沢貴史『市場再活性化のメカニズム』千倉書房 2021年

授業の到達目標

本演習では、マーケティング論に限らず、経営戦略論と経営組織論における知識を基に、組織の現場における身近な問題を深
く掘り下げて考え、修士論文の作成を目指す。そして個人の研究テーマ、研究課題の明確化に時間をかけたい。上手に答えを
出すことよりも、「良い問い」を問う事が大切だと考えるからである。この「良い問い」とは、キャリアや現場で生じる問題
を、大きく・深く考えるキッカケとなる本質的な問題である。しかも、将来に役立ちそうな答えが出てきそうな問題である。
テーマを決める過程と、論文を書く過程での「気づき」を大切にしてほしい。

授業内容・授業計画

本演習は、基本的に対面で行う。しかしコロナ禍の状況によっては、zoom による遠隔での開講も視野に入れている。
受講を希望される方は、事前に担当教官である小沢まで、メールなどで連絡を取ること。
開講日時や、場合によっては zoom の ID などを、おって伝える。

全体的に本演習では、自身の手掛けたい研究テーマについて、修士論文の構想、先行研究のレビュー、調査、分析、執筆など
に関する進捗を報告を行う。報告の担当者を決めて、進捗報告と受講生による議論、および指導を行う。
報告の担当者は、レジェメ（レポート形式、スライド形式、現時点で仕上がった論文原稿など、形式は問わない）を用意す
る。受講生の数によっては、報告の担当日の1週間前に、メール添付にて報告ファイルを送付してもらう。

事前・事後学習の内容

受講生は、事前に入手した、報告担当者の資料を読み込んだ上で本演習に臨み、議論を行う。
先行研究に関する文献は、幅広く、かつ深く本を読むこと。然もなくば、前期博士課程を通して論文を書くことは難しいと考
えられる。
定性的方法論研究や定量的方法論研究など、方法論の講義を履修し、学んだ内容を本演習に活かすことを推奨する。

本演習の時間内に、報告担当者に対して発言ができなかった受講生は、必ずその日のうちに報告者へメールでコメントを送信
すること（担当教員には  Cc : にて送信すること）。
基本的なことではあるが、報告担当者は、その日の報告のときに受けたフィードバックやコメント、助言、意見、批判など
を、その日のうちに要約し、それらについて、自分としては今後どのように取り組むのか、考える習慣を持つこと。

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

本演習では、マーケティング戦略に関わる諸側面について、考察・議論を重ねていく中で、調査・研究・論文作成の指導を行
う。マーケティング戦略をヨリ深く理解するべく、「市場環境のダイナミクスと戦略・組織」を重点的に取り上げる。
つまり、売り手と買い手による取引の連動、及び売り手間の競争が織り成すダイナミクスに迫る。研究のアプローチは、マー
ケティング論に限らず、経営戦略論と経営組織論の視点も踏まえる。ダイナミックな市場環境の下で、組織は逆境に陥ること
もある。その逆境を好機に変える論理とは何か?　脱成熟や競争逆転、マーケティング組織の変革、事業のＶ字回復などを具体
的なテーマとして追究する。

英語科目授業名 Seminar on Marketing Strategy 2

科目ナンバー CM3SB2261.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30700013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 マーケティング戦略論研究演習2
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評価方法

演習への参加度合い(30%)、発表内容(30%)、期末レポート(40%)を評価の対象として、総合的に評価する。

受講生へのコメント

原価計算や管理会計の基礎知識を事前に習得しておくことが望ましい。

教材

清水　孝　著『上級原価計算（第3版）』中央経済社、2011年。
加登　豊・李建　著『ケースブック　コストマネジメント第2版』新世社、2011年。

授業の到達目標

本演習の目標は、伝統的な原価計算および最新の原価計算の理論・技法を学習し、原価計算システムの全体像を理解すること
である。

授業内容・授業計画

前期博士課程研究演習１では、原価計算に関する基礎的文献を精読する。演習の形式は輪読・討論を中心に行う。
授業は、対面で行います。

事前・事後学習の内容

教科書や参考書の内容を予習・復習すること。研究報告書を作成し、事前に発表の準備をすること。

担当教員氏名（代表含む） 卜　志強

履修上の制限

科目の主題

原価計算は現代企業・組織を適切に運営していくために不可欠なシステムである。近年、経済の成熟化、市場のグローバル
化、情報技術の開発・普及に伴い、企業を取り巻く経営環境は大きく変化し、企業経営に多様な影響を及ぼしている。企業は
これらの経営環境の変化にうまく対応することなくしては、激しい市場競争に勝ち残ることができない。こうした中で、競争
優位のツールとしての原価計算システムが注目されつつある。近年、欧米や日本では原価計算の領域においていくつかの革新
的な手法が開発されている。
本演習では、伝統的な原価計算および最新の原価計算に関する理論・技法を学習する。

英語科目授業名 Seminar on Cost Accounting 1

科目ナンバー CM3SB0012.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20380013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 原価計算論研究演習1
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評価方法

演習への参加度合い(30%)、発表内容(30%)、期末レポート(40%)を評価の対象として、総合的に評価する。

受講生へのコメント

原価計算や管理会計の基礎知識を事前に習得しておくことが望ましい。

教材

杉山　善浩　著『管理会計変化の探求』中央経済社、2014年。

授業の到達目標

本演習の目標は、伝統的な原価計算および最新の原価計算の理論・技法を学習し、原価計算システムの全体像を理解すること
である。

授業内容・授業計画

前期博士課程研究演習２では、演習１において学習した内容から一つの課題を選択してもらい、修士論文の作成にむけて研究
指導を行う。
授業は、対面で行います。

事前・事後学習の内容

参考書や関連文献を読み、研究報告書を作成すること。

担当教員氏名（代表含む） 卜　志強

履修上の制限

科目の主題

原価計算は現代企業・組織を適切に運営していくために不可欠なシステムである。近年、経済の成熟化、市場のグローバル
化、情報技術の開発・普及に伴い、企業を取り巻く経営環境は大きく変化し、企業経営に多様な影響を及ぼしている。企業は
これらの経営環境の変化にうまく対応することなくしては、激しい市場競争に勝ち残ることができない。こうした中で、競争
優位のツールとしての原価計算システムが注目されつつある。近年、欧米や日本では原価計算の領域においていくつかの革新
的な手法が開発されている。
本演習では、伝統的な原価計算および最新の原価計算に関する理論・技法を学習する。

英語科目授業名 Seminar on Cost Accounting  2

科目ナンバー CM3SB2212.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30380013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 原価計算論研究演習2
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評価方法

評価は、①事前・事後学習の内容、②授業での発言内容等の参加状況、③研究報告書の内容を鑑み、総合的に判断する。

受講生へのコメント

前期博士課程研究演習１の履修に際し、マーケティング全般に関する基本知識をテキスト等により事前にあるいは同時進行的
に身に付けることを希望する。

教材

必要な教材は、授業中に適宣指示する。

授業の到達目標

自らの研究に関わるマーケティング知識を深く理解するとともに、他者の研究領域におけるマーケティング知識の知ることで
マーケティングの包括的理解を高める。

授業内容・授業計画

授業は対面で実施します。
演習では、受講生の関心に応じて、ブランド戦略、関係性マーケティング、マーケティング・イノベーションなど関連性のあ
るマーケティング概念をピックアップし、その概念に関わる論文等を参照しながら議論する。なお、演習で使用する文献等の
資料は、受講者と協議の上、最終的に決定する。

事前・事後学習の内容

持ち回りで行う演習の発表者には、授業前に入念に準備し発表に備えるとともに、授業後は演習での議論を踏まえて自らの発
表内容を再構成することを求める。また、発表者以外の者には、授業前に関連分野に関する知識を得ておくとともに、授業後
は演習での議論を自らの研究に活かすことを求める。

担当教員氏名（代表含む） 小林　哲

履修上の制限

科目の主題

企業の目的は利益の追求にあり、それは市場での売買によって達成される。マーケティングは、この市場での売買活動（需給
マッチング）および企業の長期的存続に必要な環境（競争環境および社会環境）への適応行動を主な研究領域としている。こ
のようにマーケティングは企業の境界活動をいかに効果的かつ効率的に行うかに焦点をあてるが、これは最適な境界活動を実
現する方法を考察するという意味であり、境界活動のみに限らず必要に応じて組織問題やトップのリーダーシップなど企業内
部の問題にも言及する。また、最近注目されている非営利組織へのマーケティングの適用に関しても機会があれば議論した
い。
　なお、演習は、受講者の関心領域に関する既存研究のレビューを通して、マーケティングの考え方や理論的示唆、現実問題
への適用方法を議論し、マーケティングに対する理解を深める方法で進めるが、インターディシプリナリ・アプローチ
(interdisciplinary approach)というマーケティングの伝統的な研究方法に則り、マーケティング課題に有用だと思われる他
領域の既存研究も取り上げることもある。

英語科目授業名 Seminar on Marketing  1

科目ナンバー CM3SC0013.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20060013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 マーケティング論研究演習1
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評価方法

評価は、①事前・事後学習の内容、②授業での発言内容等の参加状況、③研究報告書の内容を鑑み、総合的に判断する。

受講生へのコメント

前期博士課程研究演習２の履修に際し、マーケティング全般に関する基本知識をテキスト等により事前にあるいは同時進行的
に身に付けることを希望する。

教材

必要に応じて適宜提示する。

授業の到達目標

修士論文作成に必要な知識と技法を修得する。

授業内容・授業計画

授業は対面で実施します。
マーケティング課題は多岐にわたり、したがって、課題に対してどのようにアプローチするかが重要な問題となる。研究演習
２では、参加者の研究報告およびそれに関する議論を通して、研究領域の絞り込みとアプローチ方法の確定、当該領域に対す
る既存研究のレビューとその理解、理論的課題の導出およびその解決方法の提示を行い、最終的に修士論文を作成することを
目的とする。なお、参加者の研究領域等を見ながら共通テーマを設定し議論する場合もある。

事前・事後学習の内容

持ち回りで行う演習の発表者は、授業前に入念に準備し発表に備えるとともに、授業後は演習の議論を踏まえ、自らの発表内
容を再構成することを求める。また、発表者以外の者は、授業前に関連分野に関する知識を得ておくとともに、授業後は、演
習の議論を自らの研究に活かす方法を考えることを求める。

担当教員氏名（代表含む） 小林　哲

履修上の制限

科目の主題

企業の目的は利益の追求にあり、それは市場での売買によって達成される。マーケティングは、この市場での売買活動（需給
マッチング）および企業の長期的存続に必要な環境（競争環境および社会環境）への適応行動を主な研究領域としている。こ
のようにマーケティングは企業の境界活動をいかに効果的かつ効率的に行うかに焦点をあてるが、これは最適な境界活動を実
現する方法を考察するという意味であり、境界活動のみに限らず必要に応じて組織問題やトップのリーダーシップなど企業内
部の問題にも言及する。また、最近注目されている非営利組織へのマーケティングの適用に関しても機会があれば議論した
い。
　なお、演習は、受講者の関心領域に関する既存研究のレビューを通して、マーケティングの考え方や理論的示唆、現実問題
への適用方法を議論し、マーケティングに対する理解を深める方法で進めるが、インターディシプリナリ・アプローチ
(interdisciplinary approach)というマーケティングの伝統的な研究方法に則り、マーケティング課題に有用だと思われる他
領域の既存研究も取り上げることもある。

英語科目授業名 Seminar on Marketing  2

科目ナンバー CM3SC2213.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30060013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 マーケティング論研究演習2
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評価方法

研究の進捗状況および報告内容によって統合的に評価する。
基本的には年度末に提出する最終報告書の進捗状況から評価する。

受講生へのコメント

受講者には、積極的に発言すること、また自ら考えることを求める。

教材

使用テキストは以下の通りⅠ. 青木幸弘 （2010）『消費者行動の知識』, 日経文庫。Ⅱ. 清水聰（1999）『消費者行動の知
識』, 日経文庫。

参考文献に関しては、受講者の論文にテーマに応じて適宜指示する。

授業の到達目標

消費者行動研究の知識を用い、修士論文を作成する。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。

第１回： ガイダンス（担当役、担当箇所の決定など）第２回： テキストⅠの輪読①　（消費者行動とマーケティング）第３
回： テキストⅠの輪読②　（消費者行動の分析フレーム）第４回： テキストⅠの輪読③　（消費者行動研究の系譜）第５
回： テキストⅠの輪読④　（消費様式の選択メカニズム）第６回： テキストⅠの輪読⑤　（購買意思決定プロセス）第７
回： テキストⅠの輪読⑥　（消費者の情報処理とブランド知識）第８回： テキストⅠの輪読⑦　（消費者の関与水準とコ
ミットメント）第９回： テキストⅡの輪読①　（消費者行動の理論的展開・発展過程）第１０回：テキストⅡの輪読②　（消
費者行動の外的要因に関する理論）第１１回：テキストⅡの輪読③　（消費者の包括的意思決定モデル）第１２回：テキスト
Ⅱの輪読④　（消費者の内的要因の研究）第１３回：テキストⅡの輪読⑤　（消費者行動とマーケティング・モデル）第１４
回：テキストⅡの輪読⑥　（個人としての消費者を測定するモデル）第１５回： 研究計画書の策定①（研究目的と理論背景）
第１６回：研究計画書の策定②（調査方法の検討）第１７回：基盤理論の検討①（基盤となる論文・書籍に関する発表:研究目
的との整合性）第１８回：基盤理論の検討②（基盤となる論文・書籍に関する発表：研究目的と構成概念）第１９回：基盤理
論の検討③（基盤となる論文・書籍に関する発表：先行研究の有用性とは）第２０回：基盤理論の検討④（基盤となる論文・
書籍に関する発表：先行研究に対する自身の研究の独自性とは）第２１回：基盤理論の検討⑤（基盤となる論文・書籍に関す
る発表：先行研究の再考と確認）第２２回：研究計画書の再考①（研究目的と理論背景）第２３回：研究計画書の再考②（調
査方法の検討）第２４回：消費者行動研究における定量調査①（統計分析ソフトを用いて：平均の比較など）第２５回：消費
者行動研究における定量調査②（統計分析ソフトを用いて：多重比較・共分散構造分析など）第２６回：消費者行動研究にお
ける定性調査①（質的分析ソフトを用いて：テキストマイニング）第２７回：消費者行動研究における定性調査②（質的分析
ソフトを用いて：グラウンデット・セオリーアプローチを用いたコーディング）第２８回：年度末最終報告書に関する発表
（研究目的・章立て・理論背景・調査方法について）

事前・事後学習の内容

入学時に作成した研究計画書を基盤に、講義時の指導を踏まえ、毎講義内課される議論に対応できるよう事前準備を求める。

担当教員氏名（代表含む） 圓丸　哲麻

履修上の制限

科目の主題

消費者行動研究の系譜および、その基幹研究の体系的把握とその活用。近年、市場の飽和化や企業間の競争激化、更にグロー
バル化を背景として、ますます製品・サービスが同質化している。加えて消費者の需要も多様化・個性化し、従来のマーケ
ティング・ミックスだけでは、様々な需要を持つ消費者を満足させ、顧客獲得し維持することが困難な時代となっている。こ
のような市場背景を持ち、近年さらに「消費者理解」を基幹とするマーケティングが重要視されている。本演習では、消費者
行動の概念を用い、現代の市場課題に対してどのような消費者理解が有効であるかを議論すること、またその集大成として修
士論文の作成を通じて、マーケティングの理解を深めるような取り組みを実施する。

英語科目授業名 Seminar on Consumer Behavior 1

科目ナンバー CM3SC0064.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20730013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 消費者行動論研究演習1
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評価方法

年度末に提出する修士論文およびそれに関わる研究報告をもって評価する。

受講生へのコメント

受講者には、積極的に発言すること、また自ら考えることを求める。

教材

本講義では主に学術論文（和・洋）を用いる。
基幹研究に関わる教材リストは、受講者の論文にテーマに応じて適宜指示する。

授業の到達目標

消費者行動研究の知識を用い、修士論文を作成する。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。
第１回：研究計画の確認と前年度最終報告書の振り返り第２回：研究計画の再考と修士論文構成の検討　第３回： 修士論文作
成（研究目的と基盤研究①：研究目的と研究背景）第４回： 修士論文作成（研究目的と基盤研究②：研究目的に準じた構成概
念）第５回： 修士論文作成（研究目的と基盤研究③：依拠する先行研究の有用性とは）第６回： 修士論文作成（研究目的と
基盤研究④：先行研究に対する自身の研究の独自性とは）第７回： 修士論文作成（研究目的と基盤研究⑤：依拠する先行研究
の調査手法とは）第８回： 修士論文作成（研究目的と調査概要・方法①：調査スケジュールの決定）第９回： 修士論文作成
（研究目的と調査概要・方法②：研究目的と調査手法の検討）第１０回：修士論文作成（研究目的と調査概要・方法③：研究
目的と調査項目の検討）第１１回：修士論文作成（事前調査実施と振り返り①：データの収集）第１２回：修士論文作成（事
前調査実施と振り返り②：事前調査の分析）第１３回：修士論文作成（事前査実施と振り返り③：事前調査への考察と本調査
の検討）第１４回：修士論文【中間報告】に関する発表（研究目的・章立て・理論背景・調査方法について）第１５回：修士
論文・研究報告資料の作成①（論文構成・理論基盤・調査手法の再検討）第１６回：修士論文・研究報告資料の作成②（本調
査実施への検討）第１７回：修士論文・研究報告資料の作成③（本調査実施：データの収集）第１８回：修士論文・研究報告
資料の作成④（本調査分析）第１９回：修士論文・研究報告資料の作成⑤（調査結果を踏まえた研究成果の考察）第２０回：
修士論文・研究報告資料の作成⑥（先行研究レビューおよび調査結果を踏まえ、研究報告のためのプレゼン資料の作成）第２
１回：修士論文・研究報告資料の作成（研究報告のためのプレゼン資料の作成【修正】）第２２回：研究報告のための発表①
（研究報告のためのプレゼン発表）第２３回：研究報告のための発表②（研究報告のためのプレゼン発表【修正】）第２４
回：修士論文の作成①（研究報告会での指摘を受け、論文に関わる課題の検討）第２５回：修士論文の作成②（修正すべき課
題の確認と修正案の提示）第２６回：修士論文の作成③（注釈・参考文献に関する確認）第２７回：修士論文の作成④（修士
論文執筆規定との最終摺合せ）第２８回：修士論文の作成⑤ （修士論文全般に対する最終確認）

事前・事後学習の内容

入学時に作成した研究計画書を基盤に、講義時の指導を踏まえ、毎講義内課される議論に対応できるよう事前準備を求める。

担当教員氏名（代表含む） 圓丸　哲麻

履修上の制限

科目の主題

消費者行動研究の系譜および、その基幹研究の体系的把握とその活用。
近年、市場の飽和化や企業間の競争激化、更にグローバル化を背景として、ますます製品・サービスが同質化している。加え
て消費者の需要も多様化・個性化し、従来のマーケティング・ミックスだけでは、様々な需要を持つ消費者を満足させ、顧客
獲得し維持することが困難な時代となっている。このような市場背景を持ち、近年さらに「消費者理解」を基幹とするマーケ
ティングが重要視されている。本演習では、消費者行動の概念を用い、現代の市場課題に対してどのような消費者理解が有効
であるかを議論すること、またその集大成として修士論文の作成を通じて、マーケティングの理解を深めるような取り組みを
実施する。

英語科目授業名 Seminar on Consumer Behavior 2

科目ナンバー CM3SC2264.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30730013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 消費者行動論研究演習2
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評価方法

授業参加度40%　研究報告60%

受講生へのコメント

研究意欲が高い学生が対象となる。

教材

研究と関連する論文

授業の到達目標

１．研究者としての自覚を持つ
２．研究能力向上
３．プレゼンテーション能力の向上
４．独学能力の向上

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回　　　　　研究方法に関する授業を行う
　　　　　　　　・理論の構築
　　　　　　　　・事例研究の方法論
　　　　　　　　・統計研究の方法論
第2回　　　　　組織論に関する研究の紹介
　　　　　　　　・研究課題の発表
　　　　　　　　・研究課題を決めて進め方について
第3回〜第14回　発表
　　　　　　　　・研究に関連する論文を検索し要約して発表する。

事前・事後学習の内容

課題を自分で決め、論文を自分で検索する。指導教員もアドバイスをする。

担当教員氏名（代表含む） 王　亦軒

履修上の制限

科目の主題

前期では、まず経営組織論の専門知識に関して幅広く学ぶ。履修生は、指導教員による指導、独学及び他の履修者の発表など
から学ぶ必要がある。修士論文の研究課題を決め、研究課題に関する文献を読み、発表する。後期では、各々の研究進捗状況
及び研究成果を発表する。

英語科目授業名 Seminar on Organizational study 1

科目ナンバー CM3SC0065.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20740013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営組織論研究演習１
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評価方法

授業参加度40%　研究報告60%

受講生へのコメント

研究意欲が高い学生が対象となる。

教材

研究と関連する論文

授業の到達目標

１．研究者としての自覚を持つ
２．研究能力向上
３．プレゼンテーション能力の向上
４．独学能力の向上

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回　　　　　ガイダンス
第2回〜第14回　研究進捗及び成果の発表
　　　　　　　　・毎週研究進捗の報告及び研究成果の発表が必要。
　　　　　　　　・発表者は1-2人。
　　　　　　　　・発表終了後ディスカッションを行う。
第15回　　　　　ガイダンス
第16回〜第28回  修士論文の発表
    　　　　　　　・毎週修士論文を完成させるために発表する。
                             ・発表者は1-2人。
                             ・発表終了後ディスカッションを行う。

事前・事後学習の内容

事前に発表内容を準備

担当教員氏名（代表含む） 王　亦軒

履修上の制限

科目の主題

研究演習1で培った研究能力を基に研究を進める。自らの修士論文の完成を目的とする。

英語科目授業名 Seminar on Organizational study 2

科目ナンバー CM3SC2265.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30740013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営組織論研究演習２
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評価方法

毎回の演習におけるアウトプット、同時に相手のアウトプットに対するリアクト、を教員が継続的に観察することが評価の方
法であり、修士学位にふさわしい知見と思考力を身につけたかどうかが評価の対象となる。

受講生へのコメント

言うまでもないが、修士学位取得のための演習なので、すでにある程度の具体的な研究計画を持っていることが求められる。
受講希望者は事前に研究計画書をメールで送信し、受講に関する相談を行うこと。演習では、自ら考えて自ら実行し、その内
容を逐一教員に相談と報告をすること。

教材

なし

授業の到達目標

1年間の主な構成として、前半は受講生が持ち込んだ研究計画の検討、後半は研究計画に基づいた先行研究レビューの2段階に
分けられる。

演習を開始する前提として研究計画書の確立が重要となる。完成度の高い研究計画書を作成することによって、学術論文とは
そもそも何か、修士論文に求められる条件とは何かという基本的な論文構成と研究姿勢について修得する。その上で各自の研
究計画書に基づいて徹底した先行研究のレビューを行うことが演習１の最重要課題であり到達目標となる。毎回の演習は受講
者の報告に対して教員を含めた参加者全員で討論と批判を行う形式で進める。したがって受講生は毎回の演習において必ず何
らかのアウトプットが求められ、同時に相手のアウトプットに対するリアクトが要求される。

授業内容・授業計画

対面授業

受講者の報告に対して教員を含めた参加者全員で討論と批判を行う形式で進める。毎回の演習で受講者は何らかの生産的なア
ウトプットを求められ、同時に他の受講者に対する建設的なリアクションが求められる。
1年間の主な構成として、前半は受講生が持ち込んだ研究計画の検討、後半は研究計画に基づいた先行研究レビューの2段階に
分けられる。
演習を開始する前提として研究計画書の確立が重要となる。完成度の高い研究計画書を作成することによって、学術論文とは
そもそも何か、修士論文に求められる条件とは何かという基本的な論文構成と研究姿勢について修得する。その上で各自の研
究計画書に基づいて徹底した先行研究のレビューを行うことが演習１の最重要課題となる。毎回の演習は受講者の報告に対し
て教員を含めた参加者全員で討論と批判を行う形式で進める。したがって受講生は毎回の演習において必ず何らかのアウト
プットが求められ、同時に相手のアウトプットに対するリアクトが要求される。

事前・事後学習の内容

事前に必要分量の先行研究を読み込み、レジュメを準備し、演習で報告を行うというプロセスで演習が進む。課題論文の指定
など具体的指示は講義内で行うが、原則として自分で必要と思うものを自分で主体的に行う。

担当教員氏名（代表含む） 宮川　壽夫

履修上の制限

科目の主題

コーポレートファイナンス理論に関する実証的研究を専門分野とする。中心となるテーマはCAPMでは説明できない企業価値に
与えるファクターに関する課題となる。具体的な例として、企業の利益配分と企業価値、ガバナンスと企業価値、資本構成と
企業価値、企業の株主構成と企業価値、株主と経営者とのコンフリクト、エイジェンシー理論、所有権理論、取引コスト理論
など組織の経済学理論群と企業価値との関係等が考えられる。これらの分野を大きく逸脱しない限り受講生各自が持ち込む問
題意識によって研究テーマには融通を利かせる予定であるが、コーポレート･ファイナンス理論に依拠した仮説を構築し、実証
的に検証するという研究スタイルを原則として採用している。

受講生各自が持ち込む問題意識はファイナンス理論のフレームワークから実証的に解明されるよう具体的な研究テーマとして
昇華させることが求められる。したがって、基本的なファイナンス理論の知識と計量経済学の知識が必須となる。

英語科目授業名 Seminar on Investment Analysis  1

科目ナンバー CM3SB0016.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20530013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 証券分析論研究演習1
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評価方法

原則として論文の内容で採点するが、プロセスを重視する。プロセスは、文献の読み込みやデータの構築など日常的な教員の
個別指導に従ってきちんと努力をしたか、受講生同士で相手の研究に対して建設的な批判を行い、的確なアイデアを提供でき
たかを評価する。

受講生へのコメント

主体的な問題意識を持って自ら考えて自ら実行し、その内容を逐一教員に相談と報告をすること。また、証券分析論研究演習1
を受講していることを前提に演習を進めるので、本講義からの受講を希望する受講生は事前に相談しに来てください。

教材

なし

授業の到達目標

修士論文を完成させることとと修士学位にふさわしい研究能力を体得することが本演習の目的である。その到達水準は単に書
き上げることではなく、国内外の査読論文レベルを目標とし、実際に掲載を目指すことに置いている。

授業内容・授業計画

対面授業

受講生各自の研究テーマに応じた先行研究のレビュー並びに方法論の確立と修士論文の完成に向けた論文指導を個別に進める
形式となる。前半は受講生が各自で先行研究を持ち込んで毎回報告するとともにリサーチデザインの確立までを目標とする。
後半は毎回受講生各自が報告する論文の進捗状況に対して個別指導を進めて行くことに専念する。

事前・事後学習の内容

本演習の指導目的は修士論文を完成させることにある。「事前・事後の学習」という区分けも概念もない。受講者が自分で必
要と思うものを自分で考えて主体的に行う。本演習では毎回一週間の進捗を厳しく問われるので、それに応じた準備と対応に
追われることになる。

担当教員氏名（代表含む） 宮川　壽夫

履修上の制限

科目の主題

コーポレートファイナンス理論に関する実証的研究を専門分野とする。

受講生各自の研究テーマに応じた先行研究のレビュー並びに方法論の確立と修士論文の完成に向けた論文指導を個別に進める
形式となる。本演習の段階ではすでに仮説が構築されていることを前提としている。前半は仮説の検証方法を確認し、データ
ベースの構築に入る。その都度先行研究の確認も同時に行う。後半は毎回受講生各自が報告する論文の進捗状況に対して個別
指導を進めて行くことに専念する。

英語科目授業名 Seminar on Investment Analysis 2

科目ナンバー CM3SB2216.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30530013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 証券分析論研究演習2
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評価方法

出席状況および報告内容によって評価する。

受講生へのコメント

英語力を高めておくこと。

教材

追って指示する。

授業の到達目標

企業による開示行動の経済的影響を解明した実証研究論文を丁寧にレビューすることによって、背後にある理論、および研究
遂行上必須となるプロセスを理解・習得することを到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
「Financial Accounting」もしくは「Financial Reporting」に関する基本的な文献をレビューすることによって、会計手続選
択および財務報告の経済的影響について検討する。

事前・事後学習の内容

実証研究の理解および実施に必要となる統計手法を事前学習すること。事後学習内容の１つとして、実証研究論文を執筆する
ことをあげておく。

担当教員氏名（代表含む） 浅野　信博

履修上の制限

科目の主題

企業は様々な目的のもと、企業を取りまく多種多様な利害関係者に対して様々なレベルの情報を提供している。企業によって
公表される情報には、財務情報のみならず非財務情報も含まれる。加えて、公表される情報には一般に公正妥当と認められた
会計原則（Generally Accepted Accounting Principles）によって強制開示が求められているもののみならず、企業によって
自発的に開示されているものも存在する。
　本演習では、企業によって開示される多種多様な情報を詳細に分析し、その開示行動の経済的影響について検討を行うこと
にしたい。

英語科目授業名 Seminar on Fanancial Accounting  1

科目ナンバー CM3SB0018.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20100013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 財務会計論研究演習1
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評価方法

出席状況および報告内容によって評価する。

受講生へのコメント

英語力を高めておくこと。

教材

追って指示する。

授業の到達目標

企業による開示行動の経済的影響を解明した実証研究論文を丁寧にレビューすることによって、背後にある理論、および研究
遂行上必須となるプロセスを理解・習得することを到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
前期博士課程研究演習１に引き続いて、「Financial Accounting」もしくは「Financial Reporting」に関する基本的な文献を
レビューするとともに、欧米の数多くの実証研究論文についてサーベイを行う。

事前・事後学習の内容

実証研究の理解および実施に必要となる統計手法を事前学習すること。事後学習内容の１つとして、実証研究論文を執筆する
ことをあげておく。

担当教員氏名（代表含む） 浅野　信博

履修上の制限

科目の主題

企業は様々な目的のもと、企業を取りまく多種多様な利害関係者に対して様々なレベルの情報を提供している。企業によって
公表される情報には、財務情報のみならず非財務情報も含まれる。加えて、公表される情報には一般に公正妥当と認められた
会計原則（Generally Accepted Accounting Principles）によって強制開示が求められているもののみならず、企業によって
自発的に開示されているものも存在する。
　本演習では、企業によって開示される多種多様な情報を詳細に分析し、その開示行動の経済的影響について検討を行うこと
にしたい。

英語科目授業名 Seminar on Fanancial Accounting  2

科目ナンバー CM3SB2218.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30100013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 財務会計論研究演習2
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評価方法

到達目標の達成度（実証論文の方法論の習得と実証分析の実践）（50%）、プレゼンテーションやディスカッションへの貢献度
（50%）等による総合評価（予定）。

受講生へのコメント

発表の担当者は、単なる和訳にとどまらず、関連研究の渉猟と比較検討が必須である。参加者は、事前の十分な予習が必須で
ある。

ゼミにのぞむ前段階として、実証会計に関する下記の書籍等を十分に勉強し、事前知識を習得しておく必要がある。
---
・スコット著, 太田康広他翻訳(2008)『財務会計の理論と実証』中央経済社。
・首藤昭信(2010)『日本企業の利益調整−理論と実証』中央経済社。
・W.ビーバー著, 伊藤邦雄訳(2010)『財務報告革命(第3版)』白桃書房。
・大日方隆(2013)『アドバンスト財務会計—理論と実証分析（第2版）』中央経済社。
・パレプ&ヒーリー&バーナード著, 斉藤静樹監訳(2001)『企業分析入門(第2版)』東京大学出版会。
---

実証研究を行うには、計量経済学や統計学の知識が欠かせない。William H. Greeneの "Econometric Analysis" といった代表
的なテキストで勉強し、事前知識の習得が必要である。

加えて、RやSTATAといった統計プログラミングの習得も必要不可欠である。

ゼミ履修希望者は、事前にメールをください。

教材

必要に応じて、演習時に提示する。

授業の到達目標

実証論文のレビューを通して、実証研究の方法論、データの収集方法、リサーチ･デザインの構築、統計ソフトの利用、実証論
文の書き方を習得する。それを通じて、自らの専門研究をブラッシュアップする。

授業内容・授業計画

本演習は対面で実施する（予定）。

第1回        ガイダンス
第2回〜第14回        (1) 実証論文のレビュー　(2) 自らの専門研究の発表
第15回        ガイダンス、後期授業の確認
第16回〜第28回        (3) 実証論文のレビュー。毎週の担当者は、主要ジャーナル（The Accounting Review, Journal of
Accounting & Economics , Journal of Accounting Research, Contemporary Accounting Research, Review of Accounting
Studies, Journal of Accounting, Auditing & Finance, その他、Journal of Finance, Journal of Financial Economicsな
ど）から各自関心を有する論文を選択し、レジュメを作成・配布、プレゼンテーションした後に、全員でディスカッションす
る。・毎週の担当者は、レビューする論文のpdfを事前に参加者に送付し、事前学習に役立てる。(4) 自らの専門研究の発表。
自らの専門研究について、先行研究のレビュー、データ収集、実証結果等についてプレゼンテーションし、他の参加者との
ディスカッションによって、自らの専門研究をブラッシュアップする。

事前・事後学習の内容

毎週の担当者は、レビューする論文のpdfを事前に他の参加者に送付し、事前学習に役立てる。

担当教員氏名（代表含む） 石川　博行

履修上の制限

科目の主題

会計およびファイナンスの主要ジャーナルに掲載された、企業分析や企業評価等に関する実証論文をレビューするとともに、
自らの専門研究についてディスカッションする。

英語科目授業名 Seminar on Business Analysis and Valuation 1

科目ナンバー CM3SB0020.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20120013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 企業分析論研究演習1
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評価方法

到達目標の達成度（実証論文の方法論の習得と実証分析の実践）（50%）、プレゼンテーションやディスカッションへの貢献度
（50%）等による総合評価（予定）。

受講生へのコメント

発表の担当者は、単なる和訳にとどまらず、関連研究の渉猟と比較検討が必須である。参加者は、事前の十分な予習が必須で
ある。

ゼミにのぞむ前段階として、実証会計に関する下記の書籍等を十分に勉強し、事前知識を習得しておく必要がある。
---
・スコット著, 太田康広他翻訳(2008)『財務会計の理論と実証』中央経済社。
・首藤昭信(2010)『日本企業の利益調整−理論と実証』中央経済社。
・W.ビーバー著, 伊藤邦雄訳(2010)『財務報告革命(第3版)』白桃書房。
・大日方隆(2013)『アドバンスト財務会計—理論と実証分析（第2版）』中央経済社。
・パレプ&ヒーリー&バーナード著, 斉藤静樹監訳(2001)『企業分析入門(第2版)』東京大学出版会。
---

実証研究を行うには、計量経済学や統計学の知識が欠かせない。William H. Greeneの "Econometric Analysis" といった代表
的なテキストで勉強し、事前知識の習得が必要である。

加えて、RやSTATAといった統計プログラミングの習得も必要不可欠である。

ゼミ履修希望者は、事前にメールをください。

教材

必要に応じて、演習時に提示する。

授業の到達目標

実証論文のレビューを通して、実証研究の方法論、データの収集方法、リサーチ･デザインの構築、統計ソフトの利用、実証論
文の書き方を習得する。それを通じて、自らの専門研究をブラッシュアップする。

授業内容・授業計画

本演習は対面で実施する（予定）。

第1回        ガイダンス
第2回〜第14回        (1) 実証論文のレビュー。毎週の担当者は、主要ジャーナル（The Accounting Review, Journal of
Accounting & Economics , Journal of Accounting Research, Contemporary Accounting Research, Review of Accounting
Studies, Journal of Accounting, Auditing & Finance, その他、Journal of Finance, Journal of Financial Economicsな
ど）から各自関心を有する論文を選択し、レジュメを作成・配布、プレゼンテーションした後に、全員でディスカッションす
る。(2) 自らの専門研究の発表。自らの専門研究について、先行研究のレビュー、データ収集、実証結果等についてプレゼン
テーションし、他の参加者とのディスカッションによって、自らの専門研究をブラッシュアップする。
第15回        ガイダンス、後期授業の確認
第16回〜第28回        (3) 実証論文のレビュー。毎週の担当者は、主要ジャーナル（The Accounting Review, Journal of
Accounting & Economics , Journal of Accounting Research, Contemporary Accounting Research, Review of Accounting
Studies, Journal of Accounting, Auditing & Finance, その他、Journal of Finance, Journal of Financial Economicsな
ど）から各自関心を有する論文を選択し、レジュメを作成・配布、プレゼンテーションした後に、全員でディスカッションす
る。(4) 自らの専門研究の発表。自らの専門研究について、先行研究のレビュー、データ収集、実証結果等についてプレゼン
テーションし、他の参加者とのディスカッションによって、自らの専門研究をブラッシュアップする。

事前・事後学習の内容

毎週の担当者は、レビューする論文のpdfを事前に他の参加者に送付し、事前学習に役立てる。

担当教員氏名（代表含む） 石川　博行

履修上の制限

科目の主題

自らの専門研究をプレゼンテーション、参加者とディスカッションするとともに、会計およびファイナンスの主要ジャーナル
に掲載された、企業分析や企業評価等に関する実証論文をレビューする。

英語科目授業名 Seminar on Business Analysis and Valuation  2

科目ナンバー CM3SB2220.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30120013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 企業分析論研究演習2
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評価方法

期末レポート、プログラミングや統計解析の宿題、平常点について、総合的に評価します。

受講生へのコメント

経営統計論、データ分析論など学部レベルの統計学やデータ解析及びＲやＣなどによるプログラミング能力を身に付けている
ことが履修要件です。履修希望者は、履修要件を満たしているかについて、事前に相談に来て下さい。

教材

講義中に配布するテキスト、論文、指示する参考書、及び以下の書籍：
−『Ｒの基礎とプログラミング技法』、リゲス著、石田訳、丸善出版、2012．
− Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Silverman. B.W., Chapman and Hall, 1986.
− Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization, Scott. D., Wiley, 1992.
−『Ｃ言語プログラミング』、ダイテル他著、小嶋訳、ピアソン・エデュケーション、1997．
−『ニューメリカルレシピ・イン・シー日本語版-Ｃ言語による数値計算のレシピ』、技術評論社、1993．
−『パターン認識と機械学習　−ベイズ理論による統計的予測』(上)、ビショップ著、元田他訳、
       丸善出版、2012年
−『パターン認識と機械学習　−ベイズ理論による統計的予測』(下)、ビショップ著、元田他訳、
       丸善出版、2012年
− The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data,
        Feldman, R. and Sanger, J., Cambridge University Press, 2007.

授業の到達目標

ノンパラメトリック確率密度法をはじめ、探索的データ解析を可能にする諸⼿法を実際のデータに適用して何らかの統計的パ
ターンを抽出し、そこから発⾒した事実を使った簡単なモデル作成やモデル推定ができるようになることが到達目標です。そ
の実践には、規模の大きいデータの取り扱いや高速計算の必要が付随するため、初歩的なＣ言語プログラミングや高頻度デー
タの処理も実践できるようにすることが望ましいです。

授業内容・授業計画

【授業形態：遠隔】
ノンパラメトリックアプローチによる情報抽出法、及び、発見事実を用いたモデルの作成と推定法の習得、関連文献・論文の
輪読、などを中心に、金融市場データの統計解析のための基礎的能力を培います。統計学、計量ファイナンス、統計解析パッ
ケージＲやＣ言語プログラミングを用いた統計解析やシミュレーション分析に習熟するための演習を行います。これと同時に
金融資産価格変動に関する理論と実際を学びます。

事前・事後学習の内容

授業１週間前までに次回の講義に関する資料を配布、ないし、テキストの講義範囲を告知します。必ず事前に内容を予習した
上で授業に臨んで下さい。授業内容の理解確認のため、プログラミング演習問題や、統計解析演習問題を、宿題として適宜課
します。授業後の復習を欠かさないようにして下さい。

担当教員氏名（代表含む） 高田　輝子

履修上の制限

科目の主題

近年の経営科学分野における利⽤可能なデータの増⼤と計算能⼒の増⼤を背景に、従来は難しかった「データのみから複雑な
真実を探ること」が可能になってきています。統計分析論研究演習1は、データのみから帰納的に真実を探っていくための諸⽅
法を使って、事実の発見や発見したパターンを用いたモデル開発の実践力をつけることを目的とします。最も複雑で多様な方
法が適用可能な高頻度金融データを用いて、様々な方法の適用を実践します。

英語科目授業名 Seminar on Statistical Analysis  1

科目ナンバー CM3SC0022.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20140013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 統計分析論研究演習1
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評価方法

期末レポート、プログラミングや統計解析の宿題、平常点について、総合的に評価します。

受講生へのコメント

Ｒプログラミングや学部レベルの統計学、及び、前期博士課程研究演習１履修内容を習得済であることが履修要件です。履修
希望者は、履修要件を満たしているかについて、事前に相談に来て下さい。

教材

講義中に配布するテキスト、論文、指示する参考書、及び以下の書籍：
 −『Ｒの基礎とプログラミング技法』、リゲス著、石田訳、丸善出版、2012．
 − Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Silverman. B.W., Chapman and Hall, 1986.
 − Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization, Scott. D., Wiley, 1992.
 −『Ｃ言語プログラミング』、ダイテル他著、小嶋訳、ピアソン・エデュケーション、1997．
 −『ニューメリカルレシピ・イン・シー日本語版-Ｃ言語による数値計算のレシピ』、技術評論社、1993．
 −『パターン認識と機械学習　−ベイズ理論による統計的予測』(上)、ビショップ著、元田他訳、
       丸善出版 、2012年
 −『パターン認識と機械学習　−ベイズ理論による統計的予測』(下)、ビショップ著、元田他訳、
        丸善出版 、2012年
 − The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data,
        Feldman, R. and Sanger, J., Cambridge University Press, 2007.

授業の到達目標

到達目標は、統計分析論演習１で習得した「データのみから複雑な真実を探る」ことを可能にする諸⼿法の適用により、産業
界に有益な貢献、ないし、学術的に有意な貢献につながる、ある程度本格的なレベルの研究が遂行できるようになることであ
る。探索的データ解析アプローチの真価を発揮するためには、ＣプログラミングやUNIXシステムの計算マシンの使用など、大
規模なデータ処理・計算特有の問題への対応力も習得することが望ましいです。

授業内容・授業計画

【授業形態：遠隔】
前期博士課程研究演習１において学んだこと、及び統計分析論研究で習得した内容をベースに、各自の設定するテーマによっ
て必要になる方法論・知識を習得し、修士論文の完成に向けた個別指導を行います。Unixを使った金融高頻度データ処理入
門、解析高度化に向けた統計情報技術解説、主張を頑健化するための諸方法解説を中心に、演習・関連論文輪読を行います。
なお、修士論文の作成にあたっては、基本的には学会発表や投稿論文等の形で公表するレベルを目指します。

事前・事後学習の内容

授業１週間前までに次回の講義に関する資料を配布、ないし、テキストの講義範囲を告知します。必ず事前に内容を予習した
上で授業に臨んで下さい。授業内容の理解確認のため、プログラミング演習問題や、統計解析演習問題を、宿題として適宜課
します。授業後の復習を欠かさないようにして下さい。

担当教員氏名（代表含む） 高田　輝子

履修上の制限

科目の主題

近年の経営科学分野における利⽤可能なデータの増⼤と計算能⼒の増⼤を背景に、従来は難しかった「データのみから複雑な
真実を探ること」が可能になってきています。統計分析論研究演習２は、統計分析論演習１で習得したデータからの情報抽出
やモデル開発の技術を深化させ、適用対象データの規模も拡大し、産業界に有益な貢献、ないし、学術的に有意な貢献につな
がるレベルの研究を実践する力をつけることを目的とします。

英語科目授業名 Seminar on Statistical Analysis  2

科目ナンバー CM3SC2222.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30140013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 統計分析論研究演習2
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評価方法

研究報告書等から，到達目標の達成度について評価を行う。
課題提示と内容指導は授業を通じて行うので，授業中の報告，討論などはこの中に反映される。

受講生へのコメント

この授業における自分の課題を意識し，積極的に取り組むとともに，他の参加者の研究内容から自分にプラスとなるものを見
つけること。

教材

特定の文献を用いる場合は候補の中から参加者と話し合って決める。

授業の到達目標

統計及び統計方法について深く考察し，専門的文献を講読，報告し，内容を要約することができる。
具体的課題について，統計的方法により，もしくは数理的整合性を考慮に入れて事象を客観化して考察し，報告することがで
きる。
成果について研究課題報告書を作成することができる。

授業内容・授業計画

授業形態は遠隔（双方向）である。

統計利用に関わって，社会科学的側面を中心に指導する。
このため形式としては以下のようなものがあり得るので相談の上決定する。

（1）テキストの輪読等による基礎概念の理解。

（2）共通課題研究。テーマの例としては以下のようなものが考えられる。
○　近代における統計行為の特質と課題
○　国民の統計データ利用と行政によるデータ利活用の現状と問題点
○　匿名化，欠損値など，二次データ作成上の問題
○　産業構造の変化と経済活動分類
○　物価指数
○　集中尺度と不平等
○　政治算術と商業算術
○　幕末通貨問題の統計的実証
○　リスク管理と統計学
ほか

（3）参加者の専門研究の発表と議論
・発表者は自らの専門研究について，先行研究，自らのオリジナルの視点を強調しつつ，詳細に発表して，必ずしも専門家と
は言えない他の参加者との議論を通じて，自分の研究を高度化する。

事前・事後学習の内容

・テキストの輪読については，司会者，報告者は準備を行い，他の参加者は事前に当該箇所を予習しておく。
・課題研究の場合は，事前に他の参加者に，簡単に発表内容を伝達し，すべての参加者が発表内容について多少の準備を行
う。
・統計の二次データ利用は事前の予算措置，法令遵守教育が求められるので，事前に申し出る。
・研究報告書を準備する。

担当教員氏名（代表含む） 藤井　輝明

履修上の制限

科目の主題

社会における統計データ生成過程と統計利用について研究する第一段階の演習科目である。
社会経済統計では，社会的認識過程を通じて，統計データから認識が可能となる仕組みがあるので，社会経済統計の独自性を
踏まえて，具体的統計分析に活用できるようにする。

英語科目授業名 Seminar on Industrial  Statistics  1

科目ナンバー CM3SC0023.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20150013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業統計論研究演習1
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評価方法

研究報告書等から，到達目標の達成度について評価を行う。
課題提示と内容指導は授業を通じて行うので，授業中の報告，討論などはこの中に反映される。

受講生へのコメント

この授業における自分の課題を意識し，積極的に取り組むとともに，他の参加者の研究内容から自分にプラスとなるものを見
つけること。

教材

特定の文献を用いる場合は候補の中から参加者と話し合って決める。

授業の到達目標

専門的文献を講読，報告し，内容を要約することができる。
具体的な課題について，統計的方法により，もしくは数理的整合性を考慮に入れて事象を客観化して考察し，概要を報告する
ことができる。
研究成果に基づき修士論文を作成することができる。

授業内容・授業計画

授業形態は遠隔（双方向）である。

統計利用に関わって，統計の作成・利用の社会的過程，統計制度，国民による統計データの二次利用，行政による統計データ
利活用などの問題について，社会科学的側面を中心に指導する。

具体的には，参加者の専門研究の発表と議論を繰り返すことにより行う。
参加者は自らの専門研究について，先行研究，自らのオリジナルの視点を強調しつつ，詳細に発表して，必ずしも専門家とは
言えない他の参加者との議論を通じて，自分の研究を高度化する。

事前・事後学習の内容

研究発表では，司会者，報告者は準備を行い，他の参加者に事前に簡単に発表内容を伝達することで，参加者全員が発表内容
について問題意識を持っておく。
二次利用は事前の予算措置，法令遵守教育が求められるので，事前に申し出る
研究報告書またはこれにかわる外部発表論文を準備する。

担当教員氏名（代表含む） 藤井　輝明

履修上の制限

科目の主題

社会における統計データ生成過程と統計利用について研究する第二段階の演習科目である。
社会的認識過程を通じて，統計データから認識が可能となる仕組みを理解し，説明できるようにする。また，社会経済統計の
特質を踏まえて，具体的統計分析に活用できるようにする。

英語科目授業名 Seminar on Industrial  Statistics  2

科目ナンバー CM3SC2223.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30150013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業統計論研究演習2
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評価方法

各自の研究発表の内容、演習への参加状況を中心に評価する。

受講生へのコメント

国際ビジネスだけでなく、経営学全般の領域に関心がある方は参加してみてください。

教材

授業の時に指示します。

授業の到達目標

組織間関係や製品開発、国際経営の分野の文献や収集したデータをもとに議論することを通じて、前期博士課程では修士論文
を、後期博士課程では博士論文を執筆できるようになることを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
修士１年生の前期は、修士論文のテーマを決定し、日本語・英語の書籍や雑誌掲載論文
（組織科学、日本経営学会誌、Academy of Management Review, Academy of Management Journal,
Administrative　Science　Quarterly, Strategic Management Journal, Journal of International
Management, Journal of International Business Studies, Research Policy等）を中心に関連分野の既存研究を検討しま
す。修士一年生の後期には、この文献レビューをもとに、各自の研究をデザインする。

事前・事後学習の内容

演習の際に指示した文献などを中心に予習・復習をおこなう。研究内容を発表する際には、各自で事前に準備をおこなう。

担当教員氏名（代表含む） 石井　真一

履修上の制限

科目の主題

国境を越えた企業活動に関わる問題を扱います。この演習では、各人のニーズ・関心に即したテーマについて、理論的・実証
的に研究を進めるのに必要な知識や方法を習得することがおもなテーマです。国際経営の議論は、戦略論や組織論、イノベー
ション、海外直接投資論、文化人類学、言語学などの幅広い研究領域をベースにしています。
修士課程は、下記の研究演習１にあるように、日本語・英語の文献にもとづいたレビューを作成することから始めてもらいま
す。

英語科目授業名 Seminar on International Management  1

科目ナンバー CM3SB0024.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20160013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際経営論研究演習1

64 



評価方法

各自の研究発表の内容、演習への参加状況を中心に評価する。

受講生へのコメント

国際ビジネスだけでなく、経営学全般の領域に関心がある方は参加してみてください。

教材

授業の時に指示します。

授業の到達目標

組織間関係や製品開発、国際経営の分野の文献や収集したデータをもとに議論することを通じて、前期博士課程では修士論文
を、後期博士課程では博士論文を執筆できるようになることを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
研究演習１で修得した知識をベースに、修士論文の執筆を進める。
　なお、修士論文として完成された研究成果は、学会等での研究発表や投稿論文の執筆等の形で公表することが望ましい。

事前・事後学習の内容

演習の際に指示した文献などを中心に予習・復習をおこなう。研究内容を発表する際には、各自で事前に準備をおこなう。

担当教員氏名（代表含む） 石井　真一

履修上の制限

科目の主題

国境を越えた企業活動に関わる問題を扱います。この演習では、各人のニーズ・関心に即したテーマについて、理論的・実証
的に研究を進めるのに必要な知識や方法を習得することがおもなテーマです。国際経営の議論は、戦略論や組織論、イノベー
ション、海外直接投資論、文化人類学、言語学などの幅広い研究領域をベースにしています。
修士課程は、下記の研究演習１にあるように、日本語・英語の文献にもとづいたレビューを作成することから始めてもらいま
す。

英語科目授業名 Seminar on International Management  2

科目ナンバー CM3SB2224.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30160013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際経営論研究演習2
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評価方法

毎回の報告レジュメの内容（これまでの研究のサーベイ）と実際の報告、および提出する報告課題の出来ばえから総合的に評
価する。

受講生へのコメント

履修を考えている院生は、岡野が編集局長を務めている国際ジャーナルCity, Culture& Society (Elsevier)の論文を事前に
ScienceDirectで検索し、興味のある都市についての論文をいくつか読んでおいてください。

教材

岡野　浩・小林英幸・トヨタ自動車(2015)『コストデザイン』大阪公立大学共同出版会。
H.Okano (2015) A History of Management Accounting in Japan, Emerald.
岡野　浩　執筆・編集の大阪市立大学都市研究プラザ・レポートシリーズおよびドキュメントシリーズ

授業の到達目標

国際ジャーナルに投稿したり、国際学会やワークショップなどで報告したりできるような、国際的な視野の研究にアプローチ
できるように指導する。

授業内容・授業計画

この授業は、遠隔で実施する。
経営学・会計学・管理会計の歴史を学習します。次に、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管理・情報管理などの中からト
ピックスを一つ選択して、それと管理会計との関連のなかからテーマを設定し、国際比較・定性・定量・システムアプローチ
などの方法論を用いながら、これを研究していきます。これと平行して、学部のゼミと協力しながら、プロジェクト研究をす
すめます。２月には、研究テーマ報告会で中間報告を行い、自己評価と受講生の評価、担当講師による評価により採点しま
す。

事前・事後学習の内容

各自設定したテーマについての過去の論文や著書（日本語、英語その他）を幅広くサーベイするとともに、毎回の報告課題に
ついての周到な準備を行ってほしい（2時間程度の予習・復習を行うこと）。
学情でダウンロードできるScienceDirectを最大限活用することが望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 岡野　浩

履修上の制限

科目の主題

近年、生産・研究開発の海外移転が加速され、品質・コスト・納期・信頼性・環境保全などを同時的に確保するための「総合
的・戦略的マネジメントコントロール」の再編成が求められています。本演習では、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管
理・情報管理などのトピックスと管理会計との接点、とりわけ製品設計と生産システムとの融合、エコデザインと環境管理会
計などを研究します。
また、企業のみならず、地方公共団体、国連本体やUNESCO、UNDPなどの国際組織、美術館や博物館など文化産業・組織、
NPO/NGOなど、すべての業界も含みます。キーワードは原価企画、アメーバ経営、シェアード・サービスです。
さらに、都市やまちの創造性、今年から５年間続く文部科学省の「共同利用」（国際社会デザイン）なども含みます。本学内
にある都市・文化の研究センターである「都市研究プラザ」のHPを見て、第４ユニットの研究テーマをご参照ください。
http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/gcoe/4th.html

英語科目授業名 Seminar on Strategic Management Accounting : Global Emphasis 1

科目ナンバー CM3SB0025.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20170013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際戦略会計論研究演習1

66 



評価方法

毎回の報告レジュメの内容（これまでの研究のサーベイ）と実際の報告、および提出する報告課題の出来ばえから総合的に評
価する。

受講生へのコメント

履修を考えている院生は、岡野が編集局長を務めている国際ジャーナルCity, Culture& Society (Elsevier)の論文を事前に
ScienceDirectで検索し、興味のある都市についての論文をいくつか読んでおいてください。

教材

岡野　浩・小林英幸・トヨタ自動車(2015)『コストデザイン』大阪公立大学共同出版会。
H.Okano (2015) A History of Management Accounting in Japan, Emerald.
岡野　浩　執筆・編集の大阪市立大学都市研究プラザ・レポートシリーズおよびドキュメントシリーズ

授業の到達目標

国際ジャーナルに投稿したり、国際学会やワークショップなどで報告したりできるような、国際的な視野の研究にアプローチ
できるように指導する。

授業内容・授業計画

この授業は、遠隔で実施する。
演習１で設定したテーマを引き続き研究していきます。とりわけ、従来の戦略論や組織論、社会理論、工学をはじめとする自
然科学の各領域の最新成果を取り入れながら、それら既存理論の改善・改良を目指します。それらを基礎にして、修士論文の
作成に取り掛かります。この段階では、講師とのマンツーマンの指導のウェイトが高くなります。１１月から１２月にかけ
て、ゼミナールで修士論文の中間報告を行い、修士論文をまとめます。２月には、研究テーマ報告会で最終報告を行い、自己
評価と受講生の評価、担当講師による評価を加味して採点がなされます。

事前・事後学習の内容

各自設定したテーマについての過去の論文や著書（日本語、英語その他）を幅広くサーベイするとともに、毎回の報告課題に
ついての周到な準備を行ってほしい（2時間程度の予習・復習を行うこと）。
学情でダウンロードできるScienceDirectを最大限活用することが望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 岡野　浩

履修上の制限

科目の主題

近年、生産・研究開発の海外移転が加速され、品質・コスト・納期・信頼性・環境保全などを同時的に確保するための「総合
的・戦略的マネジメントコントロール」の再編成が求められています。本演習では、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管
理・情報管理などのトピックスと管理会計との接点、とりわけ製品設計と生産システムとの融合、エコデザインと環境管理会
計などを研究します。
また、企業のみならず、地方公共団体、国連本体やUNESCO、UNDPなどの国際組織、美術館や博物館など文化産業・組織、
NPO/NGOなど、すべての業界も含みます。キーワードは原価企画、アメーバ経営、シェアード・サービスです。
さらに、都市やまちの創造性、今年から５年間続く文部科学省の「共同利用」（国際社会デザイン）なども含みます。本学内
にある都市・文化の研究センターである「都市研究プラザ」のHPを見て、第４ユニットの研究テーマをご参照ください。
http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/gcoe/4th.html

英語科目授業名 Seminar on Strategic Management Accounting : Global Emphasis  2

科目ナンバー CM3SB2225.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30170013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際戦略会計論研究演習2
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評価方法

日々の課題やレポート等への取組み、修士論文を総合的に評価する。

受講生へのコメント

国際会計研究では、多様なアプローチが実践されています。どこに新たなアイデアが眠っているか分かりません。既存の価値
観にとらわれず、広い視野を持つとともに、社会の様々な出来事に好奇心を持ち、新たな分析視角や分析方法を一緒に模索し
ていきましょう。

教材

学術論文を中心に演習を進めていく。その内容等については受講者と相談の上決定する。

授業の到達目標

①国際会計研究における上記論点を理解し、独自の視点する
②独自の視点・分析方法の確立
③修士論文の作成

授業内容・授業計画

この講義は対面で実施する。
国際会計研究を進める上での不可欠な重要な論点、たとえば、IASBが国際規制の一翼を担う背景や要因、その正統性問題、
IASBやIFRSに対する各国のアプローチが異なる背景と要因、IFRS適用がもたらす各種影響、に関する現在の議論の動向を理解
した上で、受講者の分析視角および分析方法を模索し、確立する。

事前・事後学習の内容

日々の演習では、受講者の研究報告が基本となります。提示した課題等に対し、事前に十分な準備（課題を読み込み、どこが
分からないのかを把握するなど）をしておいて下さい。

担当教員氏名（代表含む） 小形　健介

履修上の制限

科目の主題

1980年代より企業活動ならびに資本市場のグローバル化が進み、それまで国ごとに設定されていた会計制度の国際的な統一化
が要請されるようになってきた。そうした要請を受け、2001年に民間の会計基準設定機関である国際会計基準審議会
（International Accounting Standards Board：IASB）が創設されると，欧州やオーストラリア、カナダがいち早くIASBの作
成する国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards：IFRS）を導入し，IFRSは今や100カ国以上で利用
されるようになっている。わが国においても2001年以降、IASBとの統合化（コンバージェンス）作業が進められ、会計基準の
多くの部分でIFRSとの共通化が図られるとともに、2010年より日本市場での日本企業によるIFRSの適用が認められる状況に
なっている。
　こうした状況は、国際会計研究において次のような論点を導く。すなわち、民間のルール・メーカーであるIASBが国際規制
の一翼を担うようになった背景や要因は何か、その正統性はどこにあるのか、IASBやIFRSへの関与の仕方が国によって異なる
のはなぜか、IFRS適用は企業に、そのステークホルダーに、そして社会全体にどのような影響を与えているのか、である。
　本演習では、国際会計研究に関わるこうした論点を踏まえた上で、分析視角を涵養・確立するとともに分析方法を習得し、
修士論文の完成を目指す。

英語科目授業名 Seminar on International Accounting 1

科目ナンバー CM3SB0059.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20560013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際会計論研究演習1
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評価方法

日々の課題やレポート等への取組み、修士論文を総合的に評価する。

受講生へのコメント

国際会計研究では、多様なアプローチが実践されています。どこに新たなアイデアが眠っているか分かりません。既存の価値
観にとらわれず、広い視野を持つとともに、社会の様々な出来事に好奇心を持ち、新たな分析視角や分析方法を一緒に模索し
ていきましょう。

教材

学術論文を中心に演習を進めていく。その内容等については受講者と相談の上決定する。

授業の到達目標

①国際会計研究における上記論点を理解し、独自の視点する
②独自の視点・分析方法の確立
③修士論文の作成

授業内容・授業計画

この講義は対面で実施する。
研究演習1での学習にもとづき、分析視角および分析方法の一層の明確化および充実を図り、修士論文を完成させる。

事前・事後学習の内容

日々の演習では、受講者の研究報告が基本となります。提示した課題等に対し、事前に十分な準備（課題を読み込み、どこが
分からないのかを把握するなど）をしておいて下さい。

担当教員氏名（代表含む） 小形　健介

履修上の制限

科目の主題

1980年代より企業活動ならびに資本市場のグローバル化が進み、それまで国ごとに設定されていた会計制度の国際的な統一化
が要請されるようになってきた。そうした要請を受け、2001年に民間の会計基準設定機関である国際会計基準審議会
（International Accounting Standards Board：IASB）が創設されると，欧州やオーストラリア、カナダがいち早くIASBの作
成する国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards：IFRS）を導入し，IFRSは今や100カ国以上で利用
されるようになっている。わが国においても2001年以降、IASBとの統合化（コンバージェンス）作業が進められ、会計基準の
多くの部分でIFRSとの共通化が図られるとともに、2010年より日本市場での日本企業によるIFRSの適用が認められる状況に
なっている。
　こうした状況は、国際会計研究において次のような論点を導く。すなわち、民間のルール・メーカーであるIASBが国際規制
の一翼を担うようになった背景や要因は何か、その正統性はどこにあるのか、IASBやIFRSへの関与の仕方が国によって異なる
のはなぜか、IFRS適用は企業に、そのステークホルダーに、そして社会全体にどのような影響を与えているのか、である。
　本演習では、国際会計研究に関わるこうした論点を踏まえた上で、分析視角を涵養・確立するとともに分析方法を習得し、
修士論文の完成を目指す。

英語科目授業名 Seminar on International Accounting 2

科目ナンバー CM3SB2259.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30560013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際会計論研究演習2

69 



評価方法

（1）到達目標の達成度について評価します。
（2）毎回の報告50％、学年末のレポート50％を目処に点数化します。
（3）合格のための最低基準は、基本的な資料を全てサーベイできているか、データを揃えているか、それらを踏まえて独自の
見解を出せているかです。

受講生へのコメント

金融的な現象を、幅広い経済・社会の文脈の中で理解できるようになりましょう。

教材

特定の教科書はありません。各種資料について、最新のものを利用します。

参考書
神野光指郎『アメリカ金融仲介システムの動態』文眞堂、2019年、ISBN　9784830950117
ドワイト・B・クレイン他著、野村総合研究所訳『金融の本質』野村総合研究所、2000年、ISBN　9784889900903
野村総合研究所『変貌する米銀』野村総合研究所、2002年、ISBN　9784889901092
野村総合研究所、遠藤幸彦執筆『ウォール街のダイナミズム』野村総合研究所、1999年、ISBN　9784889900866

授業の到達目標

各種金融機関の基本的なビジネスモデルとその変遷について理解する
　個別金融機関の財務データと集計データの差から、その機関の属性を説明できる

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

1貨幣と支払い決済システム
2金融機関の支払い決済関連サービス
3成長株理論
4所有と経営の分離
5ポートフォリオ選択理論
6インデックス投資
7裁定戦略
8ベンチャーファンド
9LBOとPEファンド
10IPO数と上場企業数
11企業の新陳代謝
12景気循環論
13信用循環
14各種循環の相互作用

事前・事後学習の内容

商業銀行業界の動向
　各国商業銀行業界の動向についての歴史の整理
　新種の業務：貸出関連、支払い・決済関連、資産運用関連
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
投資銀行業界の動向
　各国投資銀行・証券会社の動向について歴史の整理
　最近の業界動向：トレーディング関連、M&A関連、引受関連
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
資産運用業界の動向
　各国資産運用業界とその周辺業界の動向について歴史の整理
　最近の業界動向：資産運用商品、証券サービス利用、ブローカー利用、販売チャネル
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
金融システムの動向
　金融システムの機能と健全性に関する学術論文、公的機関報告書、雑誌・新聞記事を用いた議論の整理

担当教員氏名（代表含む） 神野　光指郎

履修上の制限

科目の主題

主にアメリカについて個別金融機関の活動に関する研究と、金融システムの機能に関する研究を取り上げ、それらの関係を整
理していく。個別金融機関の活動に関する研究のほとんどは、特定の機関のビジネスモデルや業界の勢力図について分析して
いる。一方で、金融システムの機能に関する研究の多くは、業界の集計データを利用して、そのマクロ的な影響を分析してい
る。これらを統合すれば、個別機関のビジネスモデルや業界の勢力図の動態が、金融システムの効率性や健全性をどのように
規定するのか理解できる。

英語科目授業名 Seminar on International Monetary Economics  1

科目ナンバー CM3SC0026.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20180013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際金融論研究演習1
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価します。
（2）毎回の報告50％、学年末のレポート50％を目処に点数化します。
（3）合格のための最低基準は、基本的な資料を全てサーベイできているか、データを揃えているか、それらを踏まえて独自の
見解を出せているかです。

受講生へのコメント

金融的な現象を、幅広い経済・社会の文脈の中で理解できるようになりましょう。

教材

特定の教科書はありません。各種資料について、最新のものを利用します。

参考書
神野光指郎『アメリカ金融仲介システムの動態』文眞堂、2019年、ISBN　9784830950117
ドワイト・B・クレイン他著、野村総合研究所訳『金融の本質』野村総合研究所、2000年、ISBN　9784889900903
野村総合研究所『変貌する米銀』野村総合研究所、2002年、ISBN　9784889901092
野村総合研究所、遠藤幸彦執筆『ウォール街のダイナミズム』野村総合研究所、1999年、ISBN　9784889900866

授業の到達目標

具体的なデータと状況証拠を用いて、各種金融機関のビジネスモデルの変遷と、金融システムの機能、健全性との関係を説明
できる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

1貨幣と支払い決済システム
2金融機関の支払い決済関連サービス
3成長株理論
4所有と経営の分離
5ポートフォリオ選択理論
6インデックス投資
7裁定戦略
8ベンチャーファンド
9LBOとPEファンド
10IPO数と上場企業数
11企業の新陳代謝
12景気循環論
13信用循環
14各種循環の相互作用

事前・事後学習の内容

商業銀行業界の動向
　各国商業銀行業界の動向についての歴史の整理
　新種の業務：貸出関連、支払い・決済関連、資産運用関連
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
投資銀行業界の動向
　各国投資銀行・証券会社の動向について歴史の整理
　最近の業界動向：トレーディング関連、M&A関連、引受関連
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
資産運用業界の動向
　各国資産運用業界とその周辺業界の動向について歴史の整理
　最近の業界動向：資産運用商品、証券サービス利用、ブローカー利用、販売チャネル
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
金融システムの動向
　金融システムの機能と健全性に関する学術論文、公的機関報告書、雑誌・新聞記事を用いた議論の整理

担当教員氏名（代表含む） 神野　光指郎

履修上の制限

科目の主題

主にアメリカについて個別金融機関の活動に関する研究と、金融システムの機能に関する研究を取り上げ、それらの関係を整
理していく。個別金融機関の活動に関する研究のほとんどは、特定の機関のビジネスモデルや業界の勢力図について分析して
いる。一方で、金融システムの機能に関する研究の多くは、業界の集計データを利用して、そのマクロ的な影響を分析してい
る。これらを統合すれば、個別機関のビジネスモデルや業界の勢力図の動態が、金融システムの効率性や健全性をどのように
規定するのか理解できる。

英語科目授業名 Seminar on International Monetary Economics  2

科目ナンバー CM3SC2226.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30180013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際金融論研究演習2
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評価方法

期末試験５０％、各人の報告５０％。

受講生へのコメント

受講の条件として、受講生は、新古典派貿易理論とミクロ経済学について十分な基礎知識を持つこと。

教材

テキストは使用しない。

授業の到達目標

それぞれの論文の内容を理解し、それを応用して自分の論文を書くために十分な知識を得られるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
まず、基本的な文献を読む。 
次に、各人の関心に応じて、自分の興味のある文献を発表してもらう。

事前・事後学習の内容

授業内容について、出席者が交代で報告するので、報告者になると事前準備にかなりの時間をかける必要がある。また、事後
に、授業内容を振り返り、その内容を理解できているかを確認しておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘

履修上の制限

科目の主題

新古典派貿易論及び国際経済学の理論及び実証分析について学ぶ。理論及び実証分析の内容を数学的に掘り下げる。また、そ
れぞれの研究が学術研究においてどのような貢献をしたのかを考える。

英語科目授業名 Seminar on Trade Theory  1

科目ナンバー CM3SC0028.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20200013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 貿易論研究演習1
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評価方法

期末試験５０％、各人の報告５０％。

受講生へのコメント

受講の条件として、受講生は、新古典派貿易理論とミクロ経済学について十分な基礎知識を持つこと。

教材

テキストは使用しない。

授業の到達目標

それぞれの論文の内容を理解し、それを応用して自分の論文を書くために十分な知識を得られるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
演習２では、演習１において扱った内容について更なる議論を深めながら、修士論文のテーマの絞込みや論文の構成など、修
士論文完成に向けた個別的な指導を行う。

事前・事後学習の内容

授業内容について、出席者が交代で報告するので、報告者になると事前準備にかなりの時間をかける必要がある。また、事後
に、授業内容を振り返り、その内容を理解できているかを確認しておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘

履修上の制限

科目の主題

新古典派貿易論及び国際経済学の理論及び実証分析について学ぶ。理論及び実証分析の内容を数学的に掘り下げる。また、そ
れぞれの研究が学術研究においてどのような貢献をしたのかを考える。

英語科目授業名 Seminar on Trade Theory  2

科目ナンバー CM3SC2228.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30200013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 貿易論研究演習2
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評価方法

授業での報告や作成した研究論文の内容で評価する。

受講生へのコメント

当演習に参加希望する学生は、研究計画の打ち合わせのため、あらかじめ鈴木研究室に来てください。

教材

以下の本を参考書とする。
　鈴木洋太郎『国際産業立地論への招待』新評論、2018年。

授業の到達目標

国際産業立地に関する専門的な知識とともに、国際産業立地の実態についての分析を独自に行っていく能力を身につけてもら
う。最終的に各自の研究内容を、前期博士課程の場合は修士論文に、後期博士課程の場合は博士論文にまとめることが目標と
なる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。

国際産業立地に関する参考文献を整理・検討しながら、独自の問題意識や検討課題について、研究計画書としてまとめてい
く。

事前・事後学習の内容

事前学習としては、報告準備など次回の授業に向けての準備を行う。文献の輪読を行う場合は、事前に十分に文献を読んでお
く。
　事後学習としては、授業で得た知識を、自分の研究に活かせるようにする。

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎

履修上の制限

科目の主題

産業活動の地理的配置の観点から、グローバル化の中での「企業の立地行動」や「経済社会の立地環境」について、幅広く研
究します。
　たとえば、日本企業のアジア進出を事例とする場合、日系多国籍企業が中国などアジア諸国へ事業活動拠点をどのように配
置させているのか。その結果、日本とアジア諸国との間の分業関係はどのように再編されることになるのか。こうしたことが
検討課題となります。
　地理学・経済学・経営学にまたがったユニークな学問である産業立地論の立場から、グローバル化の中での企業経営問題や
経済社会問題について複合的に考察したいと思います。国際経営、地域経営、クラスター政策などが関連分野です。

英語科目授業名 Seminar on International Location of Industries  1

科目ナンバー CM3SC0030.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20220013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際産業立地論研究演習1
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評価方法

授業での報告や作成した研究論文の内容で評価する。

受講生へのコメント

当演習に参加希望する学生は、研究計画の打ち合わせのため、あらかじめ鈴木研究室に来てください。

教材

以下の本を参考書とする。
　鈴木洋太郎『国際産業立地論への招待』新評論、2018年。

授業の到達目標

国際産業立地に関する専門的な知識とともに、国際産業立地の実態についての分析を独自に行っていく能力を身につけてもら
う。最終的に各自の研究内容を、前期博士課程の場合は修士論文に、後期博士課程の場合は博士論文にまとめることが目標と
なる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。

　研究演習１で得た知識をさらに深めるために、立地行動や立地環境についての独自の分析視角を身につけ、研究を進めなが
ら、最終的に修士論文としてまとめる。

事前・事後学習の内容

事前学習としては、報告準備など次回の授業に向けての準備を行う。文献の輪読を行う場合は、事前に十分に文献を読んでお
く。
　事後学習としては、授業で得た知識を、自分の研究に活かせるようにする。

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎

履修上の制限

科目の主題

産業活動の地理的配置の観点から、グローバル化の中での「企業の立地行動」や「経済社会の立地環境」について、幅広く研
究します。
　たとえば、日本企業のアジア進出を事例とする場合、日系多国籍企業が中国などアジア諸国へ事業活動拠点をどのように配
置させているのか。その結果、日本とアジア諸国との間の分業関係はどのように再編されることになるのか。こうしたことが
検討課題となります。
　地理学・経済学・経営学にまたがったユニークな学問である産業立地論の立場から、グローバル化の中での企業経営問題や
経済社会問題について複合的に考察したいと思います。国際経営、地域経営、クラスター政策などが関連分野です。

英語科目授業名 Seminar on International Location of Industries  2

科目ナンバー CM3SC2230.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30220013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際産業立地論研究演習2
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評価方法

論文に基づき行う。

受講生へのコメント

何を目的にどのようなステップで研究を進める予定なのかを示す研究計画書を提出してください。
メモ程度でも結構です。

教材

清田『清田ゼミ資料』2004年、ハルトマン-ヴェンデルス他著/清田訳『銀行経営学』,4.Aufl.2007、V.ヴァーグナー 著/清田
訳『信用理論の歴史』,1937、コルビンガー著/清田訳『銀行経営学の原理』Verlag Anton Hein、1964年の他、各自の論文の
テーマに即した資料を使用する。

授業の到達目標

金融の機能について、あるいはその他のテーマについて、先行研究を調査・学習した上で、自身の考えを自立して論理的に展
開し、独自性のある論文を作成する能力をつちかうことを目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
演習では、金融の個別の諸機能について学習する計画である。教材としては、清田『清田ゼミ資料』2004年、ハルトマン-ヴェ
ンデルス他著/清田訳『銀行経営学』,4.Aufl.2007をもとに清田が作成した資料、N.J. ポラーク/清田訳『金融の基本特徴』
1926、M.W.ホルトロップ『貨幣の循環速度』1933、V.ヴァーグナー 著/清田訳『信用理論の歴史』,1937、コルビンガー著/清
田訳『銀行経営学の原理』1964年などから選択するとともに、各自の修士論文のテーマに即した資料を使用する。事前・事後
の学習としては、上記の教材の読解、要約、論文作成を予定している。評価は、論文に基づき行う。

事前・事後学習の内容

教材の読解、要約、論文作成を予定している。

担当教員氏名（代表含む） 清田　匡

履修上の制限

科目の主題

地域経済における金融の機能についての研究
　1980年代以降、米国の新制度派ミクロ経済学によって金融仲介機関の機能や存在理由等についての研究が行われている。
もっとも、銀行の機能、銀行の存在理由についての議論は、ドイツでは、歴史学派の時代から存在している。ハルトマン-ヴェ
ンデルス他『銀行経営学』,4.Aufl.2007,は、新制度派ミクロ経済学の立場からの金融の機能に関する著書であり、V.ヴァーグ
ナー 『信用理論の歴史』),1937は、代表的な経済学者の金融の機能についての理論を整理している。コルビンガー『銀行経営
学の原理』Verlag Anton Hein、1964年は、ドイツの普遍主義国民経済学の立場から経済における銀行の機能について考察して
いる。これらの理論の研究にあわせて、実証的な研究も予定している。研究の目的は、(地域)経済において、金融の果たしう
る役割を明らかにすることである。

英語科目授業名 Seminar on Monetary Theory and Practice 1

科目ナンバー CM3SC0033.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20250013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 金融論研究演習1
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評価方法

論文に基づき行う。

受講生へのコメント

何を目的にどのようなステップで研究を進める予定なのかを示す研究計画書を提出してください。
メモ程度でも結構です。

教材

清田『清田ゼミ資料』2004年、ハルトマン-ヴェンデルス他著/清田訳『銀行経営学』,4.Aufl.2007、V.ヴァーグナー 著/清田
訳『信用理論の歴史』,1937、コルビンガー著/清田訳『銀行経営学の原理』Verlag Anton Hein、1964年の他、各自の論文の
テーマに即した資料を使用する。

授業の到達目標

金融の機能について、あるいはその他のテーマについて、先行研究を調査・学習した上で、自身の考えを自立して論理的に展
開し、独自性のある論文を作成する能力をつちかうことを目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
演習計画や事前・事後の学習、評価方法、教材は、前期博士1と同様だが、修士論文の作成の指導が中心となる。

事前・事後学習の内容

教材の読解、要約、論文作成を予定している。

担当教員氏名（代表含む） 清田　匡

履修上の制限

科目の主題

地域経済における金融の機能についての研究
　1980年代以降、米国の新制度派ミクロ経済学によって金融仲介機関の機能や存在理由等についての研究が行われている。
もっとも、銀行の機能、銀行の存在理由についての議論は、ドイツでは、歴史学派の時代から存在している。ハルトマン-ヴェ
ンデルス他『銀行経営学』,4.Aufl.2007,は、新制度派ミクロ経済学の立場からの金融の機能に関する著書であり、V.ヴァーグ
ナー 『信用理論の歴史』),1937は、代表的な経済学者の金融の機能についての理論を整理している。コルビンガー『銀行経営
学の原理』Verlag Anton Hein、1964年は、ドイツの普遍主義国民経済学の立場から経済における銀行の機能について考察して
いる。これらの理論の研究にあわせて、実証的な研究も予定している。研究の目的は、(地域)経済において、金融の果たしう
る役割を明らかにすることである。

英語科目授業名 Seminar on Monetary Theory and Practice 2

科目ナンバー CM3SC2233.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30250013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 金融論研究演習2
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評価方法

各自の発表時の発表内容：30%
他の受講者への助言等の貢献：20%
修士論文の中間レポート：50%

受講生へのコメント

大学院は研究する場所であって単に勉強する場ではありません。
能動的・積極的に自ら問いを立てて、他者との議論を交わしながら、
自分なりの答えを見つける気概でのぞんでください。

教材

Heffernan, S. (2004), Modern Banking, Wiley.
※データ等は少し古いですが、現代の金融機関論を研究していくうえで必要な知識が包括的にまとめられています。研究者と
して求められる英文読解力も同時に身に着けてもらいます。

また受講前には以下の参考文献を読んでおいてください。
・島村髙嘉・中島真志（2020）『金融読本　第31版』東洋経済新報社。
・クレイン他（2000）『金融の本質—21世紀型金融革命の羅針盤—』野村総合研究所。
・北野友士（2007）「銀行業の発展と銀行自己資本の意義」『経営研究』第58巻第3号, pp.55-73。

授業の到達目標
金融機関に関する理論的な機能、歴史的な背景、および制度的な要因を踏まえた上で、金融機関の果たすべき社会的な役割を
意識したリサーチ・クエスチョンを立て、その問いに答えるための研究手法を選択し、修士論文のアウトラインを構築する。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回：イントロダクション
第2回：What are Banks and What Do They Do? (1) The Meaning of Banking
第3回：What are Banks and What Do They Do? (2) Financial Conglomerates
第4回：Diversification of Banking Activities (1) The Expansion of Banks
第5回：Diversification of Banking Activities (2) International Banking
第6回：Diversification of Banking Activities (3) Banking Issues in the 21st Century
第7回：Management of Risks in Banking (1) Key Financial Risks in the 21st Century
第8回：Management of Risks in Banking (2) Financial Derivatives
第9回：Management of Risks in Banking (3) Management of Credit Risk
第10回：Global Regulation of Banks (1) Why Regulate?
第11回：Global Regulation of Banks (2) International Financial Architecture
第12回：Bank Structure and Regulation (1) UK and EU
第13回：Bank Structure and Regulation (2) USA and Japan
第14回：修士論文の研究テーマに関する発表
第15回：後期の授業運営に関するガイダンス
第16回：Banking in Emerging Economies (1) Financial Repression
第17回：Banking in Emerging Economies (2) Banking Reforms in Russia, China and India
第18回：Banking in Emerging Economies (3) Islamic Banking
第19回：Bank Failures (1) Bank Failure - Definitions
第20回：Bank Failures (2) Case Studies on Bank Failure
第21回：Financial Crises (1) The South East Asian Financial Crisis, 1997-99
第22回：Financial Crises (2) The Japanese Banking Crisis
第23回：Competitive Issues in Banking (1) Measuring Bank Output
第24回：Competitive Issues in Banking (2) Empirical Models of Competition in Banking
第25回：Competitive Issues in Banking (3) Consolidation in the Banking Sector
第26回：Case Studies (1) Goldman Sachs and Sumitomo Mitsui Financial Group
第27回：Case Studies (2) Continental Illinois Bank and Trust Company
第28回：修士論文に関する中間報告
　事前に発表者は英文を読解した上で発表準備を行い、その他の受講者も該当箇所を読んでおいてください。また適宜ゼミ生
自身の修士論文のテーマに関する発表を行ってもらいます。
事後学習として研究テーマとの関連を調査してください。

事前・事後学習の内容

前期：
第1回のガイダンスまでに研究テーマを中心とした自己紹介の準備を行い、事後には発表準備にとりかかる。
前期は受講者の研究テーマを考慮した上で選択した基本書を輪読するため、発表者は事前に発表準備を行い、
その他の受講者は発表される内容に関してリサーチを行う。
また前期の最終回では修士論文の研究テーマに関する発表を行うため、その準備を行う。
夏季休暇期間中は先行研究のリサーチを行う。

後期：
第15回では修士論文の進捗状況に関する簡単な報告準備と各自の日程を確認しておき、事後は各自の報告準備を行う。
後期は各自の研究テーマに関する先行研究をサーベイしたうえで発表準備を行い、修士論文のアウトラインづくりに取り組む
最終回では修士論文の中間報告を行ってもらうため、その準備を行う。

担当教員氏名（代表含む） 北野　友士

履修上の制限

科目の主題

預金・貸出・為替という業務を提供する伝統的な銀行業の衰退が指摘されるようになってほぼ半世紀が経ち、その間に大手金
融機関の業務は非常に多様化し、複雑化し、さらに高度化した。しかしながら、地域の資金需要に応える伝統的な銀行業務の
重要性が減じたわけではない。金融機関論の研究は、金融機関の理論的な機能、歴史的な背景、および制度的な制約要約を踏
まえなければならない。本演習では、理論、歴史、制度を押さえたうえで、金融機関の果たすべき社会的な役割について考察
する。

英語科目授業名 Seminar on Financial Institutions  1

科目ナンバー CM3SC0034.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20260013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 金融機関論研究演習1
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評価方法

修士論文：80%
各回の発表や他社への助言など演習活動への貢献：20%

受講生へのコメント

大学院は研究する場所であって単に勉強する場ではありません。
能動的・積極的に自ら問いを立てて、他者との議論を交わしながら、
自分なりの答えを見つける気概でのぞんでください。

教材

輪読するテキストなどは受講生の研究テーマなどを考慮したうえで決定します。

また受講前には以下の参考文献を読んでおいてください。
・島村髙嘉・中島真志（2020）『金融読本　第31版』東洋経済新報社。
・クレイン他（2000）『金融の本質—21世紀型金融革命の羅針盤—』野村総合研究所。
・北野友士（2007）「銀行業の発展と銀行自己資本の意義」『経営研究』第58巻第3号, pp.55-73。

授業の到達目標

金融機関に関する理論的な機能、歴史的な背景、および制度的な要因を踏まえた上で、金融機関の果たすべき社会的な役割を
意識したリサーチ・クエスチョンを立て、その問いに答えるための研究手法を選択したうえで、論理的に構成された修士論文
を完成させます。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回：イントロダクション
第2回：なぜ、グローバル金融規制が強化されるのか
第3回：世界の法体系と金融制度（１）シビルローとコモンロー
第4回：世界の法体系と金融制度（２）金融法制におけるシビルローとコモンロー
第5回：グローバル金融法制の体系と組織（１）グローバル金融制度の概要
第6回：グローバル金融法制の体系と組織（２）世界各国の金融監督組織
第7回：加速するグローバル金融規制改革（１）金融規制改革のコアとなるバーゼルⅢ
第8回：加速するグローバル金融規制改革（２）その他のグローバル金融規制
第9回：米国とEUの金融規制改革
第10回：グローバル金融機関の破綻処理の改革
第11回：金融機関の総損失吸収力（TLAC）と資金調達
第12回：米国の影響が強まるグローバル金融規制
第13回：金融制度改革と企業経営
第14回：修士論文の研究テーマに関する発表
第15回：後期の授業運営に関するガイダンス
第16回：金融機関の事業と収益性
第17回：非金利業務と新しいオペレーション
第18回：地域金融機関と中小企業取引
第19回：決済システムと新しいビジネス
第20回：経営管理の新しい潮流
第21回：規制の新たなあり方
第22回：組織・人事・企業統治
第23回：不祥事と規律
第24回：金融機関の合併・統合
第25回：金融グループ内の業態
第26回：ノンバンクの現状と課題
第27回：保険会社の現状と課題
第28回：修士論文に関するプレゼンテーション
　金融機関論に関連するテキストでのインプットを継続しつつ、適宜修士論文に関する報告を行い、修士論文を完成させても
らいます。
最終回では提出済みの修士論文のプレゼンテーションを行い、口頭試問に向けた準備を行います。

事前・事後学習の内容

前期：
第1回のガイダンスまでに修士論文の進捗状況に関する発表準備を行います。
前期は受講者の研究テーマの発表を中心としたうで、必要に応じて基本書も輪読します。
いずれにせよ、発表者は事前に発表準備を行い、その他の受講者は発表される内容に関してリサーチを行ってもらいます。
また前期の最終回では修士論文の中間発表を行うため、その準備を行います。
夏季休暇期間中は修士論文を執筆して初稿を仕上げてもらいます。

後期：
第15回では各自の日程を確認しておき、事後は各自の報告準備を行います。
後期の各回は事前に各自の修士論文に関する発表を行い、事後は修士論文の完成に向けて取り組んでもらいます。
最終回では提出済みの修士論文のプレゼンテーションを行い、口頭試問に向けた準備を行います。

担当教員氏名（代表含む） 北野　友士

履修上の制限

科目の主題

本科目は対面授業として演習形式で行います。
　預金・貸出・為替という業務を提供する伝統的な銀行業の衰退が指摘されるようになってほぼ半世紀が経ち、その間に大手
金融機関の業務は非常に多様化し、複雑化し、さらに高度化しました。しかしながら、地域の資金需要に応える伝統的な銀行
業務の重要性が減じたわけではありません。金融機関論の研究は、金融機関の理論的な機能、歴史的な背景、および制度的な
制約要約を踏まえなければなりません。
　本演習では、理論、歴史、制度を押さえたうえで、金融機関の果たすべき社会的な役割について考察します。

英語科目授業名 Seminar on Financial Institutions  2

科目ナンバー CM3SC2234.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30260013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 金融機関論研究演習2
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価を行う
（2）司会役、報告役20％、レポート80％など。
（3）合格のための最低基準は、基礎的な研究手法について理解していること。

受講生へのコメント

履修を予定される方は、必ず事前にご相談ください。

教材

田村正紀（2006）『リサーチ・デザイン』白桃書房。
田村正紀（2016）『経営事例の物語分析』白桃書房。
下記を参考文献とします。佐藤郁哉（2008）『質的データ分析法』新曜社。

授業の到達目標

①自分のテーマについての文献検索・資料収集ができるようになる。
②研究のトレンドをつかむためのキーコンセプトを整理、理解できるようになる。
③研究論文を読解し、報告のための論点を設定できるようになる。
④論文を作成するプロセスを理解するようになる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回  イントロダクション
第2回  分析手法と理論研究
第3回  リサーチ・デザインとは何か
第4回  リサーチ・デザインの基本型
第5回  定量的研究
第6回  定性的分析
第7回  変数の役割、設定作業
第8回  事例選択の役割
第9回  因果関係のコンセプト
第10回  定量的因果推論の技法
第11回  比較事例での因果推論技法
第12回  単独事例での因果推論技法
第13回  まとめ
第14回  物語分析とは何か
第15回  物語分析の基本視点
第16回  経営の転機と対応の分析
第17回  消滅・復活・漸進
第18回  物語分析の方法論
第19回  まとめ
第20回  質的研究とは
第21回  質的データ分析
第22回  定性的コーディング
第23回  セグメント化、データベース化、ストーリー化
第24回  事例と概念モデル
第25回  質的データの収集（1）
第26回  質的データの収集（2）
第27回  資料整理
第28回  コーデイング
第29回  分析の方向性と概念モデル
第30回  報告
第31回  報告書提出

事前・事後学習の内容

適宜、授業前に各回で用いる教材を指示していきますので、事前に必ずその教材に目を通す必要があります。さらに、各回の
発表担当者には、レジメ作成等の発表準備が求められます。
事後的には、各回で特に議論を重ねた箇所について、教材の読み直し、および次回での質疑（論点）の準備が必要になりま
す。

担当教員氏名（代表含む） 二宮　麻里

履修上の制限

科目の主題

本授業科目は演習形式で、商業論の基本概念を理解し、既存研究の論点を整理し、自ら問題意識を設定できるようになること
を目標としている。授業計画としては、研究論文の輪読と研究発表をおこなう。研究論文は日本語と英語と両方とする。また
インタビュー調査を適宜おこない、インタビューを用いた調査手法についても概説する。
　輪読については、研究論文の要約、論点を整理したレジュメを作成、発表し、議論する。各種の研究手法、研究スケジュー
ル、情報収集やデータの分析方法などを指導し、修士論文作成の準備を進める。

英語科目授業名 Seminar on Marketing and Distribution  1

科目ナンバー CM3SC0035.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20270013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 流通組織論研究演習1
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評価方法

受講生の研究発表を含めて、日頃の取り組みとしての平常点が評価ベースの８割を占めます。残りの２割は、学期末の研究報
告書による評価とします。

受講生へのコメント

履修を予定される方は、必ず事前にご相談ください。

教材

特定のテキストは指定しませんが、下記を参考文献とします。
石原武政（1982）『マーケティング競争の構造』千倉書房、田村正紀（1986）『日本型流通システム』千倉書房

授業の到達目標

①研究論文を読解し、報告のための論点を設定できるようになる。
②論文を作成するプロセスを理解するようになる。
③研究のトレンドをつかむためのキーコンセプトを整理、理解できるようになる。
④自分のテーマを設定することができる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回：オリエンテーション
第2回：文献の指定・輪読1）　商業の市場形成について
第3回：文献の輪読　2）商業における品揃え形成過程
第4回：文献の輪読　3）取引の計画性と商業組織編成
第5回：文献の輪読　4）商業の社会性と売買の集中
第6回：文献の輪読　5）マーケティングと商業
第7回：ヒアリング調査とは
第8回：リストの作成と問題意識
第9回：質問票の作成
第10回：ヒアリング記録の作成
第11回：概念図の作成
第12回：研究報告1）
第13回：研究計画の立案
第14回：研究報告2）
第15回：共同研究と学会について
第16回：研究計画と文献リスト提案
第17回：文献の輪読1）
第18回：文献の輪読2）
第19回：文献の輪読3）
第20回：文献の輪読4）
第21回：文献の輪読5）
第22回：研究動向のサーベイ1）
第23回：研究動向のサーベイ2）
第24回：ヒアリング調査計画1）
第25回：ヒアリング調査計画1）
第26回：ヒアリング調査実施と報告
第27回：分析と論文計画1）
第28回：分析と論文計画2）
第29回：論文作成1）
第30回：論文作成2）
第31回  最終報告

事前・事後学習の内容

適宜、授業前に各回で用いる教材を指示していきますので、事前に必ずその教材に目を通す必要があります。さらに、各回の
発表担当者には、レジメ作成等の発表準備が求められます。
事後的には、各回で特に議論を重ねた箇所について、教材の読み直し、および次回での質疑（論点）の準備が必要になりま
す。

担当教員氏名（代表含む） 二宮　麻里

履修上の制限

科目の主題

本科目の授業形態は演習で、研究演習1で設定した問題意識を発展させ、個別の独自の研究テーマを修士論文としてまとめる能
力を養うことを目的としている。授業計画としては、各人が研究報告をおこない、それらを基礎に修士論文としてそれぞれが
まとめる。研究論文として完成度を高めるために、概念図を作成し、論理的構造を構築していく。また、どのような資料を収
集すればよいのか、その資料をどのように分類し、分析、引用すればよいのかについても講義する。

英語科目授業名 Seminar on Marketing and Distribution  2

科目ナンバー CM3SC2235.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30270013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 流通組織論研究演習2
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評価方法

演習内での議論（50％）および期末レポート（50％）で評価する。

受講生へのコメント

・演習は受講学生の研究内容・問題意識も勘案して構成します。
・受講を希望する学生は下記メールアドレスに事前に連絡をしてきてください
　メールアドレス：maki@bus.osaka-cu.ac.jp

教材

参考文献
熟練・分業と生産システムの進化（坂本清著、文眞堂）生産システムの進化論（藤本隆宏著、有斐閣）

授業の到達目標

対象とする産業を考察する基本的な視点を身につけ上で、当該産業の意義や課題を、個別企業や経済との関係で把握できるよ
うになること。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。第１回： 本演習の目的第２回： 産業論の視点の意義第３回： 個別企業経営と産業論第４回：
一国経済と産業論第５回： グローバル経済と産業論第６回：自動車産業の歴史第７回：自動車産業の現状第８回：日本自動車
産業の特徴第９回：自動車産業のグローバル化第１０回：自動車産業の今後第１１回：電機産業の歴史第１２回：電機産業の
現状第１３回：日本電機産業の特徴第１４回：電機産業のグローバル化第１５回：電機産業の今後第１６回：繊維産業の歴史
第１７回：繊維産業の現状第１８回：日本繊維産業の特徴第１９回：繊維産業のグローバル化第２０回：繊維産業の今後第２
１回：化学産業の歴史第２２回：化学産業の現状第２３回：日本化学産業の特徴第２４回：化学産業のグローバル化第２５
回：化学産業の今後第２６回：産業論分析の意義と限界第２７回：産業論研究の展望第２８回：演習のまとめ

事前・事後学習の内容

受講者の問題関心・テーマに関する研究報告をもとに議論を行うため、事前学習では各自の研究内容を十分に整理し、事後学
習は議論の中で深められた論点や研究課題について取り組むこと。

担当教員氏名（代表含む） 牧　良明

履修上の制限

科目の主題

産業論とは、複数企業を特定の共通項によって抽出したうえで、その企業群やそれらをとりまく諸環境を考察する研究領域で
ある。例えば、市場の共通性としては、自動車産業、電機産業、鉄鋼産業などが挙げられ、生産プロセスの共通性としては、
加工組立型産業、装置産業、といった区分が挙げられる。産業論研究の意義は、個別産業の考察にとどまらない。個別企業研
究から見れば、個別企業の社会的位置づけを明確にすることであり、経済研究から見れば、より具体的な企業活動との連関か
ら経済社会をとらえ返す点にある。このように、産業論においては対象とする産業の把握にとどまらず、個別企業及び経済社
会とどのような関係を有しているのかを考察することが基本的な目的である。

英語科目授業名 Seminar on Industry  1

科目ナンバー CM3SC0036.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20280013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業論研究演習1
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評価方法

演習内での議論（50％）および期末レポート（50％）で評価する。

受講生へのコメント

・演習は受講学生の研究内容・問題意識も勘案して構成します。
・受講を希望する学生は下記メールアドレスに事前に連絡をしてきてください
　メールアドレス：maki@bus.osaka-cu.ac.jp

教材

参考文献
熟練・分業と生産システムの進化（坂本清著、文眞堂）環境統合型生産システムと地域創生（中瀬哲史・田口直樹編著、文眞
堂）

授業の到達目標

対象とする産業を考察する基本的な視点を身につけ上で、当該産業の意義や課題を、個別企業や経済との関係で把握できるよ
うになること。こうした能力に基づいて、修士論文が作成できるようになること。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。第１回： 本演習の目的第２回： 産業論の視点の意義第３回： 個別企業経営と産業論第４回：
一国経済と産業論第５回： グローバル経済と産業論第６回：鉄鋼産業の歴史第７回：鉄鋼産業の現状第８回：日本鉄鋼産業の
特徴第９回：鉄鋼産業のグローバル化第１０回：鉄鋼産業の今後第１１回：石油産業の歴史第１２回：石油産業の現状第１３
回：日本石油産業の特徴第１４回：石油産業のグローバル化第１５回：石油産業の今後第１６回：建築産業の歴史第１７回：
建築産業の現状第１８回：日本建築産業の特徴第１９回：建築産業のグローバル化第２０回：建築産業の今後第２１回：静脈
産業の歴史第２２回：静脈産業の現状第２３回：日本静脈産業の特徴第２４回：静脈産業のグローバル化第２５回：静脈産業
の今後第２６回：産業論分析の意義と限界第２７回：産業論研究の展望第２８回：演習のまとめ

事前・事後学習の内容

受講者の問題関心・テーマに関する研究報告をもとに議論を行うため、事前学習では各自の研究内容を十分に整理し、事後学
習は議論の中で深められた論点や研究課題について取り組むこと。

担当教員氏名（代表含む） 牧　良明

履修上の制限

科目の主題

産業論とは、複数企業を特定の共通項によって抽出したうえで、その企業群やそれらをとりまく諸環境を考察する研究領域で
ある。例えば、市場の共通性としては、自動車産業、電機産業、鉄鋼産業などが挙げられ、生産プロセスの共通性としては、
加工組立型産業、装置産業、といった区分が挙げられる。産業論研究の意義は、個別産業の考察にとどまらない。個別企業研
究から見れば、個別企業の社会的位置づけを明確にすることであり、経済研究から見れば、より具体的な企業活動との連関か
ら経済社会をとらえ返す点にある。このように、産業論においては対象とする産業の把握にとどまらず、個別企業及び経済社
会とどのような関係を有しているのかを考察することが基本的な目的である。こうした認識を得るに加え、具体的に自らの研
究を修士論文として執筆できるようになることが本演習の目的である。

英語科目授業名 Seminar on Industry  2

科目ナンバー CM3SC2236.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30280013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業論研究演習2
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評価方法

授業への取り組み姿勢と期末レポートによって総合的に評価する。

受講生へのコメント

個別に注意事項を連絡するので、履修を希望する学生は必ず事前にメールで連絡してください。
honda@osaka-cu.ac.jp

教材

授業中に適宜指示する。

授業の到達目標

地域、中小企業、自治体政策に関する研究についての理解を深める。

授業内容・授業計画

各自の研究報告をベースとして議論を行う。Zoomによる遠隔授業（実施方法：双方向）として実施する予定である。

事前・事後学習の内容

各回の報告に関連する資料や文献を事前に読み、内容を把握しておくこと。事後学習として関連するほかの文献にあたること
が望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 本多　哲夫

履修上の制限

科目の主題

地域分権の進展や地域経済の低迷などを背景に、「地域経営」が重要視されつつある。地域経営とは、地域内のさまざまな主
体の協働による能動的・戦略的な地域の取り組みを指すものである。かつて多くの地域で行われてきた国主導の大規模公共事
業や地域外の大企業による「外来型」開発とは違い、地域経営は自治体や地元中小企業の「内発的」な発展を志向している点
に大きな特徴がある。本演習では、地域経営を考える際にキーとなる「中小企業」と「自治体」について着目しつつ、地域発
展とそのための政策について研究していきたい。
地域経営は地域における福祉や環境といった幅広い領域をカバーするものであるが、本演習では地域における産業・経済分野
を中心に扱う。中小企業論、地域産業政策論、産業集積論、内発的発展論、地方財政論などの既存研究をふまえ、かつ、中小
企業や自治体の実態分析を行いながら、地域をベースとした中小企業政策・ 産業政策・地域経済発展について検討する。

英語科目授業名 Seminar on Regional Management  1

科目ナンバー CM3SC0043.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20350013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域経営論研究演習1
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評価方法

授業への取り組み姿勢と期末レポートによって総合的に評価する。

受講生へのコメント

個別に注意事項を連絡するので、履修を希望する学生は必ず事前にメールで連絡してください。
honda@osaka-cu.ac.jp

教材

授業中に適宜指示する。

授業の到達目標

地域、中小企業、自治体政策に関する研究についての理解を深める。

授業内容・授業計画

演習１における研究をもとに、各自の研究テーマに関連する文献レビューや実態調査を行い、修士論文として研究成果をまと
める。Zoomによる遠隔授業（実施方法：双方向）として実施する予定である。

事前・事後学習の内容

各回の報告に関連する資料や文献を事前に読み、内容を把握しておくこと。事後学習として関連するほかの文献にあたること
が望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 本多　哲夫

履修上の制限

科目の主題

地域分権の進展や地域経済の低迷などを背景に、「地域経営」が重要視されつつある。地域経営とは、地域内のさまざまな主
体の協働による能動的・戦略的な地域の取り組みを指すものである。かつて多くの地域で行われてきた国主導の大規模公共事
業や地域外の大企業による「外来型」開発とは違い、地域経営は自治体や地元中小企業の「内発的」な発展を志向している点
に大きな特徴がある。本演習では、地域経営を考える際にキーとなる「中小企業」と「自治体」について着目しつつ、地域発
展とそのための政策について研究していきたい。
地域経営は地域における福祉や環境といった幅広い領域をカバーするものであるが、本演習では地域における産業・経済分野
を中心に扱う。中小企業論、地域産業政策論、産業集積論、内発的発展論、地方財政論などの既存研究をふまえ、かつ、中小
企業や自治体の実態分析を行いながら、地域をベースとした中小企業政策・ 産業政策・地域経済発展について検討する。

英語科目授業名 Seminar on Regional Management  2

科目ナンバー CM3SC2243.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30350013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域経営論研究演習2
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評価方法

毎回の報告（50%）とレポート（50%）をもとに評価する。

受講生へのコメント

教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

教材

教科書
野間晴雄ほか編『ジオ・パルNEO—地理学・地域調査便利帖—』海青社。

参考書
藤塚吉浩・高柳長直編『図説　日本の都市問題』古今書院。

授業の到達目標

都市と地域に関する問題について、分析的に思考・表現することを到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回　オリエンテーション
第2-4回　国内外の文献検索
第5-7回　統計分析
第8-9回　地図表現を考える
第10-11回　主題図の作成
第12-13回　GISを利用する
第14-15回　予備調査のための準備
第16回　予備調査の報告
第17-19回　論点の整理
第20-22回　調査項目の精査
第23-24回　研究対象地域の選定
第25-26回　調査計画の検討
第27-29回　本調査の実施

事前・事後学習の内容

課題に取り組む。

担当教員氏名（代表含む） 藤塚　吉浩

履修上の制限

科目の主題

都市問題は産業的発展に応じて起こり、その時代背景が大きな影響を与えている。都市問題について地理学的に検討するとと
もに、都市や地域が抱える空間的・社会的課題について知識を深め、地理学的思考を身につけることを目的とする。地理学的
手法による地域分析の仕方について学ぶ。

英語科目授業名 Seminar on Regional Revitalization 1

科目ナンバー CM3SC0060.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20400013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域再生論研究演習1
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評価方法

毎回の報告（50%）と論文の内容（50%）をもとに評価する。

受講生へのコメント

教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

教材

教科書
野間晴雄ほか編『ジオ・パルNEO—地理学・地域調査便利帖—』海青社。

参考書
木下是雄『理科系の作文技術』中公新書。

授業の到達目標

空間と社会に関する問題について、分析的に思考・表現するとともに、修士論文の作成を到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回　オリエンテーション
第2-4回　研究テーマに関わる学界展望
第5-7回　研究内容の精査
第8-11回　学術論文の作成
第12-15回　補足調査の実施
第16-24回　修士論文の作成
第25-29回　修士論文の加筆修正

事前・事後学習の内容

課題に取り組む。

担当教員氏名（代表含む） 藤塚　吉浩

履修上の制限

科目の主題

都市問題は産業的発展に応じて起こり、その時代背景が大きな影響を与えている。都市問題について地理学的に検討するとと
もに、都市や地域が抱える空間的・社会的課題について知識を深め、学術論文を執筆することを目的とする。

英語科目授業名 Seminar on Regional Revitalization 2

科目ナンバー CM3SC2260.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30400013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域再生論研究演習2
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評価方法

担当回のレジュメ作成などの平常点と最終レポート

受講生へのコメント

地域経済のほか、日本経済や産業について興味のある学生の受講を求めます。また、地域経済研究はフィールドワーク、現場
に出ることが基本なので、フィールドワークをおこなっている（おこなおうとしている）方の受講を望みます。

教材

シャロン・ズーキン（内田奈芳美・真野洋介訳）『都市はなぜ魂を失ったか』講談社、2013年（原著2010年）リチャード・フ
ロリダ （井口典夫訳）『新 クリエイティブ資本論—才能が経済と都市の主役となる—』ダイヤモンド社、2014年ロバート・ス
キデルスキー＆エドワード・スキデルスキー（村上章子訳）『じゅうぶん豊かで、貧しい社会—理念なき資本主義の末路—』筑
摩書房、2014年矢作弘『都市危機のアメリカー凋落と再生の現場を歩くー』岩波書店、2020年矢作弘ほか『コロナで都市は変
わるかー欧米からの報告ー』学芸出版社、2020年吉川洋『人口と日本経済—長寿、イノベーション、経済成長—』中央公論新
社、2016年  など

授業の到達目標

地域経済論の基本概念や隣接領域の研究動向を踏まえ、自身の見解を論理的に構築し、その知見をベースに修士論文の準備を
進める。

授業内容・授業計画

この授業は、対面による実施を予定していますが、変更する場合があります。詳細はWebClassをご確認ください 。
各回、指定した文献や論文について、教員が解説し、報告者が論点整理をした上で、受講者間で議論する。課題文献の要約、
論点整理のほか、適宜、修士論文について報告する。第１回　　人口と経済　第２回    経済成長と都市化第３回    経済発
展の理論第４回　　人口と地域経済　第５回　　産業集積と地域経済第６回    産業の空洞化第７回    グローバル化と地域
経済第８回　  研究課題報告１第９回    グローバル分業の課題第10回　　日本的雇用の成立と変化第11回    地域雇用の変
化第12回　　新しい働き方の検討第13回    地域政策の変遷第14回　　研究課題報告２第15回    地域政策のレビューと検討
第16回　　欧米の地域経済研究にみる論点第17回    欧米の都市経済研究にみる論点第18回　　人口減少時代の地域経済第19
回    過疎化と地方の問題第20回　  人口減少時代の地域政策第21回    研究課題報告３第22回    超高齢化と地域社会第23
回    中小企業と地域経済第24回　  ソーシャルビジネスを考える第25回    コミュニティと地域社会の変化第26回　  内発
的発展の検討第27回    持続可能な地域経済のデザイン第28回　  研究課題最終報告

事前・事後学習の内容

課題文献の要約、論点整理のほか、適宜、修士論文について報告してもらうので、事前の学習は必須である。

担当教員氏名（代表含む） 松永　桂子

履修上の制限

科目の主題

持続可能な社会や経済のあり方について、地域を対象に考えていくのが地域経済論の基本的な考え方である。加えて、現代の
都市・地域が直面しているのは急速な人口減少と高齢化など、今までに経験したことのない大きな環境の変化である。日本経
済の発展とともに都市と地方がどう変化してきたのか、グローバル化の進展によって地域経済はどのような問題を抱えるよう
になったのか、産業空洞化や人材不足への対応、新しい経済の担い手としてのクリエイティブ・クラスの台頭など、理論や学
説と具体的なケーススタディを往復しながら考えたい。修士論文の執筆に向けて先行研究を整理し、論点を抽出しながら問題
意識を明確化し、課題設定をおこなう。

英語科目授業名 Seminar on Regional Economy 1

科目ナンバー CM3SC0062.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20710013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域経済論研究演習1
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評価方法

担当回のレジュメ作成などの平常点と最終レポート

受講生へのコメント

地域経済のほか、日本経済や産業について興味のある学生の受講を求めます。また、地域経済研究はフィールドワーク、現場
に出ることが基本なので、フィールドワークをおこなっている（おこなおうとしている）方の受講を望みます。

教材

シャロン・ズーキン（内田奈芳美・真野洋介訳）『都市はなぜ魂を失ったか』講談社、2013年（原著2010年）リチャード・フ
ロリダ （井口典夫訳）『新 クリエイティブ資本論—才能が経済と都市の主役となる—』ダイヤモンド社、2014年ロバート・ス
キデルスキー＆エドワード・スキデルスキー（村上章子訳）『じゅうぶん豊かで、貧しい社会—理念なき資本主義の末路—』筑
摩書房、2014年矢作弘『都市危機のアメリカー凋落と再生の現場を歩くー』岩波書店、2020年矢作弘ほか『コロナで都市は変
わるかー欧米からの報告ー』学芸出版社、2020年吉川洋『人口と日本経済—長寿、イノベーション、経済成長—』中央公論新
社、2016年  など

授業の到達目標

地域経済論の基本概念や隣接領域の研究動向から自身の見解を論理的に構築できる。学術的知見を踏まえた研究課題を設定
し、独自に調査や分析を実施し、修士論文を作成する。

授業内容・授業計画

この授業は、対面による実施を予定していますが、変更する場合があります。詳細はWebClassをご確認ください 。
各回、指定した文献や論文について、教員が解説し、報告者が論点整理をした上で、受講者間で議論する。課題文献の要約、
論点整理のほか、適宜、修士論文について報告する。第１回　　人口と経済　第２回    経済成長と都市化第３回    経済発
展の理論第４回　　人口と地域経済　第５回　　産業集積と地域経済第６回    産業の空洞化第７回    グローバル化と地域
経済第８回　  研究課題報告１第９回    グローバル分業の課題第10回　　日本的雇用の成立と変化第11回    地域雇用の変
化第12回　　新しい働き方の検討第13回    地域政策の変遷第14回　　研究課題報告２第15回    地域政策のレビューと検討
第16回　　欧米の地域経済研究にみる論点第17回    欧米の都市経済研究にみる論点第18回　　人口減少時代の地域経済第19
回    過疎化と地方の問題第20回　  人口減少時代の地域政策第21回    研究課題報告３第22回    超高齢化と地域社会第23
回    中小企業と地域経済第24回　  ソーシャルビジネスを考える第25回    コミュニティと地域社会の変化第26回　  内発
的発展の検討第27回    持続可能な地域経済のデザイン第28回　  研究課題最終報告

事前・事後学習の内容

課題文献の要約、論点整理のほか、適宜、修士論文について報告もらうので、事前の学習は必須である。

担当教員氏名（代表含む） 松永　桂子

履修上の制限

科目の主題

持続可能な社会や経済のあり方について、地域を対象に考えていくのが地域経済論の基本的な考え方である。加えて、現代の
都市・地域が直面しているのは急速な人口減少と高齢化など、今までに経験したことのない大きな環境の変化である。日本経
済の発展とともに都市と地方がどう変化してきたのか、グローバル化の進展によって地域経済はどのような問題を抱えるよう
になったのか、産業空洞化や人材不足への対応、新しい経済の担い手としてのクリエイティブ・クラスの台頭など、理論や学
説と具体的なケーススタディを往復しながら考える。修士論文について、先行研究や学術的知見を踏まえ研究課題を設定し、
調査や分析を通して仮説検証しながら独自の結論を導き出して論文を作成する。

英語科目授業名 Seminar on Regional Economy 2

科目ナンバー CM3SC2262.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30710013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域経済論研究演習2

89 



評価方法

授業への積極的な参加状況と、報告や論文の結果により総合的に行う。

受講生へのコメント

コンヴァンシオン理論をおよそ下敷きとします。できれば、下記の文献など、事前に目配りしてください。
エイマール=デュヴルネ『企業の政治経済学−コンヴァンシオン理論からの展望−』ナカニシヤ出版、2006年

教材

立見淳哉『産業集積と制度の地理学』ナカニシヤ出版、2019年

授業の到達目標

資本主義の変化という大きな枠組みの中で、経済・社会と空間がどのように相互作用しあいながら地理的再編が生起している
のかを考察する素地を習得することを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で行います。
履修者の希望を踏まえながら、日本語、英語、あるいはフランス語の関連文献を読解し、議論する。可能であれば、共通の理
解の枠組みとして、リチャード・フロリダの創造経済論、アラン・スコットの認知的文化的経済に関する議論、認知資本主義
論、ボルタンスキーとシャペロの『資本主義の新たな精神』などをまずは踏まえた上で、個別の論点の考察へと進む。

事前・事後学習の内容

講義各回のテーマについて、事前に対象文献を熟読し有意義な議論のための準備をするだけではなく、事前・事後に関連文献
についても調べ、内容理解を深めること。

担当教員氏名（代表含む） 立見　淳哉

履修上の制限

科目の主題

産業集積に主として着目しながら、新しい特徴を備えた資本主義における地理的再編と、その社会・経済的帰結を研究テーマ
とする。一方では、①グローバル化と特定の大都市の繁栄がどのような産業活動によって支えられているのかを扱う。たとえ
ば、大都市への集積傾向が強い、創造産業における価値づけvaluationや労働・分業の特質などを明らかにすることが考えられ
る。これと関わり、今日的な市場の特徴として「すでにあるもの」への価値の再付与（「豊穣化の経済」）があるが、ローカ
ルな諸資源（文化・歴史・素材・技術等）がどのようにして結合され財や地域の価値づけがなされるのか、といったテーマが
あり得る。また他方では、こうしたグローバル都市や特定地域の繁栄の陰で、②深刻な社会・経済的課題に直面する斜陽工業
地域の再生という問題がある。そうした都市・地域において、どのような発展展望があり得るのかを考えていく。フランスの
社会連帯経済のようなオルタナティブな社会・経済を目指す活動や、日本の田園回帰現象などが、この手がかりとして想定さ
れる。

英語科目授業名 Seminar on Industrial Agglomerations 1

科目ナンバー CM3SC0063.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20720013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業集積論研究演習1
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評価方法

授業への積極的な参加状況と、報告や論文の結果により総合的に行う。

受講生へのコメント

コンヴァンシオン理論をおよそ下敷きとします。できれば、下記の文献など、事前に目配りしてください。
エイマール=デュヴルネ『企業の政治経済学−コンヴァンシオン理論からの展望−』ナカニシヤ出版、2006年

教材

立見淳哉『産業集積と制度の地理学』ナカニシヤ出版、2019年

授業の到達目標

資本主義の変化という大きな枠組みの中で、経済・社会と空間がどのように相互作用しあいながら地理的再編が生起している
のかを考察する素地を習得することを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で行います。
履修者の希望を踏まえながら、日本語、英語、あるいはフランス語の関連文献を読解し、議論する。可能であれば、共通の理
解の枠組みとして、リチャード・フロリダの創造経済論、アラン・スコットの認知的文化的経済に関する議論、認知資本主義
論、ボルタンスキーとシャペロの『資本主義の新たな精神』などをまずは踏まえた上で、個別の論点の考察へと進む。

事前・事後学習の内容

講義各回のテーマについて、事前に対象文献を熟読し有意義な議論のための準備をするだけではなく、事前・事後に関連文献
についても調べ、内容理解を深めること。

担当教員氏名（代表含む） 立見　淳哉

履修上の制限

科目の主題

産業集積に主として着目しながら、新しい特徴を備えた資本主義における地理的再編と、その社会・経済的帰結を研究テーマ
とする。一方では、①グローバル化と特定の大都市の繁栄がどのような産業活動によって支えられているのかを扱う。たとえ
ば、大都市への集積傾向が強い、創造産業における価値づけvaluationや労働・分業の特質などを明らかにすることが考えられ
る。これと関わり、今日的な市場の特徴として「すでにあるもの」への価値の再付与（「豊穣化の経済」）があるが、ローカ
ルな諸資源（文化・歴史・素材・技術等）がどのようにして結合され財や地域の価値づけがなされるのか、といったテーマが
あり得る。また他方では、こうしたグローバル都市や特定地域の繁栄の陰で、②深刻な社会・経済的課題に直面する斜陽工業
地域の再生という問題がある。そうした都市・地域において、どのような発展展望があり得るのかを考えていく。フランスの
社会連帯経済のようなオルタナティブな社会・経済を目指す活動や、日本の田園回帰現象などが、この手がかりとして想定さ
れる。

英語科目授業名 Seminar on Industrial Agglomerations 2

科目ナンバー CM3SC2263.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30720013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業集積論研究演習2
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評価方法

演習における報告の質及び期末に課すレポート課題を総合的に評価する。

受講生へのコメント

英文和訳を行うだけではなく，自ら主体的に学ぶ意欲のある学生の履修を期待している。また，実験やテクノロジーなどの研
究手法に興味のある学生にとっても意義のある演習としたい。

教材

演習内で適宜指示する。

授業の到達目標

公会計に関する体系的な理解と自ら分析する能力の修得を目指す。公会計研究に関する一次情報の内容を要約し，他人に伝達
することを到達目標とする。また，そのような作業を通じて，公会計に関する新たな問題を発見し，皆で解決策を議論する。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。欧米における主要学術雑誌に掲載されている文献を，1週間に1本のペースで要約し報告を行
う。また，その報告をもとに皆で議論を行う。修士論文のテーマになりうる論点を設定することができるように，実験やテク
ノロジーなど，公会計研究における方法論に関する文献も取り扱うこととする。

事前・事後学習の内容

上記演習内容に耐えうるだけの事前・事後学習を行う。具体的には，事前学習として，学術論文の精読及び，その前提となる
知識の習得を行う。特に，自らが知らない単語を調べ上げ，自らが理解できる箇所と理解できない箇所を明確に把握すること
が極めて重要である。また，事後学習として，演習でなされた議論の反復・反芻を行い，思考を深める必要がある。事後学習
では，当該文献で何が明らかになって，何が明らかになっていないのか，そして貢献は何かを常に意識することが重要であ
る。

担当教員氏名（代表含む） 廣瀬　喜貴

履修上の制限

科目の主題

本演習の主題は，パブリックセクターにおける会計に関する諸問題を論じることである。公会計は非営利性を前提としてお
り，営利企業における会計とは異なる論点が数多く存在している。そこで，本演習では，非営利性に焦点を当て，公会計に固
有の論点を発見し，それを明らかにするための手段を議論することに重点を置くこととする。

英語科目授業名 Seminar on Public Sector Accounting Research  1

科目ナンバー CM3SB0039.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20310013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 公会計論研究演習1
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評価方法

演習における報告の質及び期末に課すレポート課題を総合的に評価する。

受講生へのコメント

英文和訳を行うだけではなく，自ら主体的に学ぶ意欲のある学生の履修を期待している。また，実験やテクノロジーなどの研
究手法に興味のある学生にとっても意義のある演習としたい。

教材

演習内で適宜指示する。

授業の到達目標

公会計に関する体系的な理解と自ら分析する能力の修得を目指す。公会計研究に関する一次情報の内容を要約し，他人に伝達
することを到達目標とする。また，そのような作業を通じて，公会計に関する新たな問題を発見し，皆で解決策を議論する。

授業内容・授業計画

この授業は遠隔（標準手順：発展）により実施する。
演習1に引き続き，主要学術雑誌に掲載されている文献の要約と報告を行う。また，それに加えて，演習2では，各自の修士論
文の進捗に応じて当該内容を報告し，改訂に資する議論を行う。修士論文を完成させることが最終目標となる。

事前・事後学習の内容

上記演習内容に耐えうるだけの事前・事後学習を行う。具体的には，事前学習として，学術論文の精読及び，その前提となる
知識の習得を行う。特に，自らが知らない単語を調べ上げ，自らが理解できる箇所と理解できない箇所を明確に把握すること
が極めて重要である。また，事後学習として，演習でなされた議論の反復・反芻を行い，思考を深める必要がある。事後学習
では，当該文献で何が明らかになって，何が明らかになっていないのか，そして貢献は何かを常に意識することが重要であ
る。

担当教員氏名（代表含む） 廣瀬　喜貴

履修上の制限

科目の主題

本演習の主題は，パブリックセクターにおける会計に関する諸問題を論じることである。公会計は非営利性を前提としてお
り，営利企業における会計とは異なる論点が数多く存在している。そこで，本演習では，非営利性に焦点を当て，公会計に固
有の論点を発見し，それを明らかにするための手段を議論することに重点を置くこととする。

英語科目授業名 Seminar on Public Sector Accounting Research  2

科目ナンバー CM3SB2239.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30310013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 公会計論研究演習2
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評価方法

・到達目標の達成度について評価をおこなう
・演習内容に関するレポート（100点）
・合格のための最低基準は自らの専門研究に関する発表内容が一定の流れのあるものであること。

受講生へのコメント

・自分が関心のある企業のHPにアクセスして、企業がどのような報告書を作成し、どのような情報を開示しているかを自分の
目で確認してみる。
・企業が社会や環境に対してどのような取り組みをおこなっているかを新聞やインターネットを使って調べる。

教材

・とくにテキストを指定せず、適宜受講生に合ったテキストを選択する。
・向山敦夫（2003）『社会環境会計論　−社会と地球環境への会計アプローチ−』白桃書房
・古庄修編（2018）『国際統合報告論』同文舘出版
・山地秀俊（1994）『情報会計制度としての現代会計』同文舘

授業の到達目標

・多くの企業は自発的にCSR報告書、持続可能性報告書（Sustainability Report）などを作成・開示している。近年は、財務
情報と非財務情報を統合する統合報告（Integrated Reporting）が提唱され、統合報告書を作成する企業が増加している。
・「社会関連会計論研究演習1」では、歴史的展開を含めた会計情報開示にかかわる基礎的概念の修得をめざし、企業と社会と
の関係を情報開示を通して検討する社会関連会計に対する独自の視点を養うことを目標とする。

授業内容・授業計画

この授業は対面形式である。
（１）テキストの輪読（14回分）
・報告者は自らの報告文献のうち、とくに重要と思われる内容についてPowerPointを用いて発表する。
・司会者は報告者からの発表を踏まえつつ、自らの問題意識にしたがって討論を進行する。
（2）テキストの輪読（8回分）
・報告者は自らの報告文献のうち、とくに重要と思われる内容についてPowerPointを用いて発表する。
・司会者は報告者からの発表を踏まえつつ、自らの問題意識にしたがって討論を進行する。
(3)修士論文の構想のプレゼンテーション（8回）
・問題意識を明確にしつつ、「社会関連会計論研究演習2」で執筆する修士論文の構想について、テーマ、章構成、参考文献等
の報告をおこなう。

事前・事後学習の内容

・テキストの輪読について、報告者は十分に準備をおこない、他の受講生も事前に当該箇所を予習して、問題意識を共有して
おく。
・修士論文のテーマ・章構成・参考文献をまとめたPowerPointを準備する。
・プレゼンテーションに対するコメントを吟味し、構想を修正する。
・章構成が確定するまで修正作業を繰り返す。

担当教員氏名（代表含む） 向山　敦夫

履修上の制限

科目の主題

・伝統的に、財務会計システムは企業の経済的側面（利益追求組織としての側面）をとらえてきた。しかしながら、社会環境
の変化とともに企業が配慮すべきステイクホルダー（stakeholders）の範囲は拡張してきており、企業観は多様化している。
すなわち、企業の社会的側面（社会において企業が存在する側面）を同時にとらえる必要性が増大している。
・近年では、CSV（Creating Shared Value）やESG投資において、CSR/ESG情報の有用性に対する期待が高まっている。
・「社会関連会計論研究演習１」では、企業の社会的側面を会計的に捕捉する比較的新しい領域である社会関連会計の意義と
限界について検討を加える。

英語科目授業名 Seminar on Social and Environmental Accounting & reporting  1

科目ナンバー CM3SB0040.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20320013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 社会関連会計論研究演習1
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評価方法

・到達目標の達成度について評価をおこなう
・演習内容に関するレポート（100点）
・合格のための最低基準は自らの専門研究に関する内容が一定の流れのあるものであること。

受講生へのコメント

・将来のキャリア形成につながるテーマを選択すること。
・自分が関心のある企業のHPにアクセスして、企業がどのような報告書を作成し、どのような情報を開示しているかを自分の
目で確認してみる。
・企業が社会や環境に対してどのような取り組みをおこなっているかを新聞やインターネットを使って調べる。

教材

・とくにテキストを指定せず、適宜受講生に合ったテキストを選択する。
・向山敦夫（2003）『社会環境会計論　−社会と地球環境への会計アプローチ−』白桃書房
・古庄修編（2018）『国際統合報告論』同文舘出版
・山地秀俊（1994）『情報会計制度としての現代会計』同文舘

授業の到達目標

・多くの企業は、自発的にCSR報告書、持続可能性報告書（Sustainability Report）などを作成・開示している。近年は、財
務情報と非財務情報を統合する統合報告（Integrated Reporting）が提唱され、統合報告書を作成する企業が増加している。
・「社会関連会計論研究演習2」では、「社会関連会計論研究演習1」での成果をもとに、独自の視点から修士論文の執筆を目
標としている。

授業内容・授業計画

この授業は対面形式である。
（１）テキストの輪読（8回分）
・報告者は自らの報告文献のうち、とくに重要と思われる内容についてPowerPointを用いて発表する。
・司会者は報告者からの発表を踏まえつつ、自らの問題意識にしたがって討論を進行する。
（２）修士論文の構想のプレゼンテーション（8回）
・問題意識を明確にしつつ、執筆する修士論文の構想について、テーマ、章構成、参考文献等の報告をおこなう。
（３）修士論文指導（14回）
・問題意識を明確にしつつ、修士論文について進捗度を管理し、修士論文の完成に導く。
・確定した章構成をもとに、修士論文を執筆する。
・必要に応じて章構成・節構成を変更し、より高次の修士論文を目指す。

事前・事後学習の内容

・テキストの輪読について、報告者は十分に準備をおこない、他の受講生も事前に当該箇所を予習して、問題意識を共有して
おく。
・修士論文のテーマ・章構成・参考文献をまとめたPowerPointを準備する。
・プレゼンテーションに対するコメントを吟味し、構想を修正する。
・章構成が確定し、修士論文を執筆する。

担当教員氏名（代表含む） 向山　敦夫

履修上の制限

科目の主題

・伝統的に、財務会計システムは企業の経済的側面（利益追求組織としての側面）をとらえてきた。しかしながら、社会環境
の変化とともに企業が配慮すべきステイクホルダー（stakeholders）の範囲は拡張してきており、企業観は多様化している。
すなわち、企業の社会的側面（社会において企業が存在する側面）を同時にとらえる必要性が増大している。
・近年では、CSV（Creating Shared Value）やESG投資において、CSR/ESG情報の有用性に対する期待が高まっている。
・「社会関連会計論研究演習2」では、「社会関連会計論研究演習1」で培った知識をもとに、修士論文の執筆をおこなう。

英語科目授業名 Seminar on Social and Environmental Accounting & Reporting  2

科目ナンバー CM3SB2240.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30320013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 社会関連会計論研究演習2
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評価方法

(1)到達目標の達成度を評価する。
(2)課題レポート（100％）。

受講生へのコメント

常に現代的な技術論的課題を意識して文献等を学習すること。

教材

・ガイダンス時に取り扱う文献を検討する。
・適宜関連する参考文献を紹介する。

授業の到達目標

技術論は、経済、経営、社会的諸問題を技術の側面に着目して理解する学問である。技術論の学問体系の基礎を理解するとと
み、受講者の専門領域において技術論的視角から分析することによる新たな知見の獲得が出来るようになることが到達目標と
なる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

授業回各回の授業内容事前・事後学習の内容
第1回ガイダンス前期計画の確認と報告者の決定。
第2回（1）テキストの輪読（14回分）
・報告者は自らの報告文献のうち、特に議論したい箇所について事前に他の受講生に伝え、自らが持ちえた問題意識に従った
論点を中心にレジュメを作成して発表。
・司会者は報告者からの発表を踏まえつつ、自
らの問題意識に従って討論を運営
（2）企業ヒアリング、工場見学（1回分）
・実際の企業の現場に赴いてお話を伺い、質問
をして、対象の企業について深く知る。・テキストの輪読については、報告者は準備を行い、他のメンバーは事前に当該箇所
を予習して、問題意識を持っておく。
・企業ヒアリング、工場見学については、事前に配布した資料を読み込むとともに、自らも調査して事前学習とする
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

第15回

事前・事後学習の内容

・事前学習：参考文献、検討文献を事前に熟読し論点をよういしてくること。
・事後学習：演習で議論したことを自己の研究に位置づけて再度確認しておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 田口　直樹

履修上の制限

科目の主題

社会発展の歴史は生産力の発展の歴史でもあり、生産力の発展は諸科学の成果が生産手段に結実した時に生じる。もっとも狭
義に捉えれば、生産手段の体系が技術である。技術の発達により生産様式、労働様式そして、生活様式は変革され、人類は物
質的には豊かさを享受するようになってきた。しかし、その反面、環境問題や公害問題、戦争の被害が大規模化したり、先端
技術の利用が倫理的な問題を生み出したりしていることも事実である。技術がいかなる社会的要請と市場的需要に伴って発展
し、それがどう生産過程の中に取り込まれることにより生産力を発展させてきたのか。また、同時に、その過程が如何なる効
果と弊害を生み出してきたかを歴史的・理論的に考察することにより、社会発展の法則と技術発達のメカニズムの相互関係を
明らかにすることが基本的テーマである。具体的方法としては、技術史、産業技術論、産業技術史、科学史・科学技術史等に
おける代表的な研究成果をサーベイしながら現代技術論の課題を研究していく。

英語科目授業名 Seminar on Economics of Technology  1

科目ナンバー CM3SC0042.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20340013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 技術論研究演習1
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評価方法

(1)到達目標の達成度を評価する。
(2)課題研究レポート(100％)

受講生へのコメント

研究スタイルを確立できるように、他者の研究内容・方法も十分に参考にしながら演習に参加すること。

教材
特に指定しない。

授業の到達目標

学術論文作成に向けた基本スキルを獲得する。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

授業回各回の授業内容事前・事後学習の内容
第1回ガイダンス前期計画の確認と報告者の決定。
第2回(1)各自の研究報告。
(2)各自の研究テーマに関連した専門書の輪読。・報告者は論文作成に向けた研究報告を行い、議論を通じてブラシュアップす
る。
・関連する文献を事前に案内し、参加者全員が事前に通読しておく。
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回ガイダンス後期計画の確認と報告者の決定。
第18回(1)各自の研究報告。
(2)各自の研究テーマに関連した専門書の輪読。・報告者は論文作成に向けた研究報告を行い、議論を通じてブラシュアップす
る。
・関連する文献を事前に案内し、参加者全員が事前に通読しておく。
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回
第31回まとめ各自の研究の課題の確認。

事前・事後学習の内容

・事前学習：研究報告の準備をしっかりおこなうこと　。
・事後学習：演習で指摘されたことをしっかり研究内容に生かすこと。

担当教員氏名（代表含む） 田口　直樹

履修上の制限

科目の主題

本演習では、参加者の研究報告を中心に議論を行い、研究成果に結実するよう集団的に当該報告者の研究テーマについて検討
していく。修士論文作成にあたり、「テーマ」「問題意識」「学術的意義」の妥当性の検討、「方法論」、「叙述の方法」等
を報告の進捗段階に合わせて繰り返し議論していく。また、当演習には、後期博士課程在籍の院生も参加するので、当該院生
の博士論文に向けた研究報告の検討を通して、修士課程の院生には研究イメージを膨らませてもらう

英語科目授業名 Seminar on Economics of Technology  2

科目ナンバー CM3SC2242.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30340013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 技術論研究演習2
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評価方法

次に掲げる各項目を評価基準として考慮する。
１、学術上の創意工夫
２、問題意識の明確さ
３、課題設定の適切さ
４、着眼点の斬新さと独創性

受講生へのコメント

修士論文の執筆は、基本的に受講者自ら行うものであり、本授業はそれが的確になされるよう支援する場だといえる。以上の
点を踏まえ、本授業では受講者の主体的な取り組みを重視する。

教材

必要に応じて適時指示する。

授業の到達目標

必要な研究指導を受けたうえ修士論文審査及び試験に合格すること。

授業内容・授業計画

受講者の修士論文執筆の進捗状況を把握し、論文構成および執筆内容に関して議論するとともに、事前・事後学習の内容や方
法等に関して指導する。

事前・事後学習の内容

授業時に指示された内容や方法に従い、各自創意工夫の上、的確に事前・事後学習を行うこと。

担当教員氏名（代表含む） 各教員

履修上の制限

科目の主題

自らの研究テーマに基づき修士論文を執筆する。

英語科目授業名 Master's Thesis

科目ナンバー CM3TO2200.1

単位数 0単位 授業形態 演習

授業コード CM00050013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 修士論文
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評価方法

報告のクオリティー、参加者間の討論のクオリティー、毎回の提出物のクオリティー及び期末レポートにより評価する。

受講生へのコメント

初回の授業の以前に、吉村まで連絡をお願いします。
授業の進め方の詳細を説明するため、初回の授業には必ず参加して下さい。
教科書の指定された範囲、配布文献を丁寧に読み込んでくることが求められる。
統治の有り様が経営の有り様に如何なる影響を及ぼすのか、そのインタラクションにも留意して学びを進めていく。
その意味において、「経営管理」に関わる広範かつ一定の知識が前提となる。「マネジメント検定（経営学検定）」（
https://www.mqt.jp/ ）初級レベルの知識は当然として、中級レベルの知識も持ち合わせていることが望ましい。その水準に
達していないと見なしうる受講生については別途、課題を与える。知識の確認のため、第1回目あるいは第2回目に簡単な試験
を実施する。

教材

以下を教科書とする。江川雅子（2018）『現代コーポレートガバナンス 戦略・制度・市場』日本経済新聞出版社。上記に加
え、関連の英語文献を適宜、配布する。

授業の到達目標

Corporate Governanceに関する基礎的・発展的な議論を体系的に理解する。くわえて、現在、動きを見せている諸現象につい
ても、体系的な枠組みを通して現象の背後にあるメカニズムを探っていく。これらを可能とすることが目標である。

授業内容・授業計画

対面形式で行う。
第１回：コーポレートガバナンスの捉え方
第２回：コーポレートガバナンスの理論
第３回：規律付けのメカニズム
第４回：資本コストと資本政策
第５回：日本の株式会社のしくみ
第６回：戦後日本企業のコーポレートガバナンス
第７回：高まる株式市場と投資家の役割
第８回：激変の時代−−1990年代以降の改革
第９回：取締役及び取締役会の役割
第10回：役員報酬と報酬委員会
第11回：情報開示と内部統制
第12回：エンゲージメントと議決権行使
第13回：Ｍ＆Ａと買収防衛策
第14回：企業を取り巻く多様なステークホルダー

事前・事後学習の内容

早期に教科書を読み通すとともに、各回、事前に関連文献を配布する。担当者を決め、報告を求める。
毎回、大凡、「教科書の1章分」「教科書の各章に関連するよりアドバンスドな和文献」「教科書の各章に関連するよりアドバ
ンスドな洋文献」を読み、全員に要約（A4用紙・1〜2枚程度）の作成・提出を求める。
事後、現在の動向を分析したレポートの作成を求める。

担当教員氏名（代表含む） 吉村　典久

履修上の制限

科目の主題

本講義では、Corporate Governance（企業統治／会社統治）に関わる諸研究について議論する。経営者の任免・監視のあり
方、経営目的をいかように設定するのか。企業経営の前提、土台となる問題について考えていく。
本授業の流れとしては早期に教科書を読み進め、英語文献をもとにして古典・最新の研究を活用しつつ学びを深めていく。

英語科目授業名 Lecture on Theories of Management

科目ナンバー CD3LB0006.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10010013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営管理論特殊研究
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評価方法

平常点とレポートによる評価

受講生へのコメント

歴史とは、カビが生えたようなものではありません。今、生きいているこの時にこそ必要なものです。とてもダイナミックな
ものです。そのためにもぜひ現代に対する感覚を養ってください。研究者としてやっていくには、感性と理性が必要なので
す。

教材

テキスト
中瀬哲史（2016）『エッセンシャル経営史』中央経済社。

参考書・参考資料等
E・H・カー（1962）『歴史とは何か』岩波新書、渓内謙（1995）『現代史を学ぶ』岩波新書、大河内暁男（1991）『経営史講
義』東京大学出版会、宮本又郎・阿部武司・宇田川勝・沢井実・橘川武郎（2007）『日本経営史　新装版』有斐閣、宮本又
郎・岡部桂史・平野恭平（2014）『1からの経営史』碩学舎など。また，講義中にも適宜指示する。

授業の到達目標

後期博士課程に在籍する大学院生にとっては、最終的には博士論文の執筆が求められます。博士論文執筆にあたっては現状分
析でもって行うことを志す方は多いと思います。それでは現状分析による博士論文を執筆しようとする大学院生にとって歴史
研究は不要でしょうか。実は企業をはじめとする組織は継続性を志向します。
　つまり、現在の企業組織、企業の経営行動の意味を理解するためには、そして将来に向かうためには、過去からの積み重ね
を理解しなければなりません。そのため、歴史分析は欠かせません。博士論文に「深み」と「重み」をもたせるには歴史的な
分析は欠かせないのです。そこには、研究に対する歴史観も問われるのです。
　また，歴史研究は論理を重視します。この点で，現状分析を志向する大学院生にとっても歴史研究の学習は有意義なものに
なると思います。
　そこで、本講義では、過去からの企業経営の積み重ねと論理の流し方を学んでいただき、博士論文に「深み」と「重み」を
もたせることを目標とします。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で行います。
今年の講義では、まず、企業経営における経営管理の歴史的流れを検討し、次に、具体的な経営史の分析方法をいくつかの例
を通じて考えていきたいと思います。本授業を通じて、博士論文を志す大学院生の皆さんに、より「深み」と「重み」のある
分析方法を身につけていただければ、と思います。

第1回：本講義のガイダンス
第2回：経営史学の課題と哲学
第3回：大英帝国とイギリス産業革命
第4回：イギリス産業革命の展開
第5回：ヨーロッパの企業経営の経験について
第6回：アメリカ大量生産大量販売体制の要因
第7回：アメリカ大量生産大量販売体制構築と発展
第8回：アメリカの企業経営の経験について
第9回：オイルショックと日本の柔軟なシステム
第10回：日本の柔軟なシステムの発展と停滞
第11回：日本の企業経営の経験
第12回：中国等新興国での分散型生産システムの背景
第13回：中国等新興国の分散型生産システムの課題
第14回：これからの生産システムのあり方について

事前・事後学習の内容

毎回の授業時におけるキーワードの提示と前回授業の振り返り

担当教員氏名（代表含む） 中瀬　哲史

履修上の制限

科目の主題

企業経営の歴史的分析との遭遇と理解、それによる博士論文執筆への活用

英語科目授業名 Lecture on Business History

科目ナンバー CD3LB0008.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10030013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営史特殊研究
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評価方法

出席と授業中レポート

受講生へのコメント

研究者または賢明なる投資家になるために頑張ろう。

教材

随時資料を配布する。

授業の到達目標

研究者、ファンドマネジャーと株式投資家などになるための高級レベルの知識の取得

授業内容・授業計画

ご注意：当分の間、遠隔で行われる予定である。

1回目　ガイダンス
2回目　企業の投資決定：お金の時間価値
3回目　企業の投資決定：資本コスト
4回目　企業の資本構成
5回目　企業の価値評価とCAPM
6回目　企業のエージェンシー理論
7回目　コーポレートガバナンス
8回目　効率的株式市場仮説
9回目　株式市場のアノマリー：IPO
10回目　株式市場のアノマリー：リスク
11回目　行動ファイナンス
12回目　成長株とバリュー株投資
13回目　ボラティリティ
14回目　討論

事前・事後学習の内容

予習、復習は必須。

担当教員氏名（代表含む） テキ　林瑜

履修上の制限

科目の主題

コーポレートファイナンス、コーポレートガバナンス、株式市場のアノマリー、行動ファイナンスなどについて学習する。

英語科目授業名 Lecture on Corporate Finance

科目ナンバー CD3LB0009.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10040013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 コーポレートファイナンス論特殊研究
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評価方法

１．クラスの口頭発表
２．課題論文やチャプターのサマリーの作成
３．論文のまとめと口頭発表
４．２つの中心的論文のレビュー
５．研究アイデアの提示
６．クラス参加と議論
７．最終レポート

受講生へのコメント

受講予定者は，開講前に必ずアポイントをメール等で取って，面談を受けて下さい．事前面談なく，演習には参加は困難で
す．

教材

古典的な書籍ならびに最新の国際学術誌を順を追って輪読するので，担当教員が提示する．

授業の到達目標

広い社会科学的な視野から，経営戦略の研究動向の地図を獲得し，経営戦略研究の全体像を理解することである．

授業内容・授業計画

授業は遠隔で実施します。

古典的な書籍ならびに最新の国際学術誌を順を追って輪読する．論文の執筆を中心とした演習プログラムである．博士論文の
要件の1つは，学術上の独創性と裏付けるデータの内的・外的妥当性である．3年間の研究プログラムの射程の中で優先するべ
きことは，2つある．1つは該当研究分野の外部査読付き学術雑誌を1本でも多く掲載できる基準（最低でも2〜3本）を満たすこ
とである．もう1つは，個別の研究論文の積み重ねによって，既存研究に対する自分の学術上の発見や貢献の主張を行う調査研
究の設計と実現である．授業回ごとの計画は、以下の通りである。

1回　経営戦略の歴史
2回　戦略の定義
3回　戦略的意思決定
4回　外部環境と競争
5回　内部環境と経営資源
6回　実践としての経営戦略
7回　事業戦略論
8回　企業戦略論
9回　経営戦略とステークホルダー
10回　新興企業の経営戦略
11回　多国籍企業の経営戦略
12回　経営戦略とイノベーション
13回　経営戦略とコーポレート・ガバナンス
14回　社会的戦略と理論的展望

事前・事後学習の内容

事前指定の学術論文等の資料ならびに自主的に探索して設定した学術論文などについて，整理し，主題に関する新たな研究課
題を設定し，明らかにするよう取り組むこと．

担当教員氏名（代表含む） 山田　仁一郎

履修上の制限

科目の主題

経営戦略の研究動向の古典と先端を社会科学的，哲学的に追求する．

英語科目授業名 Lecture on Entrepreneurship Strategy

科目ナンバー CD3LB0010.4

単位数 2単位 授業形態 演習

授業コード CD10550013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営戦略論特殊研究
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評価方法

評価は、次の3点から、総合的に評価する。
事前・事後学習の内容（40％）
本講義に対する貢献；発言の質と量（20％）
輪読した内容を踏まえた研究企画の提案（40％）
特に上記の2．については、報告担当者の発表に対して、質問や新たなアイデア、建設的な意見、付加情報など、何でも良いか
らコメントすること。それが、発表を聴く側のマナーである。
報告担当者は、他の受講生のアイデアや意見に対して、キチンと耳を傾けること。 自分のアイデアや意見と比較して、どこが
違うのか、どこが共通しているのか、などについて考える習慣を身につけてほしい。アイデアや意見が自分と異なる場合は、
その根底にある理由や前提、事実の認識の仕方や推論の仕方などについて、議論をすることが求められる。

講義の場所や諸連絡については、本学の OCU ナビにある、「WebClass」でお知らせすることがある。

受講生へのコメント

そもそもマーケティングや経営は、実務的な知識だけで行えるものではなく、人と社会についての深い洞察が必要である。こ
の洞察力は、長い経験の他に、深い学識からも生み出される。大学で得た知識を基に、それを深く洞察していけば、新たな知
見の得られる可能性がある。その可能性を追究することができることこそ、学ぶ価値があると考えられる。

教材

大木清弘「筋が悪いリサーチクエスチョンとは何か？　経営学分野の学術論文作成のための手引き」『赤門マネジメント・レ
ビュー』15巻10号, pp.509-522, 2016年.→ 第１回のセッションで用いるので、各自でダウンロードし、読み込んだ上で講義
に臨むこと
Lex Donaldson, American anti-management theories of organization, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1995. → 第２回〜第
９回のセッションで用いるので、各自で購入するなどして調達し、読み込んだ上で講義に臨むこと
Scott A. Shane, The Illusion of Entrepreneurship, Yale University, 2008. → 第１０回〜第１４回のセッションで用い
るので、各自で購入するなどして調達し、読み込んだ上で講義に臨むこと

授業の到達目標

本講義では、マーケティング論に限らず、経営組織論と起業論における知識を基に、組織の現場における身近な問題を深く掘
り下げて考える。そのために、2冊の洋書を輪読し、その内容を読み解いていく。そして個人の研究テーマ、研究課題の明確化
に時間をかけたい。上手に答えを出すことよりも、「良い問い」を問う事が大切だと考えるからである。この「良い問い」と
は、キャリアや現場で生じる問題を、大きく・深く考えるキッカケとなる本質的な問題である。しかも、将来に役立ちそうな
答えが出てきそうな問題である。

授業内容・授業計画

本講義は、コロナ禍の状況によって、zoom による遠隔にて行う。
本講義を受講するにあたっては、事前に担当教官の小沢まで、メールなどで連絡を取ること。
講義の開催日時や、zoom の ID などを、おって連絡する。

全体的に本講義では、2冊の洋書を輪読する。毎回、輪読した内容の報告（1名）と、その内容を踏まえた研究企画の報告（別
の1名）からなる担当者を決めて、各自の報告と受講生による議論、および指導を行う。
報告の担当者は、レジェメ（レポート形式、スライド形式など、形式は問わない）を用意する。受講生の数によっては、報告
の担当日の1週間前に、メール添付にて報告ファイルを送付してもらう。
第１回: Introduction; Research Question
第２回: Anti-management paradigms in organization theory
第３回: Structural contingency theory of organizational adaptation
第４回: A critique of population-ecology theory
第５回: A critique of institutional theory
第６回: A critique of resource dependence theory
第７回: A critique of organizational economics
第８回: Towards a unified theory of organizational structure
第９回: A way forward for organizational structural theory
第１０回〜第１４回: Scott A. Shane, The Illusion of Entrepreneurship, Yale University, 2008.から、受講生が関心の
ある章を取り上げ、輪読を行う。

事前・事後学習の内容

受講生は、事前に入手した、報告担当者の資料を読み込んだ上で本演習に臨み、議論を行う。

輪読の担当者を割り振る
報告者は自らの報告箇所について、自らが持ちえた問題意識に従った論点を中心にレジュメを作成して発表
教科書の輪読の報告者は、準備を行う
他の受講生は、当該箇所の予習を行う
定性的方法論研究や定量的方法論研究など、方法論の講義を履修し、学んだ内容を本演習に活かすことを推奨する。

本演習の時間内に、報告担当者に対して発言ができなかった受講生は、必ずその日のうちに報告者へメールでコメントを送信

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

本講義では、マーケティング戦略に関わる諸側面について、考察・議論を重ねていく中で、調査・研究・論文作成の指導を行
う。マーケティング戦略をヨリ深く理解するべく、戦略の実施主体である組織と、市場創造の担い手となる起業家について、
重点的に取り上げる。
研究のアプローチは、マーケティング論に限らず、経営組織論や起業論の視点も踏まえる。ダイナミックな市場環境の下で、
組織は逆境に陥ることもある。その逆境を好機に変える論理とは何か?　マーケティング組織の変革にまつわるテーマへの追究
を試みる。

英語科目授業名 Lecture on Marketing Strategy

科目ナンバー CD3LB0061.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10700013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 マーケティング戦略論特殊研究
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評価方法

小テスト（40％）と期末試験（60％）により評価する。

受講生へのコメント

原価計算や管理会計の基礎知識を習得しておくことが望ましい。

教材

廣本敏郎・挽文子　著『原価計算論（第3版）』中央経済社、2015年。

授業の到達目標

本講義の目標は原価計算と原価管理の理論・技法に関する体系的な知識を習得することである。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。

第1回　原価計算の意義
第2回　原価計算モデル
第3回　原価計算制度の意義と構造
第4回　取得原価の計算
第5回　費目別計算
第6回　部門別計算
第7回　製品別計算
第8回　標準原価計算制度
第9回　直接原価計算制度
第10回　損益分岐点分析
第11回　価格決定と原価計算
第12回　原価管理システム
第13回　活動基準原価計算
第14回　意思決定と差額原価収益分析
第15回　定期試験

事前・事後学習の内容

教科書の内容を予習・復習すること。

担当教員氏名（代表含む） 卜　志強

履修上の制限

科目の主題

本講義では、原価計算の本質と基礎理論を詳細に説明すると同時に、日本における現場経営と原価計算の関係について詳しく
解説する。

英語科目授業名 Lecture on Cost Accounting

科目ナンバー CD3LB0012.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10380013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 原価計算論特殊研究
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評価方法

授業への参加態度および期末レポートによって評価する。

受講生へのコメント

受講希望者は、事前に連絡すること。なお、専門的な知識の修得および受講生自身による理論構築を目的としているため、単
にマーケティング一般の知識修得を目的とする場合は適さない。自らの研究に対し明確なテーマを有した上で受講することを
強く望む。

教材

ケビン・ケラー『戦略的ブランド・マネジメント』東急エージェンシー
なお、テキストは最初の授業で改めて提示する。また、その他に必要な教材は、授業中に適宜指示する。

授業の到達目標

マーケティングに関する最先端の知識を得るだけでなく、自らの研究テーマと関連づけることで、自身の研究も同時に深める
ことを目的とする。
なお、講義の内容は、ブランド戦略論を基礎とするが、受講生の数や関心によって変わる可能性がある。

授業内容・授業計画

授業は対面で実施します。
授業は、戦略的ブランド・マネジメントに関する文献に関する学生による報告とそれに関する解説という講義形式で進める。
なお、少人数クラスであることが予想されるため、ブランド・マネジメントに関連して、個々の学生の興味に沿った文献も取
り上げ議論する。

第1回：ガイダンス
第2回：ブランド・エクイティ
第3回：ブランド知識
第4回：ブランド要素
第5回：ブランディング・プログラム
第6回：IMC(Integrated Marketing Communications)
第7回：ブランド・エクイティの測定①
第8回：ブランド・エクイティの測定②
第9回：ブランド・プロダクト・リレーションシップ
第10回：ブランド拡張
第11回：ロングセラー・ブランディング
第12回：グルーバル・ブランディング
第13回：プレイス・ブランディング
第14回：ブランディングの意義（まとめ）

事前・事後学習の内容

事前学習において課題文献を理解し、授業でのディスカッションに臨むことを求める。また、事後学習において、授業での議
論と自らの研究を関連づけることも重要である。

担当教員氏名（代表含む） 小林　哲

履修上の制限

科目の主題

2000年以降、マーケティングの主要テーマとなっている「戦略的ブランド管理(Strategic Brand Management)」について議論
する。

英語科目授業名 Lecture on Marketing

科目ナンバー CD3LC0013.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10060013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 マーケティング論特殊研究
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評価方法

学期末小論文（100点）により評価する。

受講生へのコメント

本講義では、講義への理解度と文章力向上を目的とし、講義内に発表資料の作成を義務付けます。
受講者には積極的に発言すること、また自ら考えることを求めます。

教材

主に以下のテキストを輪読する形式で講義を進める。
青木幸弘（2010）『消費者行動の知識』,日経文庫
清水聰（1999）『新しい消費者行動』,千倉書房
以下、参考文献
マイケル・R・ソロモン（2015）『ソロモン 消費者行動論（ハードカバー版）』, 丸善。（監訳：松井剛）
松井剛・西川英彦 編著 （2016）『1からの消費者行動』, 碩学舎。

授業の到達目標

・企画書や小論文の作成を通じて、その知識を伝達する為の論理的説明力が得られる。
・消費者行動の基礎的な知識を学ぶことで、将来市場へアプローチ際の基盤となる力を養うことができる。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。

第1回：「消費者行動とマーケティング」
第2回：「消費者行動の分析フレームワーク」
第3回：「消費者行動の系譜」
第4回：「消費様式の選択メカニズム」
第5回：「購買意思決定プロセス」
第6回：「消費者の情報処理とブランド知識」
第7回：「消費者の関与水準とコミットメント」
第8回：「消費者行動の理論的展開」
第9回：「消費者行動研究の発展過程」
第10回：「消費者の外的要因に関する理論」
第11回：「消費者の包括的意思決定モデル」
第12回：「消費者の内的要因に関する理論」
第13回：「消費者行動とマーケティング・モデル」
第14回：「個人としての消費者を測定するモデル」

事前・事後学習の内容

講義前までに当日の教科書指定範囲をよく読んでおくこと。その際、理解できなかった用語や概念等は整理しておくこと。
講義後は、講義内容の見直しを十分に行うこと。

担当教員氏名（代表含む） 圓丸　哲麻

履修上の制限

科目の主題

近年、市場の飽和化や企業間の競争激化、更にグローバル化を背景として、ますます製品・サービスが売れにくくなっていま
す。消費者の需要も多様化・個性化し、従来のマーケティング・ミックスだけでは、様々な需要を持つ消費者を満足させ、顧
客を獲得・維持し続けることが難しくなってきました。そこで、重要視されるようになったアプローチこそ、「消費者理解」
のマーケティングです。本講義では、現在のマーケティングの課題を提示すると共に、実務のマーケティング活動においてど
のような消費者行動の概念が役立っているのかを学びます。

英語科目授業名 Lecture on Consumer Behavior

科目ナンバー CD3LC0064.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10730013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 消費者行動論特殊研究
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評価方法

授業参加度50%　発表50%

受講生へのコメント

１．英語論文が読めないと履修は厳しい。
２．統計手法に理解がないと履修は厳しい。
３．高い学習意欲を持つ受講生が望ましい。

教材

配布する英語論文

授業の到達目標

１．論文を理解する能力の向上。
２．研究手法を独学する能力の向上。
３．自らの基準で、「良い論文」と「悪い論文」を区別する力をつける。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回　  ガイダンス
第2回　  組織論における理論的研究論文
第3回　  組織論における事例研究の論文1
第4回　  組織論における事例研究の論文2
第5回　  組織論における事例研究の論文3
第6回　  組織論における事例研究の論文4
第7回　  組織論における事例研究の論文5
第8回　  組織論における事例研究の論文6
第9回　  組織論における統計調査の論文1
第10回　組織論における統計調査の論文2
第11回　組織論における統計調査の論文3
第12回　組織論における統計調査の論文4
第13回　組織論における統計調査の論文5
第14回　組織論における統計調査の論文6

事前・事後学習の内容

研究論文を事前に読む。

担当教員氏名（代表含む） 王　亦軒

履修上の制限

科目の主題

本講義は、経営組織論に関する研究論文から学ぶ講義である。毎週論文を一本読み、理解し、それを日本語で要約し、発表す
る必要がある。論文は、組織論に関連する国際著名雑誌から選択される。したがって、受講生は、一定水準の研究能力と研究
に対する覚悟が求められる。

英語科目授業名 Lecture on Organizational study

科目ナンバー CD3LC0065.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10740013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営組織論特殊研究
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評価方法

分担するテーマのプレゼンとレジュメの水準に加えて討論における積極的な参加姿勢と問題意識の内容など主に平常点を重視
する。

受講生へのコメント

コーポレートファイナンスの体系的理論を習得するとともに先行研究を批判的に読みコメントしていく癖をつけることによっ
て論文構成に役立てられるような講義にしていくつもりです。そのためには講義の事前準備に相当な時間を割く必要がありま
す。

教材

毎回指定された先行研究論文を題材として配布するが、毎回テーマの関連個所を『企業価値の神秘〜コーポレートファイナン
ス理論の思考回路』宮川壽夫（中央経済社）より指示するので各自で読むこと。

授業の到達目標

本研究分野で博士学位を取得するにふさわしい水準の知見と研究方法を身につけることを到達目標としている。具体的な水準
については講義中に説明を行う。

授業内容・授業計画

対面授業。

各テーマに応じた文献（先行研究）を毎回配布し、担当レポーターが報告、担当コメンテーターが対論、その上で参加者全員
による討論という形式で講義を進める。

（第1回）ガイダンス
（第2回）コーポレートファイナンス理論の考え方
（第3回）企業価値の決定理論
（第4回）リターンの定義
（第5回）リスクの定義
（第6回）まとめとその他の問題
（第7回）純現在価値ルール
（第8回）企業の投資決定に関する理論
（第9回）資本コストとベータの推定
（第10回）まとめとその他の問題
（第11回）企業の戦略と資本投資の決定
（第12回）モンテカルロSとリアルオプション
（第13回）企業の資本支出予算
（第14回）まとめとその他の問題
（第15回）市場の効率性に関する理論

事前・事後学習の内容

事前に指定された先行研究の論文を読み、レジュメを作成して講義に臨むこと。事後にはレジュメを修正するとともに参考書
で関連個所を確認する。本講義では事前事後の学習に相当な時間を割く必要がある。

担当教員氏名（代表含む） 宮川　壽夫

履修上の制限

科目の主題

価値とリスクを中心としたアセットプライシングの過程に関する様々な理論、企業の事業投資評価、資金調達の決定理論、利
益還元と資本構成理論、M&Aとコーポレートガバナンスなどコーポレートファイナンス理論の分野に関するいくつかのテーマを
先行研究を題材にして体系的に網羅する。

英語科目授業名 Lecture on Investment Analysis

科目ナンバー CD3LB0016.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10530013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 証券分析論特殊研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価を行う。
（2）報告内容100％。
（3）合格のための最低基準は、与えられた文献について解題を実施するとともに、解題財務会計の機能について経済学の流れ
で理解すること。

受講生へのコメント

統計学およびプログラミングについてしっかりと勉強しておくこと。

教材

田村威文・中條祐介・浅野信博 (2015) 『会計学の手法』中央経済社。

授業の到達目標

財務会計の契約支援機能および意思決定支援機能について、望ましい事例をあげて説明できるようになる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
 
第1回    ガイダンス
第2回    財務会計の情報提供機能
第3回    財務会計の利害調整機能
第4回    企業業績尺度としての会計利益
第5回    企業業績尺度としてのキャッシュフロー
第6回    会計利益の品質概念
第7回    利益調整と粉飾決算
第8回    利益調整と経営者報酬
第9回    会計利益の分布
第10回  会計利益の予測
第11回   会計利益の増分的情報内容
第12回   会計利益の相対的情報内容
第13回   会計情報と証券市場
第14回   プロフォーマ利益と証券市場

事前・事後学習の内容

事前学習：関連する外国文献について解題しておく。
事後学習：わが国のデータを用いてリプリケートした結果を示す。

担当教員氏名（代表含む） 浅野　信博

履修上の制限

科目の主題

会計学には、大きくわけて、財務会計分野と管理会計分野が存在する。財務会計はわが国の会計制度を学ぶ制度会計を包含す
るが、本講義では制度会計の枠組みを超えて、財務会計について理論的および実証的な観点から学ぶ。

英語科目授業名 Lecture on Fanancial Accounting

科目ナンバー CD3LB0018.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10110013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 財務会計論特殊研究
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評価方法

到達目標の達成度（ペイアウト政策に関する日米の相違の理解と実証分析の実践）（50%）、プレゼンテーションやディスカッ
ションへの貢献度（50%）等による総合評価（予定）。

受講生へのコメント

発表の担当者は、単なる和訳にとどまらず、関連研究の渉猟と比較検討が必須である。参加者は、事前の十分な予習が必須で
ある。事前に、少なくともBrav et al. (2005) を読んで参加すること。

本科目の履修する前段階として、実証会計に関する下記の書籍等を十分に勉強し、事前知識を習得しておく必要がある。
---
・スコット著, 太田康広他翻訳(2008)『財務会計の理論と実証』中央経済社。
・首藤昭信(2010)『日本企業の利益調整−理論と実証』中央経済社。
・W.ビーバー著, 伊藤邦雄訳(2010)『財務報告革命(第3版)』白桃書房。
・大日方隆(2013)『アドバンスト財務会計—理論と実証分析（第2版）』中央経済社。
・パレプ&ヒーリー&バーナード著, 斉藤静樹監訳(2001)『企業分析入門(第2版)』東京大学出版会。
---

実証研究を行うには、計量経済学や統計学の知識が欠かせない。William H. Greeneの "Econometric Analysis" といった代表
的なテキストで勉強し、事前知識の習得が必要である。

加えて、RやSTATAといった統計プログラミングの習得も必要不可欠である。

本科目の履修希望者は、事前にメールをください。

教材

【テキスト】
DeAngelo, H., L. DeAngelo, and D. Skinner. 2008. Corporate Payout Policy. Foundations and Trends in Finance: 3
(2-3), pp. 95-287.

【参考文献】
石川博行 (2007)『配当政策の実証分析』中央経済社。
石川博行 (2010)『株価を動かす配当政策−コロボレーション効果の実証分析』中央経済社。
石川博行 (2019)『会社を伸ばす株主還元』中央経済社。
Brav, A., J. R. Graham, and, C. R. Harvey. 2005. Payout policy in the 21st century. Journal of Financial
Economics 77 (3): 483-527.

授業の到達目標

DeAngelo, DeAngelo, and Skinner (2008) のレビューを通して、実証研究の方法論、データの収集方法、リサーチ･デザイン
の構築、統計ソフトの利用、実証論文の書き方を習得する。

授業内容・授業計画

本演習は遠隔で実施する（予定）。

第1回　ガイダンス
第2回　Introduction
第3回　Basic Theory: The Need to Distribute Free Cash Flow is Foundational
第4回　Security Valuation Problems, Agency Costs, and Optimal Payout Policy
第5回　Corporate Payouts: Scale, Concentration, and Earnings Linkage
第6回　Payouts and Earnings: A Closer Look
第7回　Are Dividends Disappearing?
第8回　Why Do Dividends Survive?
第9回　Signaling and the Information Content of Dividends
第10回　Behavioral Influences on Payout Policy
第11回　Clientele Effects: Transaction Costs, Institutional Ownership, and Payout Policy
第12回　Controlling Stockholders and Payout Policy
第13回　Taxes and Payout Policy
第14回　The Advantages of Stock Repurchases

・事前に割り当てられた各週の担当者が、テキストの担当章についてレジュメを作成・配布し、プレゼンテーションした後
に、全員でディスカッションする。
・必要に応じて、収集した財務・株価データを用いて実証分析する。

事前・事後学習の内容

毎週の担当者は、テキストの担当章についてのレジュメを事前に他の参加者に送付し、事前学習に役立てる。

担当教員氏名（代表含む） 石川　博行

履修上の制限

科目の主題

ペイアウト政策は、投資政策や資金調達政策とともに、コーポレート・ファイナンスの主要テーマの1つとして位置付けられて
いる。本講義では、米国のペイアウト政策に関する学術研究を詳細にレビューしたDeAngelo, DeAngelo, and Skinner (2008)
を輪読する。そして、日本の配当政策に関する証拠 (石川 (2007, 2010, 2019) など) と比較検討する。

英語科目授業名 Lecture on Business Analysis and Valuation

科目ナンバー CD3LB0020.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10120013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 企業分析論特殊研究
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評価方法

期末レポート(70%)、プログラミングや統計解析の宿題(20%)、平常点(10%)について、総合的に評価します。

受講生へのコメント

統計分析論研究の内容を習得済みであることを前提として、講義を行います。高度なＲプログラミング、及び簡単なＣ言語プ
ログラミングは習得済みであり、Unixシステム上の簡単な操作に通じていることが前提となります。受講希望者は、前提条件
を満たしているかについて、事前に相談に来て下さい。

教材

講義中に配布するテキスト、論文、指示する参考書、及び以下の書籍：
　−『パターン認識と機械学習−ベイズ理論による統計的予測』(上)、ビショップ著、元田他訳、
          丸善出版、2012年
　−『パターン認識と機械学習−ベイズ理論による統計的予測』(下)、ビショップ著、元田他訳、
           丸善出版、2012年
　− The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data,
           Feldman, R. and Sanger, J., Cambridge University Press, 2007.
    −Social Network Analysis: A Handbook, Scott, J.P., Sage Publications, 2000.

授業の到達目標

到達目標は、大規模データ(⾦融⾼頻度データやウェブ上のテキストデータを想定)から有⽤な情報を自動抽出するための情報
科学分野の標準的な処理・解析方法を理解し、サンプルデータを使った初歩的な実践ができるようになることです。

授業内容・授業計画

【授業形態：遠隔】
本講義では、まず、大規模金融データやウェブテキストデータの解析に有用な機械学習や統計解析の諸方法を学びまず。次に
データの大規模性のために必要となる対処など、大規模データ解析の実際について学びます。
　第１回：イントロダクション
　第２回：Ｃ言語プログラミング復習
　第３回：機械学習とパターン認識概論
　第４回：特徴抽出のための諸手法
　第５回：次元削減のための諸手法
　第６回：分類問題
　第７回：テキストマイニング入門
　第８回：ウェブマイニング入門
　第９回：ネットワーク分析入門
　第10回：クラスターマシンによる計算の実際
　第11回：大規模データ処理
　第12回：大規模計算プログラミング
　第13回：大規模データ解析入門
　第14回：大規模データ解析の実際
　レポート

事前・事後学習の内容

授業１週間前までに次回の講義に関する資料を配布します。必ず事前に内容を予習した上で授業に臨んで下さい。授業内容の
理解確認のため、プログラミング演習問題や、統計解析演習問題を、宿題として適宜課します。講義後の復習を欠かさないよ
うにして下さい。

担当教員氏名（代表含む） 高田　輝子

履修上の制限

科目の主題

近年の経営科学分野においては、⼤規模かつ多様なデータの利⽤可能な領域が拡大する⼀⽅、コンピュータの性能向上を背景
に、計算を多⽤した新しい統計⼿法が次々と開発されてきており、従来は難しかった複雑な解析や⾼精度な予測が可能になっ
てきています。統計分析論特殊研究は、⼤規模・多様なデータを適切に処理し、そこから有⽤な情報を抽出するための諸方法
を理解し、初歩的な実践ができるようにすることを目的とします。

英語科目授業名 Lecture on Statistical Analysis

科目ナンバー CD3LC0022.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10140013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 統計分析論特殊研究
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評価方法

研究報告書等から，到達目標の達成度について評価を行う。
研究報告書の課題および作成方法は授業中に指導するので，受講態度は反映される。

受講生へのコメント

受講を考えている人は事前に連絡してください。
統計学の扱う範囲は広いので，講義は話題提供にとどまることになるので，引き続き自分で研究してほしい。

教材

特定の文献を用いる場合は候補の中から参加者と話し合って決める。

授業の到達目標

社会経済統計の利用・評価の現代的課題のため，近代社会の固有の行政行為としての統計の特殊性，統計作成の規律および統
計の品質評価の必要性，歴史的視点から見た現代の統計といった，多面的な視点から説明することができる。
自分の研究分野で，実体科学研究に基づき統計資料のメタ資料を読み解き，公的統計を組み替え，複数の統計資料を比較し，
または，匿名化データを利用して，実体科学研究に適した推定値を計算する方法を記述することができる。

授業内容・授業計画

授業形態は遠隔（双方向）である。

（1）社会経済統計学の現代的課題概説
統計の作成・利用の社会的過程，統計制度，統計利用などの問題について，歴史的，社会的に制約された資料の作成と利用と
いう社会科学的側面を中心に講義する。
（２）社会経済統計学の特殊問題
実際に統計資料を利用するか，または，今日学界で論じられている具体的テーマについて文献を講読する。

以下の個別時間計画は目安であり，変更することがある。
1．ガイダンス
2．統計の前史　政治算術と商業算術
3．前期統計と近世社会
4．近代統計と近代社会
5．近代統計の特徴
6．統計過程
7．民主社会と統計
8．統計法
9．統計改革
10．統計規律
11．ウェブサイトと文献の紹介
12．事例研究
13．文献研究
14．研究報告の相談

事前・事後学習の内容

配付資料の復習
文献講読
報告準備
内容についてのノート整理

担当教員氏名（代表含む） 藤井　輝明

履修上の制限

科目の主題

社会経済分野における統計の特性を理解し，その作成，利用，評価の全過程を視野において，統計の具体的利用法を身に付け
る科目である。

英語科目授業名 Lecture on Industrial  Statistics

科目ナンバー CD3LC0023.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10150013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 産業統計論特殊研究
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評価方法

評価は発表・レポート等をもとにおこないます。

受講生へのコメント

担当する文献・発表日は最初の講義で決めますので、最初の講義は必ず出席してください。

教材

講義中に指示する。

授業の到達目標

国際経営論の分野を中心とした、本講義において学ぶ内容を修了論文の作成に役立てることができるようになる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
講義の流れ：事前のリーディング（全員）&rarr;発表（担当者）&rarr;ディスカッション（全員）
発表は各文献の担当者が文献の内容を紹介します。要約だけでなく、文献に対する批判点や、クラスで議論すべき論点を整理
し、提示して下さい。適宜、テーマとかかわる映像等も教材とすることがあります。第9回：テクノロジーマネジメント３
第1回：オリエンテーション・担当者の決定
第2回：発表準備・指導
第3回：組織間関係の概念
第4回：組織間関係の理論
第5回：日本的取引関係
第6回：サプライチェーンマネジメント
第7回：テクノロジーマネジメント
第8回：製品開発マネジメント
第９回：海外直接投資論
第10回：国際経営マネジメント
第11回：国際経営戦略
第12回：戦略提携
第13回：国際合弁
第14回：総括・レポート指導

事前・事後学習の内容

事前にリーディング用文献および発表者の原稿の熟読および講義中に紹介された追加文献についての事後的学習。

担当教員氏名（代表含む） 石井　真一

履修上の制限

科目の主題

国際経営論の分野を中心に、戦略論や組織論、組織間関係、テクノロジーマネジメント（おもに製品開発論）といった比較的
広範な分野の文献について論じます。この講義をつうじて、さまざまな視点から問題を把握・分析する能力の修得に役立て
る。

英語科目授業名 Lecture on International Management

科目ナンバー CD3LB0024.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10160013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際経営論特殊研究
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評価方法

毎回の報告レジュメの内容（これまでの研究のサーベイ）と実際の報告、および提出する報告課題の出来ばえから総合的に評
価する。

受講生へのコメント

履修を考えている院生は、岡野が編集局長を務めている国際ジャーナルCity, Culture& Society (Elsevier)の論文を事前に
ScienceDirectで検索し、興味のある都市についての論文をいくつか読んでおいてください。

教材

岡野　浩・小林英幸・トヨタ自動車(2015)『コストデザイン』大阪公立大学共同出版会。
H.Okano (2015) A History of Management Accounting in Japan, Emerald.
岡野　浩(2003)『グローバル戦略会計』有斐閣
岡野　浩(1995)『日本的管理会計の展開』中央経済社
岡野　浩　執筆・編集の大阪市立大学都市研究プラザ・レポートシリーズ（合計１０冊）およびドキュメントシリーズ（英
文、３冊）

授業の到達目標

国際ジャーナルに投稿したり、国際学会やワークショップなどで報告したりできるような、国際的な視野の研究にアプローチ
できるように指導する。

授業内容・授業計画

この授業は、遠隔で実施する。
経営学・会計学・管理会計の歴史を学習します。次に、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管理・情報管理などの中からト
ピックスを一つ選択して、それと管理会計との関連のなかからテーマを設定し、国際比較・定性・定量・システムアプローチ
などの方法論を用いながら、これを研究していきます。これと平行して、学部のゼミと協力しながら、プロジェクト研究をす
すめます。２月には、研究テーマ報告会で中間報告を行い、自己評価と受講生の評価、担当講師による評価により採点しま
す。
    とりわけ、従来の戦略論や組織論、社会理論、工学をはじめとする自然科学の各領域の最新成果を取り入れながら、それ
ら既存理論の改善・改良を目指します。それらを基礎にして、修士論文の作成に取り掛かります。この段階では、講師とのマ
ンツーマンの指導のウェイトが高くなります。１１月から１２月にかけて、ゼミナールで修士論文の中間報告を行い、修士論
文をまとめます。２月には、研究テーマ報告会で最終報告を行い、自己評価と受講生の評価、担当講師による評価を加味して
採点がなされます。
    修士論文の成果をまとめて『経営研究』に投稿したのち、インターナショナル・ジャーナルへの投稿論文を作成します。
国内学会はもとより、国際学会（手始めはヨーロッパ会計学会、アジア会計学会）において担当講師と共同で報告します。本
研究科前期博士を修了していない受講生は共通科目（定性・定量・システムズメソドロジー）を履修し、方法論を習得しま
す。海外の研究者との共同研究（国際比較研究）やＰｈＤコースの指導を受けることをすすめます。こうした取り組みを通し
て、博士論文の執筆に取り掛かり、個別指導が行なわれます。

第1回：講義の概要
第2回：管理会計の歴史
第3回：管理会計の体系
第4回：利益計画と損益分岐点分析
第5回：マーケティング戦略
第6回：新製品開発と原価企画
第7回：活動基準原価計算・サービス
第8回：戦略管理会計
第9回：バランス・スコアカード
第10回：エコデザインと管理会計
第11回：情報システムと管理会計
第12回：元ポートフォリオの凝縮
第13回：統合業務システムとＥＲＰ
第14回：公管理会計

事前・事後学習の内容

各自設定したテーマについての過去の論文や著書（日本語、英語その他）を幅広くサーベイするとともに、毎回の報告課題に
ついての周到な準備を行ってほしい（2時間程度の予習・復習を行うこと）。
学情でダウンロードできるScienceDirectを最大限活用することが望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 岡野　浩

履修上の制限

科目の主題

近年、生産・研究開発の海外移転が加速され、品質・コスト・納期・信頼性・環境保全などを同時的に確保するための「総合
的・戦略的マネジメントコントロール」の再編成が求められています。本演習では、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管
理・情報管理などのトピックスと管理会計との接点、とりわけ製品設計と生産システムとの融合、創造性マネジメント、エコ
デザインと環境管理会計などを研究します。
    また、企業のみならず、地方公共団体、国連本体やUNESCO、UNDPなどの国際組織、美術館や博物館など文化産業・組織、
NPO/NGOなど、すべての業界も含みます。キーワードは原価企画、アメーバ経営、シェアード・サービスです。
    さらに、都市やまちの創造性、本学のシンボルツリーであるメタセコイア（水杉）など生物と都市の創造性」（国際社会
デザイン）なども含みます。

英語科目授業名 Lecture on Strategic Management Accounting : Global Emphasis

科目ナンバー CD3LB0025.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10170013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 国際戦略会計論特殊研究
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評価方法

講義への貢献（積極的な発言や質問）とレポートを総合的に評価する。

受講生へのコメント

国際会計の基本文献のレビューをつうじて、国際会計研究における基本概念、基礎知識、考え方を学ぶとともに、定性分析の
リサーチ・メソッドやリサーチ・デザインを習得して下さい。

教材

テキストは使用せず、以下の必読文献をレビューする。
Zeff SA (2012) “The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges It Faces,” The Accounting Review
87.3 pp.807-837
Ball R (2016) “IFRS – 10 Years Later,” Accounting and Business Research 46.5 pp.545-571
Abela M & Mora A (2012) “Understanding the Consequences of Accounting Standards in Europe: The Role of EFRAG,”
Accounting in Europe 9.2 pp.147-170
Ramanna K (2013) “The International Politics of IFRS Harmonization,” Accounting, Economics, and Law: A
Convivium 3.2 pp.1-46
トモスズキ（2012）オックスフォード・レポート「日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究」
金融庁（2015）「IFRS適用レポート」

授業の到達目標

①国際財務報告基準が設定される背景および意義についての理解
②国際財務報告基準の内容の理解
③国際財務報告基準がわが国に及ぼす影響への理解

授業内容・授業計画

この講義は対面で実施する。
第1回： ガイダンス
第2回： 財務会計制度の多様性の存在と要因
第3回： 財務会計制度における国際化の意義
第4回： Zeff（2012）のIASB成立史
第5回： Zeff（2012）のIASB成立史
第6回： Ball（2016）によるIFRSの評価
第7回： Ball（2016）によるIFRSの評価
第8回： Abela&Mora（2012）の欧州でのIFRS
第9回： Abela&Mora（2012）の欧州でのIFRS
第10回： Ramanna（2013）のIFRS導入類型化
第11回： Ramanna（2013）のIFRS導入類型化
第12回： トモスズキ（2012）のOxfordレポート
第13回： トモスズキ（2012）のOxfordレポート
第14回： 金融庁（2015）のIFRS適用レポート

事前・事後学習の内容

講義で利用する文献を事前に読んでおいて下さい。

担当教員氏名（代表含む） 小形　健介

履修上の制限

科目の主題

市場のグローバル化が進む現代社会では、会計においても国際化が必要とされている。その役割を担うものとして国際財務報
告基準（国際会計基準）への期待が高まっている。本講義では、国際財務報告基準が設定される背景（各国の経済システムの
相違や各国基準の相違）およびその意義、そしてその内容を検討するとともに、かかる基準がわが国に及ぼすインパクトにつ
いて、近年の主要文献をレビューすることをつうじて言及していく。

英語科目授業名 Lecture on Ineternational Accounting

科目ナンバー CD3LB0059.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10560013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際会計論特殊研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価します。
（2）授業時間に事前準備の状況を確認し、用語や内容の理解度をチェックします。またいくつかのトピックについて討論しま
す。そこでの発言を20％目処に点数化します。残り80％はレポートの評価です。
（3）合格のための最低基準は、具体的なプレーヤーの行動に基づいて、既存のファイナンス理論、景気循環論を説明できるこ
とです。

受講生へのコメント

金融的な現象を、幅広い経済・社会の文脈の中で理解できるようになりましょう。

教材

教科書
フェリックス・マーティン著、遠藤真美訳『21世紀の貨幣論』東洋経済新報社、2014年、ISBN　9784492654651
ジャスティン・フォックス著、遠藤真美訳『合理的市場という神話』東洋経済新報社、2010年、ISBN　9784492654361
ラース・トゥヴェーデ著、赤羽隆夫訳『信用恐慌の謎』ダイヤモンド社、1998年、ISBN　9784478200483

参考書
デビッド・キャリー、ジョン・E・モリス著、土方奈美訳『ブラックストーン』東洋経済新報社、2011年、ISBN
9784492711811

授業の到達目標

金融機関の行動と金融システムの動態、支払い決済システムの役割、信用循環のメカニズムの関連について説明することが出
来る。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

1貨幣と支払い決済システム
2金融機関の支払い決済関連サービス
3成長株理論
4所有と経営の分離
5ポートフォリオ選択理論
6インデックス投資
7裁定戦略
8ベンチャーファンド
9LBOとPEファンド
10IPO数と上場企業数
11企業の新陳代謝
12景気循環論
13信用循環
14各種循環の相互作用

事前・事後学習の内容

事前に教科書と参考書を読んできてください。講義後はその日の論点に関して、独自に文献を調べて、どんな議論があるのか
学んでください。

担当教員氏名（代表含む） 神野　光指郎

履修上の制限

科目の主題

金融システムの動態と、その機能について分析する。そのための基礎となる知識と、考え方の枠組みを得る。

英語科目授業名 Lecture on International Monetary Economics

科目ナンバー CD3LC0026.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10180013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際金融論特殊研究
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評価方法

期末試験１００％。

受講生へのコメント

受講の条件として、受講生は、新古典派貿易理論とミクロ経済学について十分な基礎知識を持つこと。

教材

テキストは使用しない。

授業の到達目標

それぞれの論文の内容を理解し、それを応用して自分の論文を書くために十分な知識を得られるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
第1回：    リカード･モデル
第2回：    リカード･モデル
第3回：    ヘクシャー＝オリーン･モデル
第4回：    ヘクシャー＝オリーン･モデル
第5回：    産業内貿易
第6回：    産業内貿易
第7回：    規模の経済性が存在するときの貿易
第8回：    規模の経済性が存在するときの貿易
第9回：    関税政策
第10回：    関税政策
第11回：    企業間の共同開発
第12回：    ソフトウェアのオフショア開発
第13回：    ソフトウェア産業の国際競争力
第14回：    まとめ
期末試験

事前・事後学習の内容

その授業の内容について、事前に自分で調べてくるのが望ましい。また、事後に、授業内容を振り返り、その内容を理解でき
ているかを確認しておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘

履修上の制限

科目の主題

新古典派貿易論及び国際経済学の理論及び実証分析について学ぶ。自分が論文を書くことを目標に、それに必要な知識や思考
方法を説明する。

英語科目授業名 Lecture on Trade Theory

科目ナンバー CD3LC0028.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10200013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 貿易論特殊研究
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評価方法

授業での報告や作成した研究論文の内容で評価する。

受講生へのコメント

当講義に参加希望する学生は、研究計画の打ち合わせのため、あらかじめ鈴木研究室に来てください。

教材

以下の本を参考書とする。
　鈴木洋太郎『国際産業立地論への招待』新評論、2018年。

授業の到達目標

国際産業立地に関する専門的な知識とともに、国際産業立地の実態についての分析を独自に行っていく能力を身につけてもら
う。最終的に各自の研究内容を、前期博士課程の場合は修士論文に、後期博士課程の場合は博士論文にまとめることが目標と
なる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。

　国際産業立地研究に関する独自の体系化を図り、博士論文の完成に向けて研究を進めるための知識を学んでいく。

第１回：授業ガイダンス 
第２回：研究計画についての準備 
第３回：文献１の整理 
第４回：文献１の検討 
第５回：文献１についての報告 
第６回：文献２の整理 
第７回：文献２の検討 
第８回：文献２についての報告 
第９回：文献３の整理 
第１０回：文献３の検討 
第１１回：文献３についての報告 
第１２回：研究計画についての中間報告 
第１３回：研究計画についての報告 
第１４回：まとめ

事前・事後学習の内容

事前学習としては、報告準備など次回の授業に向けての準備を行う。文献の輪読を行う場合は、事前に十分に文献を読んでお
く。
　事後学習としては、授業で得た知識を、自分の研究に活かせるようにする。

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎

履修上の制限

科目の主題

産業活動の地理的配置の観点から、グローバル化の中での「企業の立地行動」や「経済社会の立地環境」について、幅広く研
究します。
　たとえば、日本企業のアジア進出を事例とする場合、日系多国籍企業が中国などアジア諸国へ事業活動拠点をどのように配
置させているのか。その結果、日本とアジア諸国との間の分業関係はどのように再編されることになるのか。こうしたことが
検討課題となります。
　地理学・経済学・経営学にまたがったユニークな学問である産業立地論の立場から、グローバル化の中での企業経営問題や
経済社会問題について複合的に考察したいと思います。国際経営、地域経営、クラスター政策などが関連分野です。

英語科目授業名 Lecture on International Location of Industries

科目ナンバー CD3LC0030.4

単位数 2単位 授業形態 演習

授業コード CD10220013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際産業立地論特殊研究
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評価方法

毎回の例題回答の成績の集計で評価する。

受講生へのコメント

授業では直接には、使いませんが、自分で次のサイトにアクセスしてみると、日本の各地域の特色が、カラフルな画像によっ
て印象的に表示されます。
resas(「地域経済分析システム」)  https://resas.go.jp/
なお、ブラウザは、Chrom でないとうまく表示されません。また、一般ユーザー向けだと機能が制限されています。

教材

授業では、resas に代って、スカイラインチャートを使います。
教材
テキストは指定しない。毎回、Webclassに資料をアップロードする。

参考書・参考資料等
小長谷・前川編『経済効果入門--- 地域活性化・企画立案・政策評価のツール』2012年6月、日本評論社
47都道府県の産業連関表
resas(「地域経済分析システム」) https://resas.go.jp/ (ブラウザはChrom 使用)
金融財政事情研究会『業種別審査事典』

授業の到達目標

各地方の経済的特性を学び、(地域特性に即した)施策の企画立案のための能力の基礎を獲得する。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。
第1回 地域金融分析の視角。業種とWCM
第2回 農業のWCMと銀行
第3回 製造業のWCMと銀行
第4回 小売業・卸売業のWCMと銀行
第5回 サービス業のWCMと銀行
第6回 日本の現状(人口減少、低金利)と地域金融
第7回 産業連関表とスカイラインチャート
第8回 北海道・東北地方の経済と金融
第9回 関東地方の経済と金融
第10回 中部地方の経済と金融
第11回 近畿地方の経済と金融
第12回 中国・四国地方の経済と金融
第13回 九州・沖縄地方の経済と金融
第14回 大阪市や他の大都市の経済と金融

事前・事後学習の内容

事前学習: 各回の資料を事前にWebclassにアップロードするので、概要を把握しておくこと。
事後学習: 各回のポイントを復習すること。

担当教員氏名（代表含む） 清田　匡

履修上の制限

科目の主題

地域金融分析の考え方について説明したあとで、金融の役割を考える。業種別の売掛金や買掛金、在庫の相違から来るワーキ
ングキャピタル・マネジメント(WCM,資金繰り)の特徴と、金融機関が短期金融によってそれを補完する関係を学ぶ。日本経済
と地域金融機関の現況の学習に続けて、47都道府県の産業連関表や、スカイラインチャート等を使って各都道府県の産業の特
徴を学ぶ。この特徴にあわせた、行政や各地域金融機関の施策の具体的な事例(ビジネスマッチング、事業継承、創業支援、工
場跡地利用、医療・介護融資、企業再生、復興支援、6次産業化、地域活性化等)の検討を通じて、施策の立案の現状や問題点
について学ぶ。

英語科目授業名 Lecture on Monetary Theory and Practice

科目ナンバー CD3LC0033.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10250013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 金融論特殊研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度に基づいて評価します。
（2）期末レポート70%、各回の課題等30%
（3）合格のための最低基準は、理論的な金融機能と金融業の歴史的発展を踏まえて、今後の金融機関のあり方について一定の
論理的・合理的な見解を述べられることです。

受講生へのコメント

金融論のみならず、簿記や会計に関する知識を持っていることが望ましい。

教材

特定のテキストは使用せず、適宜資料を配布します。

以下の参考文献に事前に目を通しておくこと。
・島村髙嘉・中島真志（2020）『金融読本　第31版』東洋経済新報社。
・銀行経理問題研究会（編）（2016）『銀行経理の実務　第9版』きんざい。
・北野友士（2007）「銀行業の発展と銀行自己資本の意義」『経営研究』第58巻第3号, pp.55-73。

授業の到達目標

・金融機関が果たしている理論的な機能と金融制度の基本を理解できる。
・各種の金融機関が果たしている機能と制度を論理的に説明できる。
・銀行を中心とした金融業および金融制度の歴史的発展を把握できる。
・金融危機を受けた金融制度の変化を踏まえて、今後の金融機関のあり方について論じることができる。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回：ガイダンス
第2回：金融制度の概要
第3回：金融機関に関する理論
第4回：銀行等の預金取扱金融機関の機能と制度
第5回：証券会社（投資銀行）の機能と制度
第6回：保険会社の機能と制度
第7回：銀行業の期限
第8回：銀行業の株式会社化と有限責任制
第9回：中央銀行制度と競争制限的な金融規制体系の確立
第10回：金融自由化と銀行の自己資本比率規制
第11回：バーゼル合意下の金融制度と金融機関の変遷
第12回：近年の金融危機と自己資本比率規制の強化
第13回：金融機関の今後
第14回：金融機関論のまとめ

事前・事後学習の内容

事前に各回の内容に関連する部分について参考文献等に目を通し、事後学習として他の関連する文献にもあたる。

担当教員氏名（代表含む） 北野　友士

履修上の制限

科目の主題

本授業は、対面授業として演習形式で行い、金融機関に関する理論、歴史、制度について学び、博士課程において金融機関に
関連するテーマについて研究を進める素養を身に付けることを目標とします。

英語科目授業名 Lecture on Financial Institutions

科目ナンバー CD3LC0034.4

単位数 2単位 授業形態 講義／演習

授業コード CD10260013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 金融機関論特殊研究
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評価方法

中間レポート、および期末レポートにより評価します。ただし、中間レポートについては理解度確認程度のあつかいであり、
最終評価のベースはあくまで期末レポートです。

受講生へのコメント

履修を予定される方は、必ず事前にご相談ください。

教材

下記をテキストとして用います。
田村正紀（2001）『流通原理』千倉書房。大阪市立大学商学部編（2002）『ビジネス・エッセンシャルズ⑤流通』有斐閣。
下記が参考文献です。
矢作敏行（1996）『現代流通』有斐閣。高嶋克義（2012）『現代商業学』有斐閣。

授業の到達目標

流通現象を理論的に説明することの興味深さと、その応用可能性を知ってもらうことが目標になります。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
基本的な流通理論を順を追って丁寧に解説し、理解してもらいながら進めていきます。随所にできる限り具体的な事例を引き
合いに出しながら進め、一歩ずつ、近年のより複雑な流通現象にアプローチできるようになっていくことが期待されます。

第１回：オリエンテーション
第２回：商業者の役割
第３回：商業の市場形成機能
第４回：取引の計画性と商業組織編成
第５回：商業における品揃え形成過程
第６回：個別品揃えと集積品揃え
第７回：商業の社会性と売買の集中
第８回：小売業種分類と小売業態発展
第９回：マーケティングと商業の対立
第１０回：メーカーの流通チャネル介入
第１１回：流通系列化によるチャネル統制
第１２回：閉鎖的体系の限界
第１３回：流通組織の新展開
第１４回：投機型流通から延期型流通への転換

事前・事後学習の内容

毎回の受講後の復習、つまりテキストや参考文献の関係各所を読み直し、理解に努めることが必須となります。該当箇所につ
いては、毎回、こちらから指示します。

担当教員氏名（代表含む） 二宮　麻里

履修上の制限

科目の主題

近年、わが国流通システムの変化、再編が加速しています。この授業では、そうした流通の動態や各種現象を説明するための
道具立て、つまり基本的な流通理論について解説します。

英語科目授業名 Lecture on Marketing and Distribution

科目ナンバー CD3LC0035.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10270013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 流通組織論特殊研究
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評価方法

・期末レポート50％、議論への関与50％で評価する。

受講生へのコメント

・受講学生によるテキスト報告と議論をベースに進めていきます。
・受講を希望する学生は下記メールアドレスに事前に連絡をしてきてください
　メールアドレス：maki@bus.osak-cu.ac.jp

教材

テキスト：①マイケル・A・クスマノ他（2020）『プラットフォームビジネス』有斐閣
　　　　　②サイモン・ウィンチェスター（2019）『精密への果てなき道』早川書房
　※使用するテキストは受講学生の問題意識等によって変更する場合があります。第1回のガイダンスで使用テキストを確定し
ますので、検討したい文献がある場合はガイダンスの際に提案してください。

授業の到達目標

対象とする産業を考察する基本的な視点を身につけ上で、当該産業の意義や課題を、個別企業や経済との関係で把握できるよ
うになること。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回　ガイダンス
第2回　プラットフォーム思考・勝者が全てもしくは大半を獲得する（テキスト①：第1章・第2章）
第3回　戦略とビジネスモデル・共通する失敗（テキスト①：第3章・第4章）
第4回　既存企業は新たな世界に順応できるか・諸刃の剣（テキスト①：第5章・第6章）
第5回　展望（第7章）
第6回　ディスカッション①
第7回　星々、秒、円筒、そして蒸気・並外れて平たく、信じがたいほど間隔が狭い（テキスト②：第1章・第2章）
第8回　一家に一挺の銃を、どんな小屋にも時計を・さらに完璧な世界がそこに（テキスト②：第3章・第4章）
第9回　幹線道路の抗しがたい魅力・高度一万メートルの精密さと危険（テキスト②：第5章・第6章）
第10回　レンズを通してくっきりと・私はどこ？今は何時？（テキスト②：第7章・第8章）
第11回　限界をすり抜けて・絶妙なバランスの必要性について（テキスト②：第9章・第10章）
第12回　ディスカッション①
第13回　ディスカッション②
第14回　まとめ

事前・事後学習の内容

・使用テキストを読み込んで出席してください。

担当教員氏名（代表含む） 牧　良明

履修上の制限

科目の主題

産業論とは、複数企業を特定の共通項によって抽出したうえで、その企業群やそれらをとりまく諸環境を考察する研究領域で
ある。例えば、市場の共通性としては、自動車産業、電機産業、鉄鋼産業などが挙げられ、生産プロセスの共通性としては、
加工組立型産業、装置産業、といった区分が挙げられる。産業論研究の意義は、個別産業の考察にとどまらない。個別企業研
究から見れば、個別企業の社会的位置づけを明確にすることであり、経済研究から見れば、より具体的な企業活動との連関か
ら経済社会をとらえ返す点にある。このように、産業論においては対象とする産業の把握にとどまらず、個別企業及び経済社
会とどのような関係を有しているのかを考察することが基本的な目的である。

英語科目授業名 Lecture on Industry

科目ナンバー CD3LC0036.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10280013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 産業論特殊研究
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評価方法

授業への取り組み姿勢2割、毎回のレポート8割で評価する（基本的に毎回レポートを課す予定である）。

受講生へのコメント

授業計画（各回のテーマ）についてはあくまで予定であり、変更になる可能性がある。

教材

テキストは使用しない予定。参考書は、本多哲夫『大都市自治体と中小企 業政策—大阪市にみる政策の実態と構造—』（同友
館、2013年）、植田浩史ほか『中小企業・ベンチャー企業論[新版]—グローバルと地域のはざまで—』 （有斐閣、2014年）、本
多哲夫『継ぐまちファクトリー』（同友館、2018年）。

授業の到達目標

中小企業についての理論と実態の知識を深める。

授業内容・授業計画

この講義はWebClassにて遠隔（実施方法：発展）により実施する。講義動画・資料を毎回WebClassに掲載するので各自確認の
うえ受講を進めてください。

第1回：オリエンテーション（授業の概要など）中小企業の概念・位置づけ
第2回：中小企業問題（１）
第3回：中小企業問題（２）
第4回：中小企業問題（３）
第5回：中小企業と地域（１）
第6回：中小企業と地域（２）
第7回：中小企業と地域（３）
第8回：中小企業と経営（１）
第9回：中小企業と経営（２）
第10回：中小企業と経営（３）
第11回：中小企業と政策（１）
第12回：中小企業と政策（２）
第13回：中小企業と政策（３）
第14回：中小企業と政策（４）

事前・事後学習の内容

事前にテーマに関連する情報を文献やウェブサイト等で確認しておくこと。授業後は講義内容の復習を行っておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 本多　哲夫

履修上の制限

科目の主題

本講義は、地域と関わりの深い主体である「中小企業」についての理解を深めることを目的としている。中小企業は企業数の9
割以上を占め、常用雇用者数の約7割を占めており、経済・社会に大きな影響を与える存在である。しかも、中小企業は一般的
に地域への粘着性が高く、地域経済・社会とのつながりが深い。しかし、中小企業は個々の企業の規模の小ささと中小企業層
全体としての多様性の高さから、その実態について理解が十分に進んでいるとはいえない。中小企業に関する経営や政策の実
態について学ぶことは、地域経済・社会の発展を考えていくうえで非常に重要であるといえる。この授業では中小企業の基礎
的な知識を学ぶため、学部（商学部）講義の「中小企業論」と連動して講義を行う。これに基づきながら、中小企業の特性、
問題、政策について学んでいくこととする。
なお、この学部講義「中小企業論」では中小企業をテーマとした演劇（本多が脚本を執筆）の動画を活用しながら講義を進め
ている。中小企業にまつわる様々なストーリーを視聴しつつ学んでいくことで、理性だけでなく感情面からの実感を伴った理
解が促進されると考えている。

英語科目授業名 Lecture on Regional Management

科目ナンバー CD3LC0043.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10350013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 地域経営論特殊研究
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評価方法

平常点30%（毎回の授業内容についてのコメントを求める）、ノート提出70%（授業内容に関して文献を調べてまとめる）によ
り評価する。

受講生へのコメント

教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

教材

教科書
藤塚吉浩 『ジェントリフィケーション』（古今書院）ISBN:9784772242011

参考書
Loretta Lees with Martin Phillips eds. 2018, Handbook of Gentrification Studies. Edward Elgar Publishing Ltd

授業の到達目標

都市再生に伴う問題について学術的に分析し、思考・表現することを到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回　オリエンテーション
第2回　新中間階級
第3回　地代格差論
第4回　マージナルジェントリファイアー
第5回　都市への人口回帰
第6回　新景観政策
第7回　新築のジェントリフィケーション
第8回　エクスカーション
第9回　創造都市
第10回　グローバリゼーション
第11回　都市再生政策
第12回　資産の返還と地域イメージの変化
第13回　歴史的建物の再生とリバーフロント開発
第14回　ツーリズムジェントリフィケーション
第15回　総括

事前・事後学習の内容

文献を調べてノートにまとめる。

担当教員氏名（代表含む） 藤塚　吉浩

履修上の制限

科目の主題

都市内部の衰退地区の再生現象であるジェントリフィケーションに焦点を当ててとりあげる。ジェントリフィケーション研究
がどのようなテーマへ拡大してきたのか、また、先進資本主義国の都市だけでなく、旧社会主義体制下にあった都市、アジア
の大都市においても発現してきた要因について詳述する。

英語科目授業名 Lecture on Regional Revitalization

科目ナンバー CD3LC0060.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10400013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 地域再生論特殊研究
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評価方法

担当回のレジュメ作成などの平常点と最終レポート

受講生へのコメント

地域経済のほか、日本経済や産業について興味のある学生の受講を求めます。また、地域経済研究はフィールドワーク、現場
に出ることが基本なので、フィールドワークをおこなっている方の受講を望みます。

教材

シャロン・ズーキン（内田奈芳美・真野洋介訳）『都市はなぜ魂を失ったか』講談社、2013年（原著2010年）リチャード・フ
ロリダ （井口典夫訳）『新 クリエイティブ資本論—才能が経済と都市の主役となる—』ダイヤモンド社、2014年ロバート・ス
キデルスキー＆エドワード・スキデルスキー（村上章子訳）『じゅうぶん豊かで、貧しい社会—理念なき資本主義の末路—』筑
摩書房、2014年矢作弘『都市危機のアメリカー凋落と再生の現場を歩くー』岩波書店、2020年矢作弘ほか『コロナで都市は変
わるかー欧米からの報告ー』学芸出版社、2020年吉川洋『人口と日本経済—長寿、イノベーション、経済成長—』中央公論新
社、2016年  など

授業の到達目標

地域経済論・日本経済論の基本概念を理解し、経済発展の原理を追求しつつ、地域経済の主要課題や政策的対応などについて
学術的論点を整理しながら概説できる。

授業内容・授業計画

この授業は、対面による実施を予定していますが、変更する場合があります。詳細はWebClassをご確認ください 。
各回、指定した文献や論文について、教員が解説し、報告者が論点整理をした上で、受講者間で議論する。以下のようなト
ピックを考えている。第１回　　人口減少時代の地域経済　経済成長と都市化第２回　　人口減少時代の地域経済　過疎化と
地方の問題第３回　　グローバル化と地域経済　産業の空洞化第４回　　グローバル化と地域経済   グローバル分業の現実と
課題第５回　　地域雇用の変化   日本的雇用の変化第６回　　地域雇用の変化　新しい働き方の検討第７回　　ソーシャルビ
ジネス    クリエイティブ・クラスの検討  　第８回　　ソーシャルビジネス    社会の分断第９回　　まちづくりの動向
日本のものづくりと地場産業第１０回　まちづくりの動向　景観とまちづくり第１１回　コミュニティの変化   超高齢化と地
域社会第１２回　コミュニティの変化   人口減少と担い手不足第１３回　都市と社会の分断  ウィズコロナ・ポストコロナ第
１４回　都市と社会の分断  アメリカの事例から

事前・事後学習の内容

各回、指定した文献や論文について、報告者が論点整理をした上で受講者間で議論するので事前学習は必須。また適宜、博士
論文の構想や投稿論文について発表してもらう。

担当教員氏名（代表含む） 松永　桂子

履修上の制限

科目の主題

持続可能な社会や経済のあり方について、地域を対象に考えていくのが地域経済論の基本的な考え方である。加えて、現代の
都市・地域が直面しているのは急速な人口減少と高齢化など、今までに経験したことのない大きな環境の変化である。日本経
済の発展とともに都市と地方の置かれている環境がどう変化してきたのか、グローバル化の進展によって地域経済はどのよう
な問題を抱えるようになったのか、理論や学説、実証研究を網羅しながら考察する。
地域経済研究は、個別産業の実証研究、産業構造の分析、地域の経済史の記述分析に限定されやすいが、ミクロ的事象の追求
だけでなく、地域経済の発展・盛衰の原理を追求する姿勢が重要となる。

英語科目授業名 Lecture on Regional Economy

科目ナンバー CD3LC0062.4

単位数 2単位 授業形態 演習

授業コード CD10710013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 地域経済論特殊研究
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評価方法

下記の通り、各回の課題レポートを総合して評価する。
（1）到達目標の達成度について評価を行う。
（2）成績評価は、課題レポート100％とする。
（3）合格（単位取得）のための最低基準は、産業集積が台頭した社会経済的文脈と最低限の基礎概念を説明できること。

受講生へのコメント

講義内容を十分に復習すること。

教材

立見淳哉『産業集積と制度の地理学』ナカニシヤ出版、2019年

授業の到達目標

この授業では、現代資本主義の諸特徴と制度論的な産業集積論の理論的基礎について学ぶ。集団学習の環境（ミリュー）に加
えて、とりわけ「豊穣化の経済」における価値づけの装置としての産業集積の役割を考える。都市・地域産業政策の理論的背
景とともに、イノベーションに果たす外部環境の多面的な意味を各自が理解し、説明できるようになることを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で行います。
第1回　イントロダクション
第2回　産業集積論の系譜
第3回　認知資本主義と産業集積
第4回　柔軟な専門化
第5回取引費用論と産業集積
第6回　中間まとめ
第7回　産業集積と制度
第8回　イノベーティブ・ミリュー論１
第9回　イノベーティブ・ミリュー論２
第10回　コンヴァンシオン理論
第11回　「生産の世界」論
第12回　知識、認知、イノベーション
第13回　市場の「構築」と価値付け
第14回　市場の「構築」と価値付け−モノのデザイン
第15回　まとめ

事前・事後学習の内容

各回、教科書等の該当箇所を指示する。

担当教員氏名（代表含む） 立見　淳哉

履修上の制限

科目の主題

大都市集積を中心に、認知資本主義とも呼ばれる現代資本主義における産業集積の意義を考える。具体的には、近年の知識創
造、集団学習、イノベーション、価値づけを重視する議論までを整理する。

英語科目授業名 Lecture on Industrial Agglomerations

科目ナンバー CD3LC0063.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10720013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 産業集積論特殊研究
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評価方法

（1）到達目標の達成度について評価を行う。
（2）レポート100％など。
（3）合格のための最低基準は、公会計の体系と公会計情報の分析について理解していること。

受講生へのコメント

簿記会計の最低限の知識を有していることを前提としている。

教材

担当教員が作成した資料を配布する。

授業の到達目標

公会計の分野において、何が論点となっているのかを理解し、自らの頭で考えることができるようになること。また、公会計
の情報を自ら取得し、分析することができるようになること。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。

第1回        公会計の範囲・機能
第2回        新しい公共経営とは何か(NPM)
第3回        公会計情報を用いた財務分析
第4回        中央政府における予算・決算情報
第5回        地方政府における予算・決算情報
第6回        中央政府における会計制度改革
第7回        地方政府における「統一的な基準」
第8回        公営企業における会計
第9回        独立行政法人における会計
第10回        公益法人における会計と分析
第11回        社会福祉法人における会計と分析
第12回        学校法人における会計と分析
第13回        公会計研究の最新トピック
第14回        総括

事前・事後学習の内容

事前に関連する文献を読了し、事後的に自らの研究に役立つよう復習する。

担当教員氏名（代表含む） 廣瀬　喜貴

履修上の制限

科目の主題

この講義では、公会計の国際的かつ応用的な論点を採り上げ、論じる。公会計の背後にある理論的な考え方を重視し、公会計
の法律や基準に細かく記されている知識に拘泥せず、それぞれのルールを支えている基本的な考え方の修得に努める。直接的
には公会計研究に沿った講義であるが、公会計の会計基準を相対化する必要がある場合は適宜営利企業研究にも言及する。各
テーマについて、関連する文献を適宜選択し、輪読する。基本的には講義形式で授業を進めるが、可能な限り双方向のやりと
りに努める。

英語科目授業名 Lecture on Public Sector Accounting Research

科目ナンバー CD3LB0039.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10310013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 公会計論特殊研究
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評価方法

・講義内容に関するレポート（100点）

受講生へのコメント

・自分が関心のある企業のHPにアクセスして、企業がどのような報告書を作成し、どのような情報を開示しているかについて
アンテナを張り巡らし、自分の目で確認してみる。
・伝統的な財務会計システムと対比させることによって見えてくるものがあるので、財務会計システムに対する関心を常に
持っておくことが重要である。

教材

・とくにテキストを指定せず、PowerPointを用いて講義する。
・参考書は以下の通り。
・向山敦夫（2003）『社会環境会計論　−社会と地球環境への会計アプローチ−』白桃書房
・古庄修編（2018）『国際統合報告論』同文舘出版

授業の到達目標

・多くの企業は自発的にCSR報告書、持続可能性報告書（Sustainability Report）などを作成・開示している。近年は、財務
情報と非財務情報を統合する統合報告（Integrated Reporting）が提唱され、統合報告書を作成する企業が増加している。
・この講義は、前期博士課程で修得した知識を元にして、企業の社会的側面を会計的に捕捉する社会関連会計の意義と可能性
について理解をより深めることを目標としている。

授業内容・授業計画

この講義は対面形式でおこなう予定である。
第1回：ガイダンス
第2回：社会関連会計の展開
第3回：財務会計と社会関連会計／付加価値の発想
第4回：社会的利益算定の試みと社会関連情報開示の歴史的展開（従業員から環境へ）
第5回：社会関連情報開示の論理
第6回：アカウンタビリティと正統性
第7回：アカウンタビリティ概念の拡張
第8回：環境負債と資産除去債務
第9回：環境会計の測定構造と環境省ガイドライン
第10回：環境政策としての環境情報開示
第11回：CSRの多面的理解（１）
第12回：CSRの多面的理解（２）CSRとCSV
第13回：SRIとESG投資
第14回：事例としての障がい者雇用と情報開示
第15回：統合報告の展開

事前・事後学習の内容

・企業が社会や環境に対してどのような取り組みをおこなっているかを新聞やインターネットを使って調べておく。
・PowerPointの資料や参考書に目を通しておく。

担当教員氏名（代表含む） 向山　敦夫

履修上の制限

科目の主題

・伝統的に、財務会計システムは企業の経済的側面（利益追求組織としての側面）をとらえてきた。しかしながら、社会環境
の変化とともに企業が配慮すべきステイクホルダー（stakeholders）の範囲は拡張してきており、企業観は多様化している。
企業の社会的側面（社会において企業が存在する側面）を同時にとらえる必要性が増大している。
・近年では、CSV（Creating Shared Value）やESG投資において、CSR/ESG情報の有用性に対する期待が高まっている。
・この講義では、 会計の新しい潮流である社会関連会計について理論と実践の両面から説明する。

英語科目授業名 Lecture on Social and Environmental Accounting & Reporting

科目ナンバー CD3LB0040.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10320013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 社会関連会計論特殊研究
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評価方法

(1)到達目標の達成度を評価。
(2)課題レポート(100%)

受講生へのコメント

社会と生産力の相互規定性という技術史・技術論という分析視角を意識して各論者が何を問題提起しているか読み取ることを
しっかり意識して指定する文献を読むこと。

教材

授業の最初に指示する。

授業の到達目標

戸坂潤、岡邦雄、永田広志、相川春喜らの論争を経た結果として技術を「労働手段の体系」としてとらえる説、武谷三男や星
野芳郎によって打ち出された「技術とは人間実践（生産的実践）における客観的法則性の意識的適用である」節、戦後の星野
や中村静治によって展開された「技術革新論」を検討することで、現代技術の在り方についての視座を得る。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

授業回各回の授業内容事前・事後学習の内容
第1回ガイダンス技術論の分析視角をガイダンス。
第2回技術論論争とは技術論論争の背景の理解。
第3回戸坂潤の技術論１戸坂体系説の技術論の理解。
第4回戸坂潤の技術論2
第5回相川春喜の技術論１相川体系説の技術論の理解。
第6回相川春喜の技術論2
第7回武谷三男の技術論１竹谷適応説の技術論の理解。
第8回武谷三男の技術論2
第9回星野野芳郎の技術論1星野適応説の技術論の理解。
第10回星野芳郎の技術論2
第11回中村静治の技術革新論中村技術論と現代資本主義の理解
第12回技術の社会構成主義技術方法論の検討。
第13回21世紀の技術と技術論21世紀技術論の課題の検討。
第14回福島原発と技術論福島原発問題の技術論からの解釈。
第15回AI・I o Tと技術論情報技術の技術論的解釈。
第16回まとめ技術と社会のまとめ。

事前・事後学習の内容

・事前学習：テキストを熟読し論点を考えてくること。
・事後学習・講義をふまえて事前に考えた論点を自己の研究に引き寄せて消化しておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 田口　直樹

履修上の制限

科目の主題

戦前、技術なるものをめぐって、技術を社会科学あるいは人文科学的にいかに捉えるべきか、いかに分析するべきか、そして
生産・消費や労働などと技術がいかに関係するか、技術はいかに発展するかといった問題に対して論争され、技術論論争とし
て一世を風靡した。戦後論争では「第二次産業革命論」や「技術革新論」などについての議論が重ねられ、さらには公害と技
術の関係についてなども論じられてきた。80年代以降、こうした論争は影を潜めているが、あらためてこの論争に立ち返り、
現代技術をどうとらえるかを考えていく。

英語科目授業名 Lecture on Economics of Technology

科目ナンバー CD3LC0042.4

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CD10340013 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 技術論特殊研究
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評価方法

個人の報告内容、演習における討議などでの貢献など、総合的に判断を行う。

受講生へのコメント

受　講予定者は、開講前に必ずメールなどでの連絡をお願いする。面談などを行う。吉村が共著者の1人である『企業統治』
（中央経済社、2017年）、上野恭裕・馬場大治編著『経営管理論（【ベーシック+】）』（中央経済社、2016年）、それぞれの
内容については、完全に理解できていることが求められる。受講の前提となる。

教材

以下はあくまでも例示であり、代表的な研究雑誌に掲載された論文などを含め、演習の中で指定していく。
　宮島英昭編著『企業統治と成長戦略』（東洋経済新報社、2017年）／ 宍戸善一・後藤元編著『コーポレート・ガバナンス改
革の提言−企業価値向上・経済活性化への道筋』（商事法務、2016年）／ 藤田勉『コーポレートガバナンス改革時代のROE戦
略』（中央経済社、2016年）／ 田中一弘『「良心」から企業統治を考える—日本的経営の倫理』（東洋経済新報社、2014年）
など。
　また、宮島英昭・早稲田大学教授をリーダーとする研究プロジェクト「企業統治分析のフロンティア：リスクテイクと企業
統治」（http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program_2016/pg-10/001.html）の成果なども検討していく。

授業の到達目標

株主、従業員をはじめとする多様な利害関係者の存在が「よいこと」の判断にいかなる影響を及ぼし、また、その判断が「上
手にする」ことにいかなる影響を及ぼすのか。
こうしたメカニズムを理解できるようにする。

授業内容・授業計画

対面形式で行う。
研究演習1及び2で蓄積してきた研究成果をさらに磨き上げ、博士論文の完成に向けての検討を進めていく。博士論文作成の過
程では、学会発表、論文投稿などの形で研究成果を世に発していくことを求める。そうした発信を通じて、学外の研究者らと
のネットワーキング構築にも務められたい。

事前・事後学習の内容

いずれの演習においても、指定した文献の熟読、検討など、相当な時間をかけての準備を求める。もちろん、関連文献を自ら
でサーチし、それも熟読する必要もある。受講生の研究上の関心によっては、コーポレート・ファイナンス論、労働経済学、
経済史・経営史といった分野の研究もサーチする必要があろう。
また、演習のなかでの学び（特に他者からの学び）をいかに自らの研究に活かすことが出来るのか、常に検討を怠らないこ
と。

担当教員氏名（代表含む） 吉村　典久

履修上の制限

科目の主題

企業に代表される組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていく。なかでも、Corporate Governance（企業統治、会社統
治と訳される）に関わる諸問題について研究が主となる。経営学は、「よいことを上手にするための方法」を考える学問と定
義されることがある。この定義に従えば「よいこと」に関わる議論を中心に展開することとなる。ただし「よいこと」と「上
手にする」こととの関係にも留意する。その意味において、統治と戦略（の策定・実施）の関係についても取り扱うこととな
る。
　各種の組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていくが、各側面が独立に機能しているのではなく、システムとして機
能していることを学んで欲しい。
“ B Corporation ”といった新たな動きや従業員所有会社の現在といった動きにも目配りをしていきたい。ただし議論に際し
ては、「よいこと」を論じるに規範的な議論に終始することなく、統治の実態を踏まえた議論となるよう注意する。
　主要な文献の輪読と具体的な事例の分析を進めていく。文献は、Corporate Governance: An International Reviewをはじめ
とする専門雑誌や、内外の研究者による研究書などから選んでいく。

英語科目授業名 Seminar on Theories of Management

科目ナンバー CD3SB0006.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20010013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営管理論特殊研究演習
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評価方法

演習における発言などの平常点、レポート点等総合的に評価します。

受講生へのコメント

専門の学会への参加をお願いしたいと思います。特に、日本経営学会、組織学会への参加をご検討ください。

教材

文献については、授業時に指示します。

授業の到達目標

出席者の方の専門研究において歴史的な視野を生かしていただけるように演習を作っていきたいと思います。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
前期博士課程で結実した修士論文を土台として最終的には課程博士論文に結びつくように指導します。そのために、まず、改
めて追求したいテーマを確定し、そのテーマをめぐる既存の研究状況の中で、自らの研究がどのような意義をもちうるのか、
を見出せるように進めます。そこで企業ヒアリングも考えたいと思います。また、あわせて修士論文を執筆するために学習し
た研究の方法、方法論に一層の磨きをかけて水準を上げうるように進めます。
　次に、一層の研究能力を高めるため、『経営研究』等雑誌への論文執筆、学会での報告等をおこなっていただき、それらの
作業を通じて指導します。

事前・事後学習の内容

授業前に取り上げる本、論文を提示して予習が可能なようにします。授業終了後には学期末のレポート作成につながるように
簡単にまとめをつけていただくように指示します。

担当教員氏名（代表含む） 中瀬　哲史

履修上の制限

科目の主題

本演習では、現在および将来の企業経営のあり方を模索するために、過去の企業経営の事例を研究します。その際､以下の点に
留意します。第1に､「経営史」のうちの「歴史」について検討します。ここで問われる「歴史」とは、年表のような編年史で
はありません。提示者の意図のもとに構成された「歴史的事実」＝ストーリーをもった物語です。そうしたストーリーをもっ
た物語、「歴史的事実」をどのようにして作るのか、どのような歴史的必然性があるのかを考えていきます。最近、グローバ
ル・ヒストリーの影響を受けて新たな歴史学の研究成果が生まれています。こうした新たな歴史学の現状にも留意します。第2
に､企業経営をめぐる社会的な環境にも留意します。企業経営はそれ自体が単独に存在するわけではありません。企業を取り巻
く社会的な環境に影響されるからです。以上のうえで，第3に、「経営史」のうちの「企業経営」について検討します。特に、
今回は持続可能性を史的な観点で検討したいと思います。また，「モノづくり」の面に留意します。
　今年度も、これまでと同様に優れた経営史（経済史も含みます）に関する古典，方法に関わる議論も取り上げて検討すると
ともに、現在の企業経営の動向を知るため、経営戦略に関する研究も取り上げます。新型コロナウイルス感染拡大が収まれ
ば、実際の企業ヒアリングも検討したいと考えています。

英語科目授業名 Seminar on Business History

科目ナンバー CD3SB0008.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20030013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 経営史特殊研究演習
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評価方法

演習参加の意欲と理解度で評価する。

受講生へのコメント

本演習では、当該分野の研究者と実務家（企業の財務部門の財務担当者や機関投資家の資金運用者）の両方の養成を意識して
研究テーマと研究方法を決定する。

教材

特になし

授業の到達目標

ファイナンスに関する専門家や研究者に必要な知識と方法論を習得すること

授業内容・授業計画

ご注意；当分の間、遠隔で行われる予定である。
コーポレート・ファイナンスと資本市場に関する問題関心を総合的に考慮して後期博士課程で取り上げる研究テーマを選ば
せ、そのテーマについて理論的研究または実証的研究の方法で分析し、博士論文にまとめるよう指導を行う。

事前・事後学習の内容

ある程度の予習と復習が必要である。

担当教員氏名（代表含む） テキ　林瑜

履修上の制限

科目の主題

資本市場は企業と投資家の出会いの場であり、そのあり方は当然企業のあり方、投資家の行動様式及びこの両者の関係を規定
する法律のあり方などに規定される。この三つの規定要因からコーポレート・ファイナンスと資本市場を分析するのが本演習
科目の研究テーマです。
　企業のあり方とは、主として所有者、債権者と経営者間の利害関係や情報格差をいう。所有と経営が分離し、多種多様な利
害関係者の利害が複雑に絡み合っている現代企業のコーポレート・ファイナンス問題を考えるとき、従来のＭＭ理論や資本コ
スト理論だけではなく、情報の非対称性を考慮に入れ、エージェンシー理論や取引コスト理論などを援用して分析することが
必要である。
　投資家の行動様式とは、主として個人投資家や機関投資家がどのように情報の分析とリスク評価をし、投資の意思決定を行
うかなどの問題をいう。生身の投資家が情報分析とリスク評価などの能力に関しては様々な限界を持っているため、現実の資
本市場を理想的な市場に近づかせるためには投資家の限定合理性や非合理性を考慮に入れなければならない。
　法律のあり方とは、企業の情報開示の質と量をどの程度義務付けるか、権利とリスクを株主、債権者と経営者の間にどう割
り振るかなどの制度設計の問題をいう。資本市場の効率性を向上させるためには法制度や規制の再検討が必要である。

英語科目授業名 Seminar on Corporate Finance

科目ナンバー CD3SB0009.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20040013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 コーポレートファイナンス論特殊研究演習
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評価方法

評価は、次の3点から、総合的に評価する。
事前・事後学習の内容（10％）
本演習に対する貢献；発言の質と量（40％）
自身の研究テーマに関する報告内容と進展度合い（50％）
特に上記の2．については、次の点を意識してほしい。
脳から汗を流すくらい、深く考えること
意欲（大げさに言えば、闘志）亡き者は去れ
沈黙は罰金なり
論理的（あるいは理論的）に考えること：実践結果の整理だけでは ×
現場で吐ける言葉かどうか常に考えること
疑って「問い」を立てることとはいえ、脳から出ている汗の量を測定したり、沈黙に罰金をとったりはしない。受講生の発言
が、省察や議論を深めるということを忘れないでほしい。イイ議論が展開されることを、期待している。

受講生へのコメント

研究の成果は、共著で書くことがあっても、最終的には全て自分の名前がつく論文を作成することになることを忘れてはいけ
ない。どんなに素晴らしいつながりがあったとしても、とどのつまりは “ We are all alone. ” である。研究には、そうい
う面もある。

どんなに様々な支援があっても、いつ・どのような形で、そしてどのような出来具合で博士論文が仕上がるかは、本人の責任
である。研究のプロセスは、本演習を始めとしたコミュニティの中でなされ、自己責任のもとで其れを或る期日内に次々と仕
上げていき、その成果は本演習や学会をはじめとしたコミュニティのなかに再び戻すことになる。

教材

以下に示す書籍は、あくまで例示に過ぎない。受講生各自の研究テーマに合わせて、研究を進める上で必要となる書籍や論文
は、本演習の中で適宜紹介する。
嶋口充輝（監修）『マーケティング科学の方法論』白桃書房 2009年
沼上幹『行為の経営学　経営学における意図せざる結果の探究』白桃書房 2000年
ラッセル・ベルグ、アイリーン・フィッシャー、ロバート・V・コジネッツ『消費者理解のための定性的マーケティング・リ
サーチ』碩学舎 2016年
R.K.イン『ケース・スタディの方法』千倉書房 改訂版 2011年
須田敏子『マネジメント研究への招待』中央経済社 2019年
小沢貴史『市場再活性化のメカニズム』千倉書房 2021年

授業の到達目標

本演習では、マーケティング論に限らず、経営戦略論と経営組織論における知識を基に、組織の現場における身近な問題を深
く掘り下げて考え、博士論文の作成を目指す。合わせて、博士論文の作成過程で、学会での研究成果の発表や、学会誌に論文
を投稿することを求める。このような活動を通して、自身の研究成果を世に問い、フィードバックを受けることにより、博士
論文の精緻化を図る。

上手に答えを出すことよりも、「良い問い」を問う事を大切にするとともに、論文を書く過程での「気づき」を大切にしてほ
しい。

授業内容・授業計画

本演習は、基本的に対面で行う。しかしコロナ禍の状況によっては、zoom による遠隔にて開講する。
受講を希望する方は、事前に担当教官である小沢まで、メールなどで連絡を取ること。
開講日時や、場合によっては zoom の ID などを、おって伝える。

全体的に本演習では、自身の手掛けたい研究テーマについて、博士論文の構想、先行研究のレビュー、調査、分析、論文執筆
などに関する進捗の報告を行う。報告の担当者を決めて、進捗報告と受講生による議論、及び指導を行う。

報告の担当者は、レジェメ（レポート形式、スライド形式、現時点で仕上がった論文原稿など、形式は問わない）を用意す
る。受講生の数によっては、報告の担当日の1週間前に、メール添付にて報告ファイルを送付してもらう。

事前・事後学習の内容

受講生は、事前に入手した報告担当者の資料を読み込んだ上で本演習に臨み、議論を行う。

先行研究に関する文献は、幅広く、かつ深く本を読むこと。たとえば社会学や心理学、経済学、歴史学、哲学などが挙げられ
る。自分の関心のある分野の本を無理なく読み進め、その本の考え方を吸収しておくと、自身の研究に役立つ。

本演習の時間内に、報告担当者に対して発言ができなかった受講生は、必ずその日のうちに報告者へメールでコメントを送信
すること（担当教員には Cc : にて送信すること）。
基本的なことではあるが、報告担当者は、その日の報告のときに受けたフィードバックやコメント、助言、意見、批判など
を、その日のうちに要約し、それらについて、自分としては今後どのように取り組むのか、考える習慣を持つこと。

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

本演習では、マーケティング戦略に関わる諸側面について、考察・議論を重ねていく中で、調査・研究・論文作成の指導を行
う。マーケティング戦略をヨリ深く理解するべく、「市場環境のダイナミクスと戦略・組織」を重点的に取り上げる。
つまり、売り手と買い手による取引の連動、及び売り手間の競争が織り成すダイナミクスに迫る。研究のアプローチは、マー
ケティング論に限らず、経営戦略論と経営組織論の視点も踏まえる。ダイナミックな市場環境の下で、組織は逆境に陥ること
もある。その逆境を好機に変える論理とは何か?　脱成熟や競争逆転、マーケティング組織の変革、事業のＶ字回復などを具体
的なテーマとして追究する。

英語科目授業名 Seminar on Marketing Strategy

科目ナンバー CD3SB0061.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20700013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 マーケティング戦略論特殊研究演習
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評価方法

評価は、①事前・事後学習の内容、②授業での発言内容等の参加状況、③研究報告書の内容を鑑み、総合的に判断する。

受講生へのコメント

自ら研究計画を立案し、それを実行に移すことが重要である。また、演習は研究成果の報告および議論の場となるため、事前
学習により必要な知識を習得することが求められる。

教材

必要に応じて適宜提示する。

授業の到達目標

博士論文作成に必要な知識と技法を修得する。

授業内容・授業計画

授業は対面で実施します。
前期博士課程での研究成果をもとに、主として博士論文作成に向けた研究報告を中心に運営する。

事前・事後学習の内容

持ち回りで行う演習の発表者は、授業前に入念に準備し発表に備えるとともに、授業後は演習の議論を踏まえ、自らの発表内
容を再構成することを求める。また、発表者以外の者は、授業前に関連分野に関する知識を得ておくとともに、授業後は演習
の議論を自らの研究に活かす方法を考えることを求める。

担当教員氏名（代表含む） 小林　哲

履修上の制限

科目の主題

企業の目的は利益の追求にあり、それは市場での売買によって達成される。マーケティングは、この市場での売買活動（需給
マッチング）および企業の長期的存続に必要な環境（競争環境および社会環境）への適応行動を主な研究領域としている。こ
のようにマーケティングは企業の境界活動をいかに効果的かつ効率的に行うかに焦点をあてるが、これは最適な境界活動を実
現する方法を考察するという意味であり、境界活動のみに限らず必要に応じて組織問題やトップのリーダーシップなど企業内
部の問題にも言及する。また、最近注目されている非営利組織へのマーケティングの適用に関しても機会があれば議論した
い。
　なお、演習は、受講者の関心領域に関する既存研究のレビューを通して、マーケティングの考え方や理論的示唆、現実問題
への適用方法を議論し、マーケティングに対する理解を深める方法で進めるが、インターディシプリナリ・アプローチ
(interdisciplinary approach)というマーケティングの伝統的な研究方法に則り、マーケティング課題に有用だと思われる他
領域の既存研究も取り上げることもある。

英語科目授業名 Seminar on Marketing

科目ナンバー CD3SC0013.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20060013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 マーケティング論特殊研究演習
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評価方法

論文の内容で採点するが、プロセスを重視する。プロセスは、文献の読み込みやデータの構築など日常的な教員の個別指導に
従ってきちんと努力をしたか、受講生同士で相手の研究に対して建設的な批判を行い、的確なアイデアを提供できたかを評価
する。

受講生へのコメント

自ら考えて自ら実行し、その内容を逐一教員に相談と報告をすること。
受講を希望する学生は事前に研究計画書をメールで送付し、相談してください。

教材

なし

授業の到達目標

博士論文を完成させることとと博士学位にふさわしい研究能力を体得することが本演習の目的である。その到達水準は単に論
文を書き上げることではなく、国内外の査読論文レベルを目標とし、実際に掲載を目指すことに置いている。

授業内容・授業計画

対面授業。

原則として個人指導となるが、他の受講生の研究に興味を持ち、お互いが建設的な批判を行うことによって幅広い研究能力が
体得できるように進める。
本演習の目的は博士論文を書き上げることのみではなく、自ら独自性のある研究テーマを構築し、深い考察と分析を行う知識
と技術を体得し、最終的に独力で研究を完結する、というプロセスを博士学位に相応しい水準で執行する総合的な能力を身に
つけることにある。演習1年目では研究計画書を精緻化させると同時に修士論文の研究成果を昇華させ、学会発表を行う。さら
にこれを査読論文としてまとめる。2年目前半までに徹底した先行研究の網羅を行い、レビュー論文を執筆する。2年目後半か
ら研究課題を具体化させ、2年以内に二つ目の査読論文を完成させる。3年目は博士論文のまとめに集中する、というステップ
で進める。クオリティに妥協はしません。無酸素運動と思って3年間を一気に突っ走って下さい。

事前・事後学習の内容

本演習の指導目的は博士論文を完成させることにある。「事前・事後の学習」という区分けも概念もない。受講者が自分で必
要と思うものを自分で考えて主体的に行う。本演習では毎回一週間の進捗を厳しく問われるので、進捗状況に応じた準備と対
応に追われることになる。

担当教員氏名（代表含む） 宮川　壽夫

履修上の制限

科目の主題

コーポレートファイナンス理論に関する実証的研究を専門分野とする。
受講生各自の研究テーマに応じた先行研究のレビュー並びに方法論の確立と博士論文の完成に向けた論文指導を個別に進める
形式となる。前半は受講生が各自で先行研究を持ち込んで毎回報告するとともにリサーチデザインの確立までを目標とする。
後半は毎回受講生各自が報告する論文の進捗状況に対して個別指導を進めて行くことに専念する。

英語科目授業名 Seminar on Investment Analysis

科目ナンバー CD3SB0016.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20530013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 証券分析論特殊研究演習
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評価方法

出席状況および報告内容によって評価する。

受講生へのコメント

英語力を高めておくこと。

教材

追って指示する。

授業の到達目標

企業による開示行動の経済的影響を解明した実証研究論文を丁寧にレビューすることによって、背後にある理論、および研究
遂行上必須となるプロセスを理解・習得することを到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で行います。
 「Financial Accounting」もしくは「Financial Reporting」に関する実証研究を実施するとともに、国内外において報告・
投稿するための資料および論文を作成する。

事前・事後学習の内容

実証研究の理解および実施に必要となる統計手法を事前学習すること。事後学習内容の１つとして、実証研究論文を執筆する
ことをあげておく。

担当教員氏名（代表含む） 浅野　信博

履修上の制限

科目の主題

企業は様々な目的のもと、企業を取りまく多種多様な利害関係者に対して様々なレベルの情報を提供している。企業によって
公表される情報には、財務情報のみならず非財務情報も含まれる。加えて、公表される情報には一般に公正妥当と認められた
会計原則（Generally Accepted Accounting Principles）によって強制開示が求められているもののみならず、企業によって
自発的に開示されているものも存在する。
　本演習では、企業によって開示される多種多様な情報を詳細に分析し、その開示行動の経済的影響について検討を行うこと
にしたい。

英語科目授業名 Seminar on Fanancial Accounting

科目ナンバー CD3SB0018.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20100013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 財務会計論特殊研究演習
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評価方法

到達目標の達成度（実証論文の方法論の習得と実証分析の実践）（50%）、プレゼンテーションやディスカッションへの貢献度
（50%）等による総合評価（予定）。

受講生へのコメント

発表の担当者は、単なる和訳にとどまらず、関連研究の渉猟と比較検討が必須である。参加者は、事前の十分な予習が必須で
ある。

ゼミにのぞむ前段階として、実証会計に関する下記の書籍等を十分に勉強し、事前知識を習得しておく必要がある。
---
・スコット著, 太田康広他翻訳(2008)『財務会計の理論と実証』中央経済社。
・首藤昭信(2010)『日本企業の利益調整−理論と実証』中央経済社。
・W.ビーバー著, 伊藤邦雄訳(2010)『財務報告革命(第3版)』白桃書房。
・大日方隆(2013)『アドバンスト財務会計—理論と実証分析（第2版）』中央経済社。
・パレプ&ヒーリー&バーナード著, 斉藤静樹監訳(2001)『企業分析入門(第2版)』東京大学出版会。
---

実証研究を行うには、計量経済学や統計学の知識が欠かせない。William H. Greeneの "Econometric Analysis" といった代表
的なテキストで勉強し、事前知識の習得が必要である。

加えて、RやSTATAといった統計プログラミングの習得も必要不可欠である。

以上の事前知識を前提として、毎週、下記のジャーナルから関心を有する論文を選択し、10頁前後に要約してプレゼン、ディ
スカッションを行う。その際、報告者は、当該論文で引用されている他の重要な論文についても、適宜レビューする。
---
・The Accounting Review
・Journal of Accounting & Economics
・Journal of Accounting Research
・Contemporary Accounting Research
・Review of Accounting Studies
・Journal of Accounting, Auditing & Finance
・Journal of Finance
・Journal of Financial Economic
---

ゼミ履修希望者は、事前にメールをください。

教材

必要に応じて、演習時に提示する。

授業の到達目標

実証論文のレビューを通して、実証研究の方法論、データの収集方法、リサーチ･デザインの構築、統計ソフトの利用、実証論
文の書き方を習得する。それを通じて、自らの専門研究をブラッシュアップする。

授業内容・授業計画

本演習は遠隔で実施する（予定）。

第1回        ガイダンス
第2回〜第14回        (1) 実証論文のレビュー。毎週の担当者は、主要ジャーナル（The Accounting Review, Journal of 
Accounting & Economics , Journal of Accounting Research, Contemporary Accounting Research, Review of Accounting 
Studies, Journal of Accounting, Auditing & Finance, その他、Journal of Finance, Journal of Financial Economicsな
ど）から各自関心を有する論文を選択し、レジュメを作成・配布、プレゼンテーションした後に、全員でディスカッションす
る。(2) 自らの専門研究の発表。自らの専門研究について、先行研究のレビュー、データ収集、実証結果等についてプレゼン
テーションし、他の参加者とのディスカッションによって、自らの専門研究をブラッシュアップする。
第15回        ガイダンス、後期授業の確認
第16回〜第28回        (3) 実証論文のレビュー。毎週の担当者は、主要ジャーナル（The Accounting Review, Journal of 
Accounting & Economics , Journal of Accounting Research, Contemporary Accounting Research, Review of Accounting 
Studies, Journal of Accounting, Auditing & Finance, その他、Journal of Finance, Journal of Financial Economicsな
ど）から各自関心を有する論文を選択し、レジュメを作成・配布、プレゼンテーションした後に、全員でディスカッションす
る。(4) 自らの専門研究の発表。自らの専門研究について、先行研究のレビュー、データ収集、実証結果等についてプレゼン
テーションし、他の参加者とのディスカッションによって、自らの専門研究をブラッシュアップする。

事前・事後学習の内容

毎週の担当者は、レビューする論文のpdfを事前に他の参加者に送付し、事前学習に役立てる。

担当教員氏名（代表含む） 石川　博行

履修上の制限

科目の主題

会計およびファイナンスの主要ジャーナルに掲載された、企業分析や企業評価等に関する実証論文をレビューするとともに、
自らの専門研究についてディスカッションする。

英語科目授業名 Seminar on Business Analysis and Valuation

科目ナンバー CD3SB0020.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20120013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 企業分析論特殊研究演習
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評価方法

期末レポート、プログラミングや統計解析の宿題、平常点について、総合的に評価します。

受講生へのコメント

統計分析論研究、統計分析論特殊研究、前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習の履修内容を習得済みであることが
履修要件です。⾼度なＲプログラミング、及び簡単なＣ⾔語プログラミングは習得済みであり、Unixシステム上の簡単な操作
に通じていることが前提です。受講希望者は、履修要件を満たしているかについて、事前に相談に来て下さい。

教材

講義中に配布するテキスト、論文、指示する参考書、及び以下の書籍：
 −『Ｒの基礎とプログラミング技法』、リゲス著、石田訳、丸善出版、2012．
 − Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Silverman. B.W., Chapman and Hall, 1986.
 − Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization, Scott. D., Wiley, 1992.
 −『Ｃ言語プログラミング』、ダイテル他著、小嶋訳、ピアソン・エデュケーション、1997．
 −『ニューメリカルレシピ・イン・シー日本語版-Ｃ言語による数値計算のレシピ』、技術評論社、1993．
  −『パターン認識と機械学習　−ベイズ理論による統計的予測』(上)、ビショップ著、元田他訳、
       丸善出版、2012年
 −『パターン認識と機械学習　−ベイズ理論による統計的予測』(下)、ビショップ著、元田他訳、
        丸善出版、2012年
 − The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data,
         Feldman, R. and Sanger, J., Cambridge University Press, 2007.

授業の到達目標

１年目の目標は、有⽤な情報を自動抽出するための情報科学分野の標準的な解析ができるようになること、及び、各自の研究
テーマに要する大規模データに適切な前処理を行うことができるようになることです。
２年目の目標は、統計分析論特殊研究演習１で習得した有⽤な情報を自動抽出するための情報科学分野の標準的な処理・解析
を、大規模化した対象データに適用できるようになることです。データの大規模性への対処方法の改善及び計算高速化の実現
により、何らかの有意な結果を得ることを目指します。
３年目は、大規模データへ適用時に発生する問題の中でも深刻な非定常性問題への対処方法として、リアルタイム処理による
オンライン学習を実装できるようになること、及び、これまで習得してきた技術を使って学術的に有意な貢献につながる研究
を実践する力をつけることを目標とします。

授業内容・授業計画

【授業形態：遠隔】
統計分析論特殊研究で習得した内容に加え、各自の設定したテーマについて更に深い考察を可能にするための技術と知識を習
得し、独力で問題を解決していくための能力を培います。特に金融高頻度データやウェブ上のテキストデータなどの大規模
データに、計算負荷の高い手法を適用することで、より複雑な事実の発見や高精度な分析を行うことを目指します。具体的に
は、Python プログラミング、知能情報処理技術の適用方法、データクリーニングの諸方法、前処理の諸方法、クラスタマシン
利用方法及び並列計算方法、大規模高性能計算技術、リアルタイム処理、非定常性問題への対処の諸方法、などについて解説
し、実際の金融大規模データへの適用演習を行います。また、関連研究レビューを行い、博士論文の作成にあたっては、基本
的には国際学会発表や英文学術誌へ投稿するレベルを目標にします。

事前・事後学習の内容

授業１週間前までに次回の講義に関する資料を配布、ないし、テキストの講義範囲を告知します。必ず事前に内容を予習した
上で授業に臨んで下さい。授業内容の理解確認のため、プログラミング演習問題や、統計解析演習問題を、宿題として適宜課
します。授業後の復習を欠かさないようにして下さい。

担当教員氏名（代表含む） 高田　輝子

履修上の制限

科目の主題

近年の経営科学分野においては、⼤規模かつ多様なデータの利⽤可能な領域が拡大する⼀⽅、コンピュータの性能向上を背景
に、計算を多⽤した新しい統計情報技術が次々と開発されてきており、従来は難しかった複雑な解析や⾼精度な予測が可能に
なってきています。大規模・多様なデータは、多くの複雑な情報を抽出できる一方、特有の問題が多いため扱いが困難です。
統計分析論特殊研究は、各自の研究テーマに要する大規模データに、有⽤な情報を自動抽出するための情報科学分野の処理・
解析方法を習得し、学術的に有意な貢献につながる研究を実践する力をつけることを目的とします。特に、データの大規模性
に由来する諸問題への対処技術の高度化、計算の高速化の実践力の向上を重視します。

英語科目授業名 Seminar on Statistical Analysis

科目ナンバー CD3SC0022.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20140013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 統計分析論特殊研究演習
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評価方法

研究報告書等から，到達目標の達成度について評価を行う。
課題提示と内容指導は授業を通じて行うので，授業中の報告，討論などはこの中に反映される

受講生へのコメント

積極的に外部の研究会に参加できる参加者を望む。

教材

特定の文献を用いる場合は候補の中から参加者と話し合って決める。

授業の到達目標

社会経済統計の特質を踏まえて，統計及び統計方法について深く考察し，専門的文献を講読，報告し，内容を要約することが
できる。
専門的課題について，統計的方法により，もしくは数理的整合性を考慮に入れて事象を客観化して考察し，結果を報告するこ
とができる。
研究成果に基づき学会発表し，または公刊論文を作成することができる。

授業内容・授業計画

授業形態は遠隔（双方向）である。

統計利用に関わって，統計の作成・利用の社会的過程，統計制度，国民による統計データの二次利用，行政による統計データ
利活用などの問題について，社会科学的側面を中心に指導する。

○　参加者の専門研究の発表と議論。
参加者は自らの専門研究について，先行研究，自らのオリジナルの視点を強調しつつ，詳細に発表して，他の参加者との議論
を通じて，自分の研究を高度化する。

○　参加者の専門領域の学会発表，論文作成における統計認識および統計利用の検討
特に統計学の視点から問題点を検討する。

事前・事後学習の内容

研究発表では，報告者は準備を行うとともに，他の参加者に事前に簡単に発表内容を伝達する。これをもとに，参加者全員が
発表内容について問題意識を持っておく。
二次利用は事前の予算措置，法令遵守教育が求められるので，事前に申し出る
研究報告書またはこれにかわる外部発表論文を準備する。

担当教員氏名（代表含む） 藤井　輝明

履修上の制限

科目の主題

社会における統計データ生成過程と統計利用について研究する演習科目である。
社会的認識過程を通じて，統計データから認識が可能となる仕組みを理解し，学会発表・公刊論文の中での具体的な課題の解
決および記述に活用できるようにする。

英語科目授業名 Seminar on Industrial  Statistics

科目ナンバー CD3SC0023.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20150013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業統計論特殊研究演習
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評価方法

各自の研究発表の内容、演習への参加状況を中心に評価する。

受講生へのコメント

国際ビジネスだけでなく、経営学全般の領域に関心がある方は参加してみてください。

教材

授業の時に指示します。

授業の到達目標

組織間関係や製品開発、国際経営の分野の文献や収集したデータをもとに議論することを通じて、前期博士課程では修士論文
を、後期博士課程では博士論文を執筆できるようになることを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
修士課程で習得した知識、および修士論文の成果をもとに、博士論文の執筆を進める。
　なお、博士論文の内容は、学会等での研究発表や投稿論文の執筆等の形で公表し、それらを最終的にまとめる形で完成させ
るように、心がけて欲しい。

事前・事後学習の内容

演習の際に指示した文献などを中心に予習・復習をおこなう。研究内容を発表する際には、各自で事前に準備をおこなう。

担当教員氏名（代表含む） 石井　真一

履修上の制限

科目の主題

国境を越えた企業活動に関わる問題を扱います。この演習では、各人のニーズ・関心に即したテーマについて、理論的・実証
的に研究を進めるのに必要な知識や方法を習得することがおもなテーマです。国際経営の議論は、戦略論や組織論、イノベー
ション、海外直接投資論、文化人類学、言語学などの幅広い研究領域をベースにしています。
修士課程は、下記の研究演習１にあるように、日本語・英語の文献にもとづいたレビューを作成することから始めてもらいま
す。

英語科目授業名 Seminar on International Management

科目ナンバー CD3SB0024.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20160013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際経営論特殊研究演習
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評価方法

毎回の報告レジュメの内容（これまでの研究のサーベイ）と実際の報告、および提出する報告課題の出来ばえから総合的に評
価する。

受講生へのコメント

履修を考えている院生は、岡野が編集局長を務めている国際ジャーナルCity, Culture& Society (Elsevier)の論文を事前に
ScienceDirectで検索し、興味のある都市についての論文をいくつか読んでおいてください。

教材

岡野　浩・小林英幸・トヨタ自動車(2015)『コストデザイン』大阪公立大学共同出版会。
H.Okano (2015) A History of Management Accounting in Japan, Emerald.
岡野　浩　執筆・編集の大阪市立大学都市研究プラザ・レポートシリーズおよびドキュメントシリーズ

授業の到達目標

国際ジャーナルに投稿したり、国際学会やワークショップなどで報告したりできるような、国際的な視野の研究にアプローチ
できるように指導する。

授業内容・授業計画

この授業は、遠隔で実施する。
修士論文の成果をまとめて『経営研究』に投稿したのち、インターナショナル・ジャーナルへの投稿論文を作成します。国内
学会はもとより、国際学会（手始めはヨーロッパ会計学会、アジア会計学会）において担当講師と共同で報告します。本研究
科前期博士を修了していない受講生は共通科目（定性・定量・システムズメソドロジー）を履修し、方法論を習得します。海
外の研究者との共同研究（国際比較研究）やＰｈＤコースの指導を受けることをすすめます。こうした取り組みを通して、博
士論文の執筆に取り掛かり、個別指導が行なわれます。

事前・事後学習の内容

各自設定したテーマについての過去の論文や著書（日本語、英語その他）を幅広くサーベイするとともに、毎回の報告課題に
ついての周到な準備を行ってほしい（2時間程度の予習・復習を行うこと）。
学情でダウンロードできるScienceDirectを最大限活用することが望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 岡野　浩

履修上の制限

科目の主題

近年、生産・研究開発の海外移転が加速され、品質・コスト・納期・信頼性・環境保全などを同時的に確保するための「総合
的・戦略的マネジメントコントロール」の再編成が求められています。本演習では、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管
理・情報管理などのトピックスと管理会計との接点、とりわけ製品設計と生産システムとの融合、エコデザインと環境管理会
計などを研究します。
また、企業のみならず、地方公共団体、国連本体やUNESCO、UNDPなどの国際組織、美術館や博物館など文化産業・組織、
NPO/NGOなど、すべての業界も含みます。キーワードは原価企画、アメーバ経営、シェアード・サービスです。
さらに、都市やまちの創造性、今年から５年間続く文部科学省の「共同利用」（国際社会デザイン）なども含みます。本学内
にある都市・文化の研究センターである「都市研究プラザ」のHPを見て、第４ユニットの研究テーマをご参照ください。
http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/gcoe/4th.html

英語科目授業名 Seminar on Strategic Management Accounting : Global Emphasis

科目ナンバー CD3SB0025.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20170013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際戦略会計論特殊研究演習

141 



評価方法

1）到達目標の達成度について評価します。
（2）毎回の報告50％、学年末のレポート50％を目処に点数化します。
（3）合格のための最低基準は、基本的な資料を全てサーベイできているか、データを揃えているか、それらを踏まえて既存の
理論を評価できているかです。

受講生へのコメント
金融的な現象を、幅広い経済・社会の文脈の中で理解できるようになりましょう。

教材

特定の教科書はありません。各種資料について、最新のものを利用します。

参考文献
フェリックス・マーティン著、遠藤真美訳『21世紀の貨幣論』東洋経済新報社、2014年、ISBN　9784492654651
ジャスティン・フォックス著、遠藤真美訳『合理的市場という神話』東洋経済新報社、2010年、ISBN　9784492654361
ラース・トゥヴェーデ著、赤羽隆夫訳『信用恐慌の謎』ダイヤモンド社、1998年、ISBN　9784478200483

授業の到達目標

具体的なデータと状況証拠を用いて、各種金融機関のビジネスモデルの変遷を踏まえ、支払い決済システムの役割、信用循環
のメカニズムに関する通説の問題点を説明することが出来る。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

1貨幣と支払い決済システム
2金融機関の支払い決済関連サービス
3成長株理論
4所有と経営の分離
5ポートフォリオ選択理論
6インデックス投資
7裁定戦略
8ベンチャーファンド
9LBOとPEファンド
10IPO数と上場企業数
11企業の新陳代謝
12景気循環論
13信用循環
14各種循環の相互作用

事前・事後学習の内容

貨幣と支払い決済システム
　従来の貨幣理論、物価理論
　金融機関の支払い・決済関連、現金管理関連業務の実態
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
投資理論と資産運用業界
　投資理論と市場の効率性に関する研究動向の整理
　市場構造とプレーヤーの競争・分業構造の変化
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
企業の新陳代謝と資産運用業界の動向
　ヘッジファンドやベンチャーキャピタルが企業統治に与える影響に関する研究動向の整理。内部資本市場の効率性に関する
研究動向整理
　プライベート投資と企業リストラに関する事例
　以上に関する文献、雑誌・新聞記事を用いた報告
景気循環と信用循環
　景気循環、信用循環、それらの相互作用に関する研究動向の整理。行動ファイナンス、ネットワーク理論などの研究動向整
理
　データの動きと、周辺事例の突き合わせ
　以上に関する資料を用いた報告

担当教員氏名（代表含む） 神野　光指郎

履修上の制限

科目の主題

主にアメリカについて個別金融機関の活動に関する研究と、金融システムの機能に関する研究を取り上げ、それらの関係を整
理していく。個別金融機関の活動に関する研究のほとんどは、特定の機関のビジネスモデルや業界の勢力図について分析して
いる。一方で、金融システムの機能に関する研究の多くは、業界の集計データを利用して、そのマクロ的な影響を分析してい
る。これらを統合すれば、個別機関のビジネスモデルや業界の勢力図の動態が、金融システムの効率性や健全性をどのように
規定するのか理解できる。

英語科目授業名 Seminar on International MonetaryEconomics

科目ナンバー CD3SC0026.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20180013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際金融論特殊研究演習
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評価方法

期末試験５０％、各人の報告５０％。

受講生へのコメント

受講の条件として、受講生は、新古典派貿易理論とミクロ経済学について十分な基礎知識を持つこと。

教材

テキストは使用しない。

授業の到達目標

それぞれの論文の内容を理解し、それを応用して自分の論文を書くために十分な知識を得られるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
各人の研究成果を報告する。

事前・事後学習の内容

授業内容について、出席者が交代で報告するので、報告者になると事前準備にかなりの時間をかける必要がある。また、事後
に、授業内容を振り返り、その内容を理解できているかを確認しておくこと。

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘

履修上の制限

科目の主題

新古典派貿易論及び国際経済学の理論及び実証分析について学ぶ。理論及び実証分析の内容を数学的に掘り下げる。また、そ
れぞれの研究が学術研究においてどのような貢献をしたのかを考える。

英語科目授業名 Seminar on Trade Theory

科目ナンバー CD3SC0028.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20200013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 貿易論特殊研究演習
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評価方法

授業での報告や作成した研究論文の内容で評価する。

受講生へのコメント

当演習に参加希望する学生は、研究計画の打ち合わせのため、あらかじめ鈴木研究室に来てください。

教材

以下の本を参考書とする。
　鈴木洋太郎『国際産業立地論への招待』新評論、2018年。

授業の到達目標

国際産業立地に関する専門的な知識とともに、国際産業立地の実態についての分析を独自に行っていく能力を身につけてもら
う。最終的に各自の研究内容を、前期博士課程の場合は修士論文に、後期博士課程の場合は博士論文にまとめることが目標と
なる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。

国際産業立地研究に関する独自の体系化を図り、博士論文の完成に向けて研究をさらに進めていく。そのために、文献の輪読
や報告等を行う。

事前・事後学習の内容

事前学習としては、報告準備など次回の授業に向けての準備を行う。文献の輪読を行う場合は、事前に十分に文献を読んでお
く。
事後学習としては、授業で得た知識を、自分の研究に活かせるようにする。

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎

履修上の制限

科目の主題

産業活動の地理的配置の観点から、グローバル化の中での「企業の立地行動」や「経済社会の立地環境」について、幅広く研
究します。
　たとえば、日本企業のアジア進出を事例とする場合、日系多国籍企業が中国などアジア諸国へ事業活動拠点をどのように配
置させているのか。その結果、日本とアジア諸国との間の分業関係はどのように再編されることになるのか。こうしたことが
検討課題となります。
　地理学・経済学・経営学にまたがったユニークな学問である産業立地論の立場から、グローバル化の中での企業経営問題や
経済社会問題について複合的に考察したいと思います。国際経営、地域経営、クラスター政策などが関連分野です。

英語科目授業名 Seminar on International Location of Industries

科目ナンバー CD3SC0030.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20220013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 国際産業立地論特殊研究演習
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評価方法

論文に基づき行う。

受講生へのコメント

何を目的にどのようなステップで研究を進める予定なのかを?す研究計画書を提出してください。
メモ程度でも結構です。

教材

清田『清田ゼミ資料』2004年、ハルトマン-ヴェンデルス他著/清田訳『銀行経営学』,4.Aufl.2007、V.ヴァーグナー 著/清田
訳『信用理論の歴史』,1937、コルビンガー著/清田訳『銀行経営学の原理』Verlag Anton Hein、1964年の他、各自の論文の
テーマに即した資料を使用する。

授業の到達目標

金融の機能について、あるいはその他のテーマについて、先行研究を調査・学習した上で、自身の考えを自立して論理的に展
開し、独自性のある論文を作成する能力をつちかうことを目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
演習内容、事前・事後学習、教材については前期博士課程と同様だが、学位論文に向けての研究指導を行う。履修者の研究目
的が明白な場合は、その目的に即して、演習内容を修正することもある。学位論文に向けての論文に基づいて評価を行う。

事前・事後学習の内容

教材の読解、要約、論文作成を予定している。

担当教員氏名（代表含む） 清田　匡

履修上の制限

科目の主題

地域経済における金融の機能についての研究
　1980年代以降、米国の新制度派ミクロ経済学によって金融仲介機関の機能や存在理由等についての研究が行われている。
もっとも、銀行の機能、銀行の存在理由についての議論は、ドイツでは、歴史学派の時代から存在している。ハルトマン-ヴェ
ンデルス他『銀行経営学』,4.Aufl.2007,は、新制度派ミクロ経済学の立場からの金融の機能に関する著書であり、V.ヴァーグ
ナー 『信用理論の歴史』),1937は、代表的な経済学者の金融の機能についての理論を整理している。コルビンガー『銀行経営
学の原理』Verlag Anton Hein、1964年は、ドイツの普遍主義国民経済学の立場から経済における銀行の機能について考察して
いる。これらの理論の研究にあわせて、実証的な研究も予定している。研究の目的は、(地域)経済において、金融の果たしう
る役割を明らかにすることである。

英語科目授業名 Seminar on Monetary Theory and Practice

科目ナンバー CD3SC0033.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20250013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 金融論特殊研究演習
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評価方法

授業への取り組み姿勢と期末レポートによって総合的に評価する。

受講生へのコメント

個別に注意事項を連絡するので、履修を希望する学生は必ず事前にメールで連絡してください。
honda@osaka-cu.ac.jp

教材

授業中に適宜指示する。

授業の到達目標

地域、中小企業、自治体政策に関する研究についての理解を深める。

授業内容・授業計画

博士論文作成に向けた研究報告を行う。Zoomによる遠隔授業（実施方法：双方向）として実施する予定である。

事前・事後学習の内容

各回の報告に関連する資料や文献を事前に読み、内容を把握しておくこと。事後学習として関連するほかの文献にあたること
が望ましい。

担当教員氏名（代表含む） 本多　哲夫

履修上の制限

科目の主題

地域分権の進展や地域経済の低迷などを背景に、「地域経営」が重要視されつつある。地域経営とは、地域内のさまざまな主
体の協働による能動的・戦略的な地域の取り組みを指すものである。かつて多くの地域で行われてきた国主導の大規模公共事
業や地域外の大企業による「外来型」開発とは違い、地域経営は自治体や地元中小企業の「内発的」な発展を志向している点
に大きな特徴がある。本演習では、地域経営を考える際にキーとなる「中小企業」と「自治体」について着目しつつ、地域発
展とそのための政策について研究していきたい。
地域経営は地域における福祉や環境といった幅広い領域をカバーするものであるが、本演習では地域における産業・経済分野
を中心に扱う。中小企業論、地域産業政策論、産業集積論、内発的発展論、地方財政論などの既存研究をふまえ、かつ、中小
企業や自治体の実態分析を行いながら、地域をベースとした中小企業政策・ 産業政策・地域経済発展について検討する。

英語科目授業名 Seminar on Regional Management

科目ナンバー CD3SC0043.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20350013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域経営論特殊研究演習
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評価方法

毎回の報告（50%）と論文の内容（50%）をもとに評価する。

受講生へのコメント

教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

教材

教科書
野間晴雄ほか編『ジオ・パルNEO—地理学・地域調査便利帖—』海青社。

参考書
木下是雄『理科系の作文技術』中公新書。

授業の到達目標

空間と社会に関する問題について、分析的に思考・表現するとともに、博士論文の執筆を到達目標とする。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。
第1回　オリエンテーション
第2-4回　研究テーマに関わる学界展望
第5-7回　研究内容の精査
第8-11回　論文構成の検討
第12-15回　補足調査の実施
第16-24回　学術論文の作成
第25-29回　学術論文の加筆修正

事前・事後学習の内容

課題に取り組む。

担当教員氏名（代表含む） 藤塚　吉浩

履修上の制限

科目の主題

都市問題は産業的発展に応じて起こり、その時代背景が大きな影響を与えている。都市問題について地理学的に検討するとと
もに、都市や地域が抱える空間的・社会的課題について知識を深め、学術論文を執筆することを目的とする。

英語科目授業名 Seminar on Regional Revitalization

科目ナンバー CD3SC0060.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20400013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 地域再生論特殊研究演習
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評価方法

授業への積極的な参加状況と、報告や論文の結果により総合的に行う。

受講生へのコメント

コンヴァンシオン理論をおよそ下敷きとします。できれば、下記の文献など、事前に目配りしてください。
エイマール=デュヴルネ『企業の政治経済学−コンヴァンシオン理論からの展望−』ナカニシヤ出版、2006年

教材

立見淳哉『産業集積と制度の地理学』ナカニシヤ出版、2019年

授業の到達目標

資本主義の変化という大きな枠組みの中で、経済・社会と空間がどのように相互作用しあいながら地理的再編が生起している
のかを考察する素地を習得することを目指す。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で行います。
学会報告や査読雑誌への投稿作業を行いながら、学術的な考察の基礎を身につけ、博士論文の完成に至ることを目指す。

事前・事後学習の内容

講義各回のテーマについて、事前に対象文献を熟読し有意義な議論のための準備をするだけではなく、事前・事後に関連文献
についても調べ、内容理解を深めること。

担当教員氏名（代表含む） 立見　淳哉

履修上の制限

科目の主題

産業集積に主として着目しながら、新しい特徴を備えた資本主義における地理的再編と、その社会・経済的帰結を研究テーマ
とする。一方では、①グローバル化と特定の大都市の繁栄がどのような産業活動によって支えられているのかを扱う。たとえ
ば、大都市への集積傾向が強い、創造産業における価値づけvaluationや労働・分業の特質などを明らかにすることが考えられ
る。これと関わり、今日的な市場の特徴として「すでにあるもの」への価値の再付与（「豊穣化の経済」）があるが、ローカ
ルな諸資源（文化・歴史・素材・技術等）がどのようにして結合され財や地域の価値づけがなされるのか、といったテーマが
あり得る。また他方では、こうしたグローバル都市や特定地域の繁栄の陰で、②深刻な社会・経済的課題に直面する斜陽工業
地域の再生という問題がある。そうした都市・地域において、どのような発展展望があり得るのかを考えていく。フランスの
社会連帯経済のようなオルタナティブな社会・経済を目指す活動や、日本の田園回帰現象などが、この手がかりとして想定さ
れる。

英語科目授業名 Seminar on Industrial Agglomerations

科目ナンバー CD3SC0063.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20720013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 産業集積論特殊研究演習
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評価方法

・到達目標の達成度について評価をおこなう
・演習内容に関するレポート（100点）
・合格のための最低基準は自らの専門研究に関する内容が一定の流れのあるものであること。

受講生へのコメント

・将来のキャリア形成につながるテーマを選択すること。
・自分が関心のある企業のHPにアクセスして、企業がどのような報告書を作成し、どのような情報を開示しているかを自分の
目で確認してみる。
・企業が社会や環境に対してどのような取り組みをおこなっているかを新聞やインターネットを使って調べる。

教材

・Eccles, R.G. and Krzus, M.P. (2010) &ldquo;One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy,&rdquo; 
John Wiley & Sons, Inc,
・古庄修編（2018）『国際統合報告論』同文舘出版
・山地秀俊（1994）『情報会計制度としての現代会計』同文舘

授業の到達目標

・多くの企業は自発的にCSR報告書、持続可能性報告書（Sustainability Report）などを作成・開示している。近年は、財務
情報と非財務情報を統合する統合報告（Integrated Reporting）が提唱され、統合報告書を作成する企業が増加している。
・「社会関連会計論特殊研究演習」では、これまでの成果をもとに博士論文の執筆をめざして、企業と社会との関係を情報開
示を通して検討するための独自の視点を養うことを目標とする。

授業内容・授業計画

この授業は対面形式である。 
 
（１）テキストの輪読（20回分）
・報告者は自らの報告文献のうち、とくに重要と思われる内容についてPowerPointを用いて発表する。
・司会者は報告者からの発表を踏まえつつ、自らの問題意識にしたがって討論を進行する。
（２）博士論文の構想のプレゼンテーション（10回）
・問題意識を明確にしつつ、執筆する博士論文の構想について、テーマ、章構成、参考文献等の報告をおこなう。 
 
・博士論文のテーマ・章構成・参考文献をまとめたPowerPointを準備する。
・章構成が確定するまで修正作業を繰り返す。

事前・事後学習の内容

・テキストの輪読について、報告者は十分に準備をおこない、他の受講生も事前に当該箇所を予習して、問題意識を共有して
おく。
・プレゼンテーションに対するコメントを吟味し、構想を修正する。

担当教員氏名（代表含む） 向山　敦夫

履修上の制限

科目の主題

・伝統的に、財務会計システムは企業の経済的側面（利益追求組織としての側面）をとらえてきた。しかしながら、社会環境
の変化とともに、企業が配慮すべきステイクホルダー（stakeholders）の範囲は拡張してきており、企業観は多様化してい
る。すなわち、企業の社会的側面（社会において企業が存在する側面）を合わせてとらえる必要性が増大している。
・近年では、CSV（Creating Shared Value）やESG投資において、CSR/ESG情報の有用性に対する期待が高まっている。いかな
る意味での有用性かは問われなければならない。
・この「社会関連会計論特殊研究演習」では、これまで培ってきた知識を展開し、企業の社会的側面を会計的に捕捉する比較
的新しい領域である社会関連会計の理解を深める。

英語科目授業名 Seminar on Social and Environmental Accounting & Reporting

科目ナンバー CD3SB0040.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20320013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 社会関連会計論特殊研究演習
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評価方法

(1)到達目標の達成度を評価。
(2)研究課題レポート（100％）。

受講生へのコメント

専門家としての研究スタイルを確立できるように、他者の研究内容・方法も十分に参考にしながら演習に参加すること。

教材

特に指定しない。

授業の到達目標
専門研究者としてのオリジナリティ、方法論、叙述の方法等のアカデミックスキルの基礎を獲得する。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

授業回各回の授業内容事前・事後学習の内容
第1回ガイダンス前期の計画の確認と報告者の決定。
第2回(1)各自の研究報告。
(2)各自の研究テーマに関連した専門書の輪読。・報告者は論文作成に向けた研究報告を行い、議論を通じてブラシュアップす
る。
・関連する文献を事前に案内し、参加者全員が事前に通読しておく。
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回ガイダンス後期の計画の確認と報告者の決定。
第18回(1)各自の研究報告。
(2)各自の研究テーマに関連した専門書の輪読。・報告者は論文作成に向けた研究報告を行い、議論を通じてブラシュアップす
る。
・関連する文献を事前に案内し、参加者全員が事前に通読しておく。
第19回
第20回
第21回
第22回
第23回
第24回
第25回
第26回
第27回
第28回
第29回
第30回
第31回まとめ各自の課題の確認。

事前・事後学習の内容

・事前学習：研究報告をしっかり準備すること。
・事後学習：演習で議論した論点をしっかり自己の研究に生かすために研究的に検討すること。

担当教員氏名（代表含む） 田口　直樹

履修上の制限

科目の主題

本演習では、修士論文を土台として、参加者の個人研究報告を中心に授業を進めていく。尚、研究テーマと関連する文献を適
宜輪読していく予定である。随時、工場見学等を行うことにより問題意識の豊富化をしていく。

英語科目授業名 Seminar on Economics of Technology

科目ナンバー CD3SC0042.5

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CD20340013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 技術論特殊研究演習
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評価方法

次に掲げる各項目を評価基準として考慮する。
１、学術上の貢献
２、問題意識の明確さ
３、課題設定の適切さ
４、着眼点の斬新さと独創性
５、資料の取り扱いの適切さ
６、先行研究の取り扱いの適切さ
７、論旨の明確性と一貫性
８、表現・表記法の適切性
９、構成の体系性

受講生へのコメント

博士論文の執筆は、基本的に受講者自ら行うものであり、本授業はそれが的確になされるよう支援する場だといえる。以上の
点を踏まえ、本授業では受講者の主体的な取り組みを重視する。

教材

必要に応じて適時指示する。

授業の到達目標

所定の研究指導を受け、博士論文審査及び試験に合格すること。

授業内容・授業計画

受講者の博士論文執筆の進捗状況を把握し、論文構成および執筆内容に関して議論するとともに、事前・事後学習の内容や方
法等に関して指導する。

事前・事後学習の内容

授業時に指示された内容や方法に従い、各自創意工夫の上、的確に事前・事後学習を行うこと。

担当教員氏名（代表含む） 各教員

履修上の制限

科目の主題

自らの研究テーマに基づき博士論文を執筆する。

英語科目授業名 Doctor's Thesis

科目ナンバー CD3TO3300.3

単位数 0単位 授業形態 演習

授業コード CD00050013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 博士論文
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授業コード CM00010011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 定量的方法論研究

英語科目授業名 Seminar on Quantitative MethodologyLecture

科目ナンバー CM1LO0001.1

単位数 2単位 授業形態 講義／演習

担当教員氏名（代表含む） 川島　隆志

履修上の制限

科目の主題

本講義は、大学院で研究論文を作成するに際して、実証研究におけるリサーチの基本的な考え方や技術を習得する。
座学理論の学習はもちろんのこと、定量的方法論による論文にも接してもらう。
また、実際にリサーチを経験していただき、理論をいかに実現するかのハウツーも習得する。

授業の到達目標

定量的方法論による論文を読む力をつけることを第一目標とし、最終目標は、研究論文において定量的方法論を駆使できる力
をつけることである。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
各回の予定は以下の通り。但し、状況を見て、ディスカッションの方法は、変更する可能性はある。
第1回： イントロダクション
第2回： リサーチ・デザイン
第3回： 調査項目の設定（変数による思考）、調査テーマのディスカッション①
第4回： 調査票の作成・調査項目ディスカッション、調査票の作成・調査項目ディスカッション
第5回： 統計解析手法　クロス集計、仮説検定、調査項目ディスカッション
第6回： 統計解析手法　相関分析、分散分析、調査項目ディスカッション
第7回： 統計解析手法　回帰分析、調査項目ディスカッション
第8回： 統計解析手法　因子分析、信頼性分析、調査企画ディスカッション
第9回：  統計解析手法　クラスター分析、判別分析、調査企画ディスカッション
第10回：統計解析手法　さまざまな多変量解析
第11回： アンケート集計・解析
第12回：アンケート集計・解析
第13回： 演習の発表(1)
第14回： 演習の発表(2)

事前・事後学習の内容

事前学習：講義の中で指定する課題を学習、専門用語等の下調べ
事後学習：レジュメおよび課題・ワークショップについて復習する

評価方法

講義への協力度（発表）。<20%>
グループ・ディスカッション、演習への参画態度。<10%>
期末レポートにて評価する。<70%>

受講生へのコメント

統計学を習得する講義ではなく、どのように統計学を利用して、研究論文を書くのかを習得していただくのが目的である。
優れた実証研究論文を書きたいと願っている学生は、ぜひ受講していただきたい。

教材

テキストは使用しない。参考図書は講義中に適宜指示する。
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授業コード CM00020011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 定性的方法論研究

英語科目授業名 Seminar on Qualitative MethodologyLecture

科目ナンバー CM1LO0001.2

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

近年の社会科学においては、主に統計資料や質問紙調査等によって得られる数量化されたデータを扱う定量的研究（ 
Quantitative Research ）に加えて、主に社会現象の観察や当事者へのインタビュー、文献・資料の収集・分析等によって得
られる「質的データ」に依拠する「定性的研究」（ Qualitative Research ）の意義と重要性が広く認識されつつある。本講
義では、受講者がこうした定性的研究の方法論と代表的な手法についての基礎的な知識を習得することを目標とする。また適
切な手続きに基いて先行研究をレビューし、学術調査の設計を行うことも重視する。

授業の到達目標

経営学に関する研究の基本的なリテラシーを取得し、学位論文作成のための基本スキルを身につける。
知的好奇心を覚える不思議なことを、研究テーマとして探る。
社会現象の意味に注目した上で、その現象を説明しようとする方法論を検討する。
組織における人間の意思決定、それに影響を及ぼす諸要因のメカニズムを考察する。

授業内容・授業計画

本講義は、基本的に WebClass を活用した遠隔形式で開講する。コロナ禍の状況が和らいだり、受講人数がごく少数である場
合は、対面での開講も視野に入れる。

自らの研究の妥当性と信頼性を立証するために、また生産性を上げるためにも、「どのような研究課題（ Research Question 
）を設定し、どのような研究方法（ Methods ）を用いて、その課題を解明すれば良いか」という研究方法論（ Methodology 
）が、不可欠な基礎知識となっている。本講義では、経営学のほか社会学、心理学、文化人類学などの研究方法に言及した文
献も参照しながら、大学院でアカデミック・リサーチに取り組むにあたって最低限は理解しておきたい、社会科学および定性
的研究の特徴と研究方法論を概説する。
また本講義は、複数の教員によるオムニバス形式で行う。各教員によって、開講のスタイルや日時が異なってくる。よって第1
回のセッションにて、各回の開講日時を確認する。

　第1回：はじめに　開講日時の確認と定性的方法論についての概説　
　第2回：課題を決めるとは、どういうことか
　第3回：自分の立場を客観視してみる
　第4回：観察単位の捉え方
　第5回：歴史の捉え方　
　第6回：論文執筆の進め方；地場／地域産業 編
　第7回：地場産業産地をどうやって調査するか
　第8回・第9回：調査結果をどうやって解釈するか ー理論的な概念を使うー
　第10回〜第13回：論文作成に向けて
　第14回：おわりに　期末レポート（リサーチ・プロポーザル）作成に関する指導

事前・事後学習の内容

指定するテキストを熟読し、各講義に臨むことを、事前学習の基本とする。
講義で学び、受講生間で議論したことを省察し、自分の研究計画づくりに反映させることを、事後学習の基本とする。
マーケティング論や戦略論、組織論、産業集積論、金融論などを問わず、様々な分野の本を余力のあるうちに読んでおくこと
を推奨する。たとえば社会学や心理学、経済学、歴史学、哲学などが挙げられる。自分の関心のある分野の本を無理なく読み
進め、その本の考え方を吸収しておくと、自身の研究に役立つ。

評価方法

各セッションへの貢献度（40％）と、期末レポート（60％）を総合して評価する。
受講者は、講義内容を各自の研究テーマ・関心に引き寄せて理解し、修士課程における自らのリサーチ・プロポーザル（いわ
ば研究デザインの素案であり、必ずしも定性的研究である必要はない）を期末レポートにまとめて提出することが期待され
る。

受講生へのコメント

研究計画と方法があることは、学位取得のための研究遂行の必須要件となる。
また大学院進学の際の研究主題と計画に関する文献リストは、常に更新しなければならない。それらの文献についての研究方
法と調査の設計、および収集・分析するデータの特性などについても確認をしておくことが、独創性のある研究を開始するス
タート地点と言えよう。
各自の研究を構想するとともに、複数の担当教員から、研究のマインドを肌で感じ取り、これから研究を進めていく自身の糧
にしてほしい。

教材

テキスト；明石芳彦『社会科学系論文の書き方』ミネルヴァ書房 2018年

参考書については、担当教員から随時紹介する。
それ以外の主なものを、下記に示す。

１．論文や社会科学の考え方、研究方法論に関連して
石原武政『「論理的」思考のすすめ』有斐閣 2007年
伊丹敬之『創造的論文の書き方』有斐閣 2001年
R.K.イン『ケース・スタディの方法』千倉書房 改訂版 2011年２．経営学に関連して
沼上幹『行為の経営学　経営学における意図せざる結果の探究』白桃書房 2000年
金井壽宏、佐藤郁哉、ギデオン・クンダ、ジョン・ヴァン-マーネン『組織エスノグラフィー』有斐閣 2010年
藤本隆宏、高橋伸夫、新宅純二郎、阿部誠、粕谷誠『リサーチ・マインド　経営学研究法』有斐閣 2005年
ラッセル・ベルグ、アイリーン・フィッシャー、ロバート・V・コジネッツ『消費者理解のための定性的マーケティング・リ
サーチ』碩学舎 2016年３．インタビュー調査の方法と方法論
小池和男『聞きとりの作法』東洋経済新報社 2000年
小池和男、洞口治夫『経営学のフィールド・リサーチ』日本経済新聞社 2006年
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授業コード CM10200011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 貿易論研究

英語科目授業名 Lecture on Trade Theory

科目ナンバー CM3LC0028.1

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘

履修上の制限

科目の主題

グローバル化のもとで経済と働き方がどう変わるのかを考える。具体的な産業を取り上げて、グローバル化に対しどう対応し
たのかを見ていく。

授業の到達目標

グローバル化に企業や人々がどう対応しどうグローバル化を活用したのかを見ていくことにより、自分が論文を書くときに必
要な発想を得られるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施する。
第1回： 序論
第2回： グローバル化と働き方のゆくえ
第3回： サービスの海外アウトソージング
第4回：バブル経済の発生とアメリカの圧力
第5回： 日本農業へのグローバル化の影響
第6回： 介護に従事する外国人
第7回： 外国人社員が活躍するための経営改革
第8回： 中堅・中小製造企業における設計業務のオフショアリング
第9回： アジア通貨危機
第10回： 韓国の外国人労働者受け入れ政策
第11回： 欧州の移民政策に見るパラドクス
第12回： EUの東方拡大と農業・食品産業
第13回： 世界貿易機関
第14回： まとめ
期末試験

事前・事後学習の内容

その授業の内容について、事前に自分で調べてくるのが望ましい。また、事後に、授業内容を振り返り、その内容を理解でき
ているかを確認しておくこと。

評価方法

期末試験のみで決める。

受講生へのコメント

受講生がグローバル化に強い関心を持っていることを、受講の条件とする。

教材

高橋信弘編 『グローバル化の光と影』 晃洋書房。
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評価方法

レポート（６0点）と平常点（４0点）によって評価する。

受講生へのコメント

事前に配布資料を予習し、専門用語などを調べつつ理解するようにする。

教材

参考書は講義中に適宜に指示する。

授業の到達目標

アジアにおける日系企業、欧米系企業と新興国企業の経営システムの相違点への理解を深める。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。

第１回　概要と視角
（企業統治の変容と経営現地化）
第２回　地域間･企業間「複合的競争メカニズム」
第3回　コーポレートガバナンス
第３回　海外事業の統括方式
（生産システムの進化と従業員管理）
第４回　生産システムと現場管理
第５回　従業員管理と雇用システム
（アジア企業の特質をどう捉えるか）
第６回　「垂直分裂」分業システムの再考
第７回　「市場主義管理」の特質
第８回　「複線的雇用管理」の展開
（アジア企業の調査研究）
第９回　 欧米企業の事例Ⅰ
第10回　欧米企業の事例Ⅱ
第11回　日系企業の事例
第12回　新興国企業の事例Ⅰ
第13回　新興国企業の事例Ⅱ
第15回　総括と展望

事前・事後学習の内容

事前に配布されるレジメと資料を予習しておく。事後には授業中理解できなかったことを書面で提出し、次回の授業のはじめ
に回答を行う。

担当教員氏名（代表含む） 李　捷生

履修上の制限

科目の主題

本講義ではアジアに進出する日系企業と欧米系企業および域内新興国企業の事例を分析対象とし、それぞれの特徴を企業統
治、生産システムと従業員管理という三つの側面から比較しつつ分析する。なおそれらの分野で注目される新しい争点や有力
な見解を批判的に検討するとともに、近年の動向や実態変化のプロセスを現地調査の諸成果と第 1 次資料に基づいて考察す
る。

英語科目授業名 Comparative Company Management

科目ナンバー CM4LG0003.15

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10640011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 比較企業論研究
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評価方法

レポート60%と報告40%で成績を評価する。

受講生へのコメント

指示した参考文献を積極的に学習すること。

教材

必要な参考文献は、講義中に適宜指示する。

授業の到達目標

アジア地域の経済関係と産業構造の変化を理解し、経済成長の要因を把握する。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回授業ガイダンス第2回アジアの経済成長と中国の改革・開放政策第3回計画経済の問題点第4回中国の経済発展と経済構造
の変化第5回農村改革と郷鎮企業の成長第6回国有企業改革と株式会社化第7回国有企業改革と証券市場の形成第8回個人経営と
私営企業の成長第9回財政・金融制度の改革第10回貿易と外資企業の発展第11回格差問題と持続的経済発展の課題第12回日中韓
の経済関係第13回アセアンの経済成長第14回インドの経済成長第15回まとめ第16回報告会

事前・事後学習の内容

第1回必要に応じて指示する。第2回事前にレジュメを配布する。第3回事前にレジュメを配布する。第4回事前にレジュメを配
布する。第5回事前にレジュメを配布する。第6回事前にレジュメを配布する。第7回事前にレジュメを配布する。第8回事前に
レジュメを配布する。第9回事前にレジュメを配布する。第10回事前にレジュメを配布する。第11回事前にレジュメを配布す
る。第12回事前にレジュメを配布する。第13回事前にレジュメを配布する。第14回事前にレジュメを配布する。第15回事前に
レジュメを配布する。第16回講義中に提示する。

担当教員氏名（代表含む） 王　東明

履修上の制限

科目の主題

アジア地域では、この40年間に最も注目されているのは、中国の経済成長である。本講義では、市場経済化、経済のグローバ
ル化および「社会主義市場経済」という三つの視点から、改革・開放以降の中国の経済発展を考察し、経済成長の要因を探
る。それと同時に、日中韓、アセアン、インドなどのアジアの経済関係や産業構造の現状と課題も検討する。

英語科目授業名 Asian Economic Research

科目ナンバー CM4LG0003.12

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10660011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 アジア経済論研究
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評価方法

最終レポートによって評価する。

受講生へのコメント

受講者数に応じて講義の進め方が若干変化するので、受講希望者は初回の講義には必ず参加してください。

教材

テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。

授業の到達目標

日本経済の概況と日本企業の現状について理解する。その上で、日本企業の海外展開について、歴史的経緯も含めて現状を理
解する。

授業内容・授業計画

本授業の実施形態は対面と遠隔の混在型とします。
初回授業時は対面で実施しますので、その際に詳しく説明をしますが、月に1回は対面での実施を行いたいと思います。
それ以外には、学習の進行状況やコロナウイルス感染状況を見つつ、Zoom等の双方向型のコミュニケーションツールを使った
演習と、課題提示型の授業を混ぜる形で進行していく予定です。
なお、現時点で、という事になりますが以下のような授業の進行を予定しています。

第1回：イントロダクション
第2回：日本経済の発展の経緯
第3回：日本経済の発展と日本の企業
第4回：日本の企業グループ
第5回：日本企業を知る①：製造業
第6回：日本企業を知る②：サービス業
第7回：日本企業を知る③：金融業
第8回：日本企業の海外展開の現状
第9回：海外展開の事例研究①：製造業
第10回：海外展開の事例研究②：エネルギー産業
第11回：海外展開の事例研究③：小売業
第12回：海外展開の事例研究④：金融業
第13回：まとめ
第14回：レポート指導

事前・事後学習の内容

事前に指定する書籍、資料等には目を通すこと。講義後は学習内容を整理し、理解の定着を図ること。

担当教員氏名（代表含む） 西尾　圭一郎

履修上の制限

科目の主題

長期的な海外生産比率の上昇などグローバル化が進む近年の日本企業はアジアを中心に国際展開を行っている。本講義では、
現代の日本企業の国際的な活動を理解するために、いくつかの産業ごとに国際展開の現状を分析する。そして多国籍企業論の
理論的基礎をおさえつつ、日本企業の特殊性や、これまでの展開過程などを整理し、現在の日本企業の姿について考察する。

英語科目授業名 Japanese Firms Research

科目ナンバー CM4LG0003.17

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10680011 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 日本企業論研究
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評価方法

レポート50%と報告50%で成績を評価する。

受講生へのコメント

指示した参考文献を積極的に学習すること。

教材

必要な参考文献は、講義中に適宜指示する。

授業の到達目標

アジア・ビジネスのダイナミックな変化を洞察する能力、課題解決のための実践的知見を涵養する。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回授業ガイダンス第2回東南アジア進出の日系企業が抱える課題（分野の専門家）
第3回日系企業のアジア現地雇用者の処遇と今後の改革（分野の専門家）
第4回中小企業のビジネスモデル戦略（分野の専門家）第5回地域産業のアジア人材活用の動き（分野の専門家）第6回環境ビジ
ネスの対アジア戦略（分野の専門家）第7回日系企業の現地ネットワーク化（分野の専門家）第8回日系企業の現地経営戦略
（分野の専門家）第9回日系企業の現地人的資源管理（分野の専門家）第10回伝統工芸の新たな挑戦−伝統技術の伝承のために−
（分野の専門家）第11回伝統工芸の国際化に向けた動き」（分野の専門家）第12回伝統産業の国際的新市場開拓（分野の専門
家）第13回伝統産業の現地マーケティング戦略」（分野の専門家）第14回日・ネパール観光産業の事業戦略（分野の専門家）
第15回現地での新事業開発戦略（分野の専門家）第16回まとめと報告会

事前・事後学習の内容

第1回必要に応じて提示する。第2回事前にレジュメを配布する。第3回事前にレジュメを配布する。第4回事前にレジュメを配
布する。第5回事前にレジュメを配布する。第6回事前にレジュメを配布する。第7回事前にレジュメを配布する。第8回事前に
レジュメを配布する。第9回事前にレジュメを配布する。第10回事前にレジュメを配布する。第11回事前にレジュメを配布す
る。第12回事前にレジュメを配布する。第13回事前にレジュメを配布する。第14回事前にレジュメを配布する。第15回事前に
レジュメを配布する。第16回事前にレジュメを配布する。

担当教員氏名（代表含む） 王　東明

履修上の制限

科目の主題

アジア・ビジネスの現場を熟知する第一線の実務家・研究者をゲストスピーカーとして迎え、生きた実例で日本とアジアの企
業が直面している課題、経営戦略、マーケティング、企業ファインナスなどを学ぶ。

英語科目授業名 Asia Business Workshop II

科目ナンバー CM4LG0003.10

単位数 2単位 授業形態 講義

授業コード CM10620011 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 アジア・ビジネス・ワークショップⅡ
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評価方法

各自の研究発表や議論への参加、研究成果によって評価する。レポート50％と報告50％で成績を評価する。

受講生へのコメント

各自が選んだ研究テーマに、常に好奇心を持って研究発表や論文の作成に積極的に取り組んでください。演習ですので積極的
に意見を述べる事は重要ですが、批判にとどまらず、発展的な議論ができることを常に意識してください。

教材

酒井聡樹（2015）『これから論文を書く若者のために 究極の大改訂版』共立出版。河村哲二編『グローバル金融危機の衝撃と
新興経済の変貌—中国、インド、ブラジル、メキシコ、東南アジア』ナカニシヤ出版、2018年。各自の研究テーマに応じて参考
文献を指示する。

授業の到達目標

課題研究論文の問題意識を明確にし、論文作成の方法や調査研究のノウハウを習得する。課題研究論文作成に向けた基礎作業
としては、適切な課題の探求、設定が出来るようになること、それを他者に学術的に意味のある形として伝えることができる
ようになること、そのために必要となる文献の収集と適切な読み込み、理解を行ったうえで、先行研究と自らの研究との差異
を示すことが出来るようになることが目標である。

授業内容・授業計画

授業は、対面で実施します。

第1回ガイダンス第2回文献講読①研究全体の俯瞰第3回文献講読②先行研究サーベイの理解第4回文献講読③先行研究サーベイ
から得られる事第5回文献講読④事例研究第6回文献講読⑤事例研究第7回文献講読⑥事例研究第8回文献講読⑦事例研究第9回文
献講読⑧事例研究第10回文献講読⑨事例研究第11回文献講読⑩事例研究第12回文献講読⑪事例研究と理論研究の関係第13回文
献講読⑫研究をまとめる、ということ第14回文献講読⑬総括第15回前期のまとめ第16回先行研究サーベイの重要性第17回先行
研究の探し方第18回先行研究サーベイの実践①第19回先行研究サーベイの実践第20回先行研究サーベイの実践第21回先行研究
サーベイの実践第22回先行研究サーベイの実践第23回研究課題の報告①第24回研究課題の報告②第25回研究課題の報告③第26
回研究発表第27回研究発表第28回研究発表第29回研究発表第30回研究課題の確定と目標設定第31回年間のまとめ

事前・事後学習の内容

第1回紹介された文献を読み込む第2回文献の読み込みと関連データや資料の収集、整理、疑問点の析出などを行う第3回第4回
第5回第6回第7回第8回第9回第10回第11回第12回第13回第14回第15回前期を全体的に振り返っておく第16回自らの問題意識を明
確にしておく第17回自らの研究課題に関連する文献を探す第18回各自、報告者の提示した資料を読んでおく第19回第20回第21
回第22回第23回授業中に指摘された資料等の確認を行う第24回第25回第26回他者の報告から得られる示唆や情報を整理し、確
認する第27回第28回第29回第30回研究課題を簡潔に伝える用意をする第31回必要に応じて指示する。

担当教員氏名（代表含む） 王　東明

履修上の制限

科目の主題

アジアの経済成長と産業構造を考察し、特に中国経済の成長要因と抱えている問題点を分析しながら、関連文献や先行研究を
整理・検討する。各自の問題意識に基づいて、課題研究論文のテーマの設定、研究計画、資料収集および論点の整理などを行
う。これらの論文完成の準備作業に基づいて、各自がゼミで研究内容を発表する。アジア・ビジネスの関連文献のサーベイを
通じて、研究方法や研究課題の設定を学び、受講者の研究能力を養う。後期には自らの研究課題と関連する先行研究のサーベ
イ報告を通じて課題の深掘りを行うと同時に論文作成の方法論を学ぶ。

英語科目授業名 Seminar on Asia Business 1-A

科目ナンバー CM4SG0103.1

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20580013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 アジア・ビジネス研究演習1-A
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評価方法

各自の講義内での報告や議論への参加、研究成果によって評価する。

受講生へのコメント

日系企業や南アジアのビジネスについて知識の無い院生も、関心のある院生も共に歓迎します。知識を習得しながら、課題研
究論文のテーマ設定（内容は限定しません）と論文作成の方法を学びます。

教材

受講者数や演習の進展状況に合わせ、その内容に応じた文献・書籍を順次選んで提示する。従って初回の受講時に、ガイダン
スを行いつつ、受講者と相談して方向性を定めます。

授業の到達目標

受講者の問題意識を明確にし、課題研究論文のテーマを設定すると同時に、論文作成の方法を習得する。

授業内容・授業計画

本授業の実施形態は対面と遠隔の混在型とします。
初回授業時は対面で実施しますので、その際に詳しく説明をしますが、月に1回は対面での実施を行いたいと思います。
それ以外には、学習の進行状況やコロナウイルス感染状況を見つつ、Zoom等の双方向型のコミュニケーションツールを使った
演習と、課題提示型の授業を混ぜる形で進行していく予定です。

課題研究論文のテーマ、分析視角、研究対象とする地域などを明確にして、それに関連する先行研究の探索と検討を行う。各
自は研究の中間報告を発表し、相互に意見交換することによって、研究を発展・深化させる。
その際の課題として、日系企業を中心に多国籍企業の理論を学んだり、現代的なビジネストピックについての動向を整理、把
握などが考えられるが、基本的には文献の読み込み、サーベイを通じて課題研究論文の作成への道筋をつけていく。また、各
自の問題意識の深化を求めるため、課題そのものは順次変化していくことになる。

事前・事後学習の内容

事前に提示、配布する参考資料・文献を読んで、各自が順次報告をする。演習中に生じた疑問や問題点については、事後に調
べて、次回の講義で報告し、各自の理解を深める。

担当教員氏名（代表含む） 西尾　圭一郎

履修上の制限

科目の主題

日系企業の海外展開は、少子高齢化やグローバルな価値連鎖の伸長、エマージング市場の成長を背景に、現在急速に進んでい
る。ここでは急成長を遂げる南アジアを中心に、日系企業の国際展開について関連文献の検索と検討を通して分析方法や分析
視角を学び、各自の研究能力を養う。

英語科目授業名 Seminar on Asia Business 1-B

科目ナンバー CM4SG0103.3

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM20600013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 アジア・ビジネス研究演習1-B
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評価方法

各自の研究とデスカッションへの取り込みや研究成果（課題研究論文）によって総合的に評価する。

受講生へのコメント

受講者が選んだ研究テーマについて、分析視角や文献サーベイおよび現状分析などを発表する機会を多く設定するので、研究
発表や質疑応答への積極的な取り込みが不可欠である。

教材

研究テーマに応じて論文や書籍を選定する。

授業の到達目標

自己の研究成果を課題研究論文としてまとめるためのノウハウを身につける。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。
前期において、アジア・ビジネスの課題研究を地域経済（経済・産業等）と企業経営（戦略・組織等）の両側面から進める。
各自で自らの問題関心に基づいて課題設定と研究計画の立案を行いつつ、先行研究を整理・検討する。そして論文完成の準備
作業として資料収集、調査研究とプレゼンテーションを行う。
後期において、課題研究論文の中間報告会を行いつつ、質疑応答やデスカッションを通じて、各自の研究を改善しつつ課題研
究論文を完成させる。

事前・事後学習の内容

事前にレジメと資料を整理し、プレゼンペーパーを作成する。
事後に教員や他のゼミ生からのコメントを整理し、レジュメと資料を修正する。」

担当教員氏名（代表含む） 李　捷生

履修上の制限

科目の主題

文献サーベイを通じて、アジア・ビジネスの研究方法を習得しつつ、課題研究、実態調査と論文作成の能力を涵養する。

英語科目授業名 Seminar on Asia Business 2-A

科目ナンバー CM4SG2203.2

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30570013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 アジア・ビジネス研究演習2-A
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評価方法

受講生の研究への取り組み、その報告内容、演習での質疑応答・議論への参加度、課題研究論文によって、総合的に判断す
る。

受講生へのコメント

受講生は自分の問題意識に従って、課題研究のテーマを自由に選べます。テーマ設定の後、関連文献や資料の収集、分析視角
や分析枠組等について、演習のなかで報告する機会を多く設けますので、研究発表や質疑応答に積極的に取り組んでくださ
い。
積極的な取り組みが課題研究論文の完成には不可欠になります。

教材

研究テーマに応じた論文や書籍

授業の到達目標

課題研究論文のテーマを明確に設定し、立案した研究計画に従って研究を進め、課題研究論文を完成させる。適切な先行研究
の検索と分析を行う能力、資料収集や実態調査の方法、適切な分析方法を習得し、論文を作成する能力を養う。

授業内容・授業計画

授業は、遠隔で実施します。
前期において、受講生は各自の問題意識に基づいて研究課題を絞り込み、研究計画の立案を行う。まず先行研究の収集と整理
を行うとともに、論文執筆に必要な資料収集や調査研究を行う。さらに、論文執筆に不可欠な理論的枠組み、分析方法につい
て研究する。研究成果の中間報告を行い、質疑応答や議論をとおして、各自の研究を深める。
後期には課題研究論文の中間報告を行い、質疑応答や議論を行う過程で、受講生の不十分な分析や研究を改善し、課題研究論
文を完成させる.。

事前・事後学習の内容

受講者は複数回、各自の研究の進展状況を報告する。各自は報告に向けて事前によく準備し、研究報告のレジュメを作成す
る。報告後は，報告時に指摘された、報告者の研究についての質問や疑問、さらに取り組むべき課題について答えるためにさ
らに研究を進め、次回の報告に向けて準備する。

担当教員氏名（代表含む） 森澤　恵子

履修上の制限

科目の主題

この演習は Webclassにて遠隔（実施方法：発展）によりする。

国際的生産ネットワークへの参入やデジタル革命の急速な進展によって急速な成長と変化を遂げているアジアの産業・企業・
ビジネスについて学ぶ。アジアの産業・ビジネスの担い手やリーディング産業の変遷、産業政策の転換を踏まえて、アジアの
産業発展経路、アジアの企業のビジネス展開の特徴を把握する。関連文献の検索と検討を通して、課題研究論文の作成に必要
な分析視角、および実態調査の方法を学び、論文作成のための研究能力を養う。

英語科目授業名 Seminar on Asia Business 2-B

科目ナンバー CM4SG2203.4

単位数 4単位 授業形態 演習

授業コード CM30590013 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 アジア・ビジネス研究演習2-B
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評価方法

次に掲げる各項目を評価基準として考慮する。
１、実務的示唆の有益性
２、問題意識の明確さ
３、課題設定の適切さ
４、着眼点の斬新さと独創性
５、資料の取り扱いの適切さ
６、先行研究の取り扱いの適切さ
７、論旨の明確性と一貫性
８、表現・表記法の適切性
９、構成の体系性

受講生へのコメント

課題研究論文の執筆は、基本的に受講者自ら行うものであり、本授業はそれが的確になされるよう支援する場だといえる。以
上の点を踏まえ、本授業では受講者の主体的な取り組みを重視する。

教材
必要に応じて適時指示する。

授業の到達目標

必要な研究指導を受けたうえ課題研究論文審査及び試験に合格すること。

授業内容・授業計画

受講生の課題研究論文執筆の進捗状況を把握し、論文構成および執筆内容に関して議論するとともに、事前・事後学習の内容
や方法等に関して指導する。

事前・事後学習の内容

授業時に指示された内容や方法に従い、各自創意工夫の上、的確に事前・事後学習を行うこと。

担当教員氏名（代表含む） 各教員

履修上の制限

科目の主題

自らの研究テーマに基づき課題研究論文を執筆する。

英語科目授業名 Inter-disciplinary Research Paper

科目ナンバー CM3RO2200.2

単位数 0単位 授業形態 演習

授業コード CM00060013 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 課題研究論文
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