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1．プログラム別設置ゼミおよびモジュール紹介

　プログラム別のゼミおよびモジュール紹介内容を参考に、志望するプログラムをご検討ください。

　「全日制グローバル」「1 年制総合」「夜間主総合」「夜間主プロフェッショナル ファイナンス専修」の各プログラ

ムについては所属するゼミを入学後に選択していただきます。「夜間主プロフェッショナル マネジメント専修」につ

いては出願時に志望するモジュールを選択していただき、入学後はそのモジュールに設定されるゼミに所属すること

になります。

　注）　 各紹介文は、あくまで出願するプログラムおよびモジュールを選択する際の参考資料として、各担当教員が

入学予定者に期待する内容等を記述しているものであり、記述してある内容は当該入学試験の出願資格では

ありません。

■ 全日制グローバル：2017 年度設置ゼミ（予定）：入学後に選択します
＊ゼミ開講予定は一部変更になる場合があります。

ゼミ名称 担当教員

事業戦略と総合経営 教授 相葉　宏二
経営戦略と産業進化 教授 淺羽　茂
フロンティアの経営学 准教授 入山　章栄
会計制度の経済分析 教授 薄井　彰
マーケティングと新市場創造 教授 川上　智子
組織戦略とオペレーション戦略 教授 菅野　寛
マーケティング・マネジメント 教授 木村　達也
日本企業の戦略と管理会計 教授 清水　信匡
Global Strategy and Organization 准教授 謝　凱宇
組織行動 准教授 竹内　規彦
マーケティング戦略 教授 永井　猛
デザイン＆ブランド・イノベーション 教授 長沢　伸也
企業価値 教授 西山　茂
アントレプレヌールシップと起業家的リーダーシップ 教授 東出　浩教
組織と情報 教授 平野　雅章
マネジリアル・エコノミクス 教授 眞野　芳樹

■ １年制総合：2017 年度設置ゼミ（予定）：入学後に選択します
＊ゼミ開講予定は一部変更になる場合があります。

ゼミ名称 担当教員

競争戦略と総合経営 教授 相葉　宏二
経営戦略：競争と市場創造 准教授 池上　重輔
金融ビジネスと企業財務戦略 教授 岩村　充
企業戦略とマーケティング 教授 内田　和成
財務情報と企業評価 教授 小宮山　賢
起業プロセスとビジネスプラン 教授 東出　浩教
戦略とマネジメントコントロール 教授 山根　節
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■ 夜間主総合：2017 年度設置ゼミ（予定）：入学後に選択し、２年次に履修します
2018 年度設置ゼミは一部変更になる場合があります。

ゼミ名称 担当教員

戦略構想力 教授 淺羽　茂

競争戦略と市場創造戦略 准教授 池上　重輔

企業・事業戦略 客員教授 今村　英明

フロンティアの経営学 准教授 入山　章栄

金融ビジネスと企業財務戦略 教授 岩村　充

会計制度の経済分析 教授 薄井　彰

応用ファイナンス理論 教授 大村　敬一

組織戦略とオペレーション戦略 教授 菅野　寛

マーケティング 教授 木村　達也

財務情報と企業評価 教授 小宮山　賢

金融法務事情 教授 柴崎　暁

日本企業の戦略と管理会計 教授 清水　信匡

戦略的人材マネジメント 教授 杉浦　正和

組織行動 准教授 竹内　規彦

マーケティング・ストラテジー 教授 永井　猛

デザイン＆ブランド・イノベーション 教授 長沢　伸也

ビジネスモデル／ネットビジネス／プラットフォーム戦略 教授 根来　龍之

企業価値創造のための経営と管理 教授 西山　茂

イノベーションのためのファイナンス戦略 准教授 樋原　伸彦

グローバル経営の戦略 教授 平野　正雄

マネジリアル・エコノミクス 教授 眞野　芳樹

マクロファイナンス 教授 米澤　康博
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■ 夜間主プロフェッショナル

・マネジメント専修：2017 年度募集モジュール（予定）：出願時に選択します

モジュール名称 責任者

競争戦略 教授 内田　和成

人材・組織マネジメント 教授 杉浦　正和

経営戦略 教授 根来　龍之

事業創造とアントレプレナー 教授 長谷川　博和

グローバル経営 教授 平野　正雄

マーケティング・マネジメント 教授 守口　剛

・ファイナンス専修：2017 年度設置ゼミ（予定）：入学後、第２セメスターから履修します

モジュール名称 責任者

企業経済学 准教授 蟻川　靖浩

金融経済学 教授 池田　昌幸

マーケット・マイクロストラクチャー 教授 宇野　淳

不動産・保険・金融 教授 川口　有一郎

計量経済学 教授 斯波　恒正

コーポレート・ファイナンス実証分析 教授 鈴木　一功

金融システムとコーポレート・ガバナンス 教授 首藤　惠

ポートフォリオ・マネジメント 教授 竹原　均

コンピューテーショナル・ファイナンス 教授 中里　大輔

債券投資戦略 教授 四塚　利樹
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全日制グローバル

■全日制グローバルゼミ紹介

事業戦略と総合経営
担当教員：教授 相葉　宏二

このゼミはグローバルマインドを持つ MBA としての総合力を養うことを最大の目的としています。ケース討議

を通じて広範なテーマをカバーします。例えば競争戦略、組織構造、企業変革、ガバナンス、人事制度、マーケティ

ングなど、テーマはジェネラルマネジャーが出くわし、悩むテーマを広範に扱うことになります。グローバルゼミ

は英語ゼミと日本語ゼミ、合同ゼミ（通訳します）を逐次組み合わせて行うものとします。日本語生は少なくとも、

合同ゼミと一年制総合ゼミ（日本語生）が相乗りする日本語ゼミに出ていただきます。英語ゼミへの参加も期待さ

れます。

演習の選択は、研究指導と関連しています。専門職学位論文（MBA Degree Thesis）のテーマの選択に関して、

純粋に学術的な理論研究は対象としません。基本的に MBA の論文ですので、学んだ経営のコンセプトなどを応用

しながら、特定の業界、企業に対する問題解決型の提言を行い、一般化できる示唆を抽出することを期待します。

そのためには市場や組織に関する情報を集め、分析し、実践的な論理を組みたてるプロセスを踏んでいただきます。

経営戦略と産業進化
担当教員：教授 淺羽　茂

当ゼミは、グループあるいは個人で、学術論文の精読、産業・企業の事例やデータ分析を行い、様々な経済・経

営現象を理解することを目的とします。企業と産業の両方を分析レベルとしているのは、企業と環境の共進化とい

う考え方が根底にあるからです。企業は、環境に適応し、他社とインタラクションし、その結果環境を変化させます。

その過程で生じる多様な現象や問題、たとえば企業の戦略や組織、企業変革、企業間の競争・協調、その結果とし

ての産業構造と産業進化（参入、企業成長、退出）、競争パターンの変化、技術革新、産業のライフサイクルなど

が分析対象です。各自の問題意識や関心に応じて、研究のトピックや学位論文のテーマは多岐にわたります。学位

論文としては、既存の理論とかけ離れた事業モデルやアクション・プランの提案は望ましくないですが、現実の問

題意識が希薄な既存理論の概念整理も望ましくありません。MBA プログラムで学んだ理論や枠組みに基づいた現

象の理解、事例やデータの分析を通じた既存理論の再検討が期待されます。
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全日制グローバル

フロンティアの経営学
担当教員：准教授 入山　章栄

本ゼミでは、欧米を中心とする「世界の」経営学で今進んでいる研究の成果を学び、その知見が現実のビジネス

に応用できるかを議論します。私自身の関心は経営戦略論、国際経営論、アントレプレナーシップ論ですが、他の

分野（組織論、イノベーション、マーケティング、ソーシャルビジネス）なども対象範囲とします。

具体的には、トップクラスの学術誌から学生の関心にあわせて論文を選び、輪読・議論することが中心となりま

す。専門職学位論文ではそのような研究の延長を行うのもよいですし、既存研究から得られた知見を日本企業の事

例分析に応用しても構いません。

以下のどれか一つの条件を満たす学生が本ゼミに向いていると考えています。

（1）世界の最先端で進んでいる経営学を理解したい。

（2）先端の経営学の知見を、自分の「ビジネスの現実」に応用したい。

（3）海外での博士号取得や経営学者になることに、少し関心がある。

ゼミの会話は英語中心になると想定しています。統計分析を使っている論文もありますが、不明な点は解説しま

すので、事前に高度な統計学の知識を持っている必要はありません。現実とのつながりを重視する立場から、実務

家を招いた講演やスタディーツアーも行いたいと考えています。
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全日制グローバル

会計制度の経済分析
担当教員：教授 薄井　彰

本ゼミは、資本市場を基礎とする会計研究と経営者の会計行動を議論します。このゼミでは、日本の会計制度と

資本市場、日本の会計制度と企業行動に関する課題を経済分析します。（1）会計制度や会計数値が資本市場の価格

形成に及ぼす影響、（2）日本の会計基準、米国の会計基準、国際財務報告基準（International Financial Reporting 

Standards: IFRS）などの会計ディスクロジャー制度、（3）公認会計士などの会計プロフェッションに関する監査

制度、（4）経営者報酬制度、（5）コーポレートガバナンス制度などが議論の対象となります。このゼミの目的は、

会計学、経済学、ファイナンス学、法学の高度な学際的知識を要する領域において、理論的、実証的なアプローチ

に基づく問題解決能力を修得することです。企業が直面する様々なコーポレートアクション、例えば、M&A、事

業提携、IPO（新規株式公開）、海外進出、事業再生、設備投資、株式投資、債券投資、金融商品投資、資金調達、

税務、利益情報開示などに関して、最新の会計理論やファイナンス理論などがどのように適用できるかについて実

証的に研究します。

本ゼミでは、以下のようなビジネスパーソンが実務の様々課題に対して理論的、実証的にチャレンジすることを

期待しています。

・CEO、CFO、取締役などの経営者

・企業の経理財務部門の管理者、スタッフ

・企業の経営企画部門の管理者、スタッフ

・企業の IR（Investor Relations）部門の管理者、スタッフ

・資産運用担当者

・会計専門家（公認会計士、税理士等）

・アナリスト

・官庁等の会計制度設計者

・将来、博士号を取得して高度な分析技術を有するスペシャリストあるいは研究者を志望する者

マーケティングと新市場創造
担当教員：教授 川上　智子

本ゼミは、マーケティングの主要なテーマである新市場創造に焦点を当て、マーケティングの理論と実践に関す

る理解と応用力の向上を目的として行います。

まず、マーケティング・リサーチ、マーケティング戦略、マーケティング・マネジメント等の最先端の理論を国

内外のジャーナル論文や文献から学びます。これと並行して、高度な専門知識を基に、企業事例の分析や現実的な

問題解決に取り組むケース・プロジェクトを行います。言語は、日本語および英語の両方を用います。

本ゼミは、夜間主のゼミと合同で行う機会があります。実務家をゲストスピーカーとして招くセミナーや、海外

のスタディ・ツアーも開催する予定です。

専門職学位論文では、新市場創造とマーケティングに関連する幅広い領域から、各自の関心に沿って、自由にテー

マを設定していただきます。文献調査や検索に留まらず、インタビューや質問票（アンケート）調査等、マーケティ

ングの理論や技法を十分に活用してください。学術的にも新規性が高く、実践的にも応用可能な論文を書き上げる

ために、ゼミ全体で切磋琢磨していきましょう。
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全日制グローバル

組織戦略とオペレーション戦略
担当教員：教授 菅野　寛

グローバルであること。

本ゼミは「全日制グローバル」ゼミの一環です。したがって、ゼミ生の何割かは日本語を解さない学生が参加す

ることを想定しています。その機会を最大限活用するために、本ゼミでは日本語を解する学生・解さない学生をあ

えて分けることはせずに、一緒に学んでもらうことを想定しています。しかしながら、英語に堪能であることを条

件とはしません。たとえ英語が堪能でなくても、いかにしてグローバルなビジネス環境で協業して物事を前に進め

るか。ゼミ活動を通じてそれを体験すること自体が学びだと思います。

学生主導であること

ゼミ活動として何をやるかを、講師の私が決めるというよりも、ゼミ生と私が話し合って、ゼミ生個々人が学び

たいことを共有し、何をやるかを決めていきたいと思います。もちろん、専門職学位論文を仕上げること、および

その指導は MUST ですが、それ以外のゼミ活動は学生主導で意思決定し、講師ができる限りサポートするスタイ

ルを取りたいと思っています。参考までに過去のゼミにおいては学生の希望に基づいて、企業訪問、CEO との直

接ディスカッション、ゼミ生のキャリアプランのディスカッション、他校の学生との合同ゼミ等を行いました。

狭義の「組織・オペレーション戦略」と言うよりも広義の「戦略のインプリメンテーション（実行）」

私はグローバル経営コンサルティング会社で十数年、数十のクライアントに対して数百のプロジェクトを通して、

経営課題の解決のお手伝いをしてきました。その経験から、「実行されて成果を出す戦略とその運用」とそうでな

い戦略・運用を強く意識するようになりました。ゼミ名称は「組織戦略とオペレーション戦略」ですが、このゼミ

のスコープを狭義の「組織戦略・オペレーション戦略」に限定するつもりはありません。むしろ広義にとらえて「戦

略とインプリメンテーション（実行）」、すなわち「戦略を実際のビジネスの現場で実行して、実際に結果を出すた

めには何が重要か」を一緒に考えていきたいと思います。戦略を実行して成果を出すためには、このゼミの名称で

ある組織やオペレーションも重要な要素ですが、戦略そのものの質、トップのリーダーシップ、組織のモチベーショ

ン、リスクや不確実性のマネジメント、等、他にも重要な要素があります。戦略を実行して成果を出すために必要

な要素、およびその要素の組み合わせ方、使い方、がテーマです。専門職学位論文のテーマも「戦略を実際のビジ

ネスで実行する際の課題」であれば、自由に研究テーマを選んでいただいて結構です。
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全日制グローバル

マーケティング・マネジメント
担当教員：教授 木村　達也

当ゼミの目的は、学生が自らの関心領域をベースに企業のマーケティング課題の発見と解決に取り組み、その過

程のなかでマーケティングへの現実適応能力を高めていくことにあります。まずは講義や文献をもとに基礎理論を

修得するとともに討論などを通じてマーケティングについての理解を一層深めながら、各自が専門職学位論文のた

めの研究テーマを設定します。期待される研究領域は、例えばマーケティング戦略策定、ブランド・マネジメント、

新製品の市場導入戦略、サービス・マーケティング、マーケティング組織、顧客関係性マネジメント、マーケティ

ング・コミュニケーション、インターネット・マーケティングなどですが、何に取り組むかは皆さん次第です。ゼ

ミ参加後、半年後をめどに専門職学位論文の計画書を作成します。

研究の方法としては、理論研究をベースにした上で企業や業界を対象にしたフィールドワーク（インタビューや

観察など）を行うか、定量的なサーベイ調査を実施することを勧めています。本や文献に書いてある情報や知識を

ただまとめ上げるのではなく、自らの頭を使って独自な研究を進めて欲しいと思っています。

一方で、ゼミ生の有志を中心にビジネス・ケースの作成を行っています。そこでは、関心を持つ特定の企業、

製品やサービスを対象にして経営全般およびマーケティングの視点から集中的に分析します。具体的にはインタ

ビューや各種のデータ収集を通して競争環境や顧客環境などの分析を行い、そこから当該企業の主要マーケティン

グ課題を探り出したのち、課題の解法に取り組みます。それらの成果をケースとしてまとめていきます。

日本企業の戦略と管理会計
担当教員：教授 清水　信匡

日本企業に適合した戦略とその戦略のもとでの管理会計（管理ツールや業績管理）を研究することを本ゼミの目

的とします。すなわち、日本企業が業績をあげるためには、どんな戦略をとるのがよいのか、またそのもとでどの

ように管理会計（管理ツールや業績管理）を利用するのがよいのかを考えることです。

企業経営を行うためにいかに管理会計（管理ツールや業績管理）を利用するかということを考えるのが管理会計

のテーマです。普通の管理会計のテキストはアメリカ企業を前提とした管理会計です（つまり未だに輸入学問です）

が、本ゼミでは日本企業の組織運営を前提とした管理会計を研究します。その理由は、日本企業の組織運営がアメ

リカの組織運営とかなり異なっているからです。さらに、通常の管理会計のテキストは戦略の違いを考慮して管理

会計を論じませんが、本ゼミでは経営戦略を考慮にいれて管理会計を研究します。要するに、本ゼミでは、日本企

業の組織運営と経営戦略を考慮にいれながら、管理会計（管理ツールや業績管理）を研究するところに特徴があり

ます。

（本ゼミの研究対象となる管理ツールの例）

１　戦略マップ　２　ディシジョンツリー　３　VE（バリューエンジニアリング）４　損益分岐点図表、 

５　ABC・ABM（活動基準原価管理）、６　投資評価技法、７　原価計算

（本ゼミの研究対象となる主要な業績管理の例）

１　予算管理　２　標準原価による管理と改善による管理　３　ミニプロフィットセンター（アメーバ経営）　 

４　事業部制管理　５　製品開発設計の業績管理（原価企画）
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Global Strategy and Organization
担当教員：准教授 謝　凱宇

This seminar addresses the strategy and organization issues confronting multinational enterprises in the course 

of global expansion. The learning objectives are twofold. First, to familiarize students with a range of conceptual 

tools for formulating and executing globalization strategies in the increasingly complex world economy. Second, 

to better prepare students for the post-MBA career in a multinational enterprise through practice-oriented 

research into a specific phenomenon of interest.

Topics covered here generally fall into three interrelated sections. The first section concerns the sources of 

global advantage and superior economic performance. Whereas the basics of global advantage are introduced in 

the core MBA curriculum, further extensions are discussed in this seminar. The second section connects global 

strategy to global organization. This strategy-organization link is crucial because effective strategy execution 

relies on effective organization structure and processes. The third section covers entry dynamics such as 

foreign distributors, joint ventures, and acquisitions that involve entrant firms collaborating with local partners 

in a foreign environment.

組織行動
担当教員：准教授 竹内　規彦

当ゼミでは、近年米国を中心に急速に発展しつつある「組織行動学（Organizational Behavior）」の考え方やコ

ンセプトを踏まえ、企業の組織と人材のマネジメントに関する理論的・実証的な研究を行うことを目的とします。

心理学・社会学等のバックボーンを支柱とし発展してきた組織行動学は、組織の中の人々の性格・価値観・態度・

行動に関する客観的なデータとその厳格な方法論に基づく仮説検証により、実務に応用度の高い数多くの人間行動

や成果に関する理論を蓄積しています。このエヴィデンス・ベースドの考え方をもとに、個人の第６感や経験則の

みに頼らない組織における効果的なマネジメントのあり方を考えていくことが当ゼミでの最大の課題です。具体的

な研究トピックスは、必ずしもこの限りではありませんが、以下のような例が挙げられます。

　□ 従業員のモチベーション及びその向上にむけたリーダーシップ／マネジメント

　□ 職場における上司・部下間の関係性と集団・組織への影響

　□ 職場やプロジェクト場面におけるチーム・ビルディング

　□ 組織における個人の社会化とリテンション（定着）・マネジメント

　□ 組織文化と組織変革のマネジメント：学習する組織の構築

　□ 組織戦略に適合する人材の採用・育成・報酬マネジメント

なお、当ゼミでは専門職学位論文において、定量的な実証研究を実施することを推奨しています。当ゼミでの研

究活動を通じ、組織の諸問題に対して科学的に切り込む能力の滋養と伸張が期待されます。
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マーケティング戦略
担当教員：教授 永井　猛

競争のルールが変わり、マーケティングの領域のみならず様々な分野で大きなパラダイムシフトが起こっていま

す。

戦略パラダイムの転換期を迎えて、CS（顧客満足）イノベーションに向けた経営プロセスの革新や新しいビジ

ネスモデルの構築が求められています。

もはや、マーケティングはどこか特定のセクションの活動ではなく、組織戦略、情報戦略と経営戦略を含めたビ

ジネスプロセス全体の問題としてとらえなければならない段階に至っています。また、マーケティングは新製品・

新規事業開発、ブランド、広告、流通機構、営業、情報システム、等々の研究である以前に、市場（および企業）

を構成している「人間」の研究です。

以上のような問題意識に立脚して、大企業から中堅・中小のベンチャー企業、製造業から各種サービス業までを

カバーして、企業のマーケティング・経営の再点検からスタートし、これからのマーケティング・経営戦略の具体

的な代替案を研究するプロジェクトです。

デザイン＆ブランド・イノベーション
担当教員：教授 長沢　伸也

革新的商品や他社には真似できない商品（プロダクトイノベーション）、高くても売れる商品、熱烈なファンの

いる商品やブランドを対象として、

①その企業らしい新商品を如何にデザインしヒットさせるか［新商品デザインマネジメント］、

②定量的に価値の測れないデザイン形態や感性的な価値を如何に創造するか［狭義のデザインマネジメント］、

③ その企業らしさ・ブランドを如何にデザインするか［広義のデザインマネジメントおよびブランドマネジメント］、

④ 単なる出力としてのデザイン形態のみならず価値のデザインやデザイン・プロセスを如何に革新するか［デザイ

ンイノベーション・マネジメント］、

⑤ 他と違う商品づくりを絶えず試み、他との違いの本質を伝達し市場をリードすることによりブランドを如何に革

新するか［ブランドイノベーション・マネジメント］

等のあり方について学際的に取り組みます。具体的な対象企業・商品としては、自動車企業や食品メーカーの商品

開発、ルイ・ヴィトンやシャネルなど欧州ラグジュアリーブランドや虎屋など老舗企業の伝統と革新、環境対応商

品や廃棄物ビジネスを含む環境ビジネス等を取り上げています。

成果物（専門職学位論文、出版物、学会誌掲載論文、学会発表等）の作成に重点を置き、原則として輪講やレジュ

メ発表ではなく研究指導を毎回行います。これまで指導した博士論文・修士論文・プロジェクト研究レポート等で

完成度の高いものは出版しています（博士論文 2 冊、修士論文 9 冊、プロジェクト研究レポート等 12 冊）ので、

我と思わん者は奮って取り組んで欲しいと思います。
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企業価値
担当教員：教授 西山　茂

このゼミでは、グローバルな視野を持った財務 ･ 会計分野にも強い MBA ホルダーになっていただくことを主目

的にしています。タイトルにある企業価値にはさまざまな意味があり、それを高めていくためには、企業がいろい

ろな角度から競争優位を積み上げていくことが必要です。ゼミの中では、財務 ･ 会計の視点を中心に、企業価値の

評価とその向上策について研究していくことを主眼にしていますが、同時に経営戦略・マ－ケティング・人的資源

管理といった他の分野とのつながりを意識して、広い視野から経営課題を考えることができる能力の向上も重視し

ています。

財務 ･ 会計分野、あるいはそれに少しでも関係する研究にご興味がある方であれば、過去のその分野における実

務経験の有無は問いません。また、研究テーマは各自の興味に合わせて自由に選択していただいて構いませんが、

研究プロジェクトの主旨から、可能な範囲で財務 ･ 会計分野と若干でも関連性のあるテーマを選択していただくこ

とをお薦めしています。

グローバルな視点持ってもらうために、留学生と日本人学生との交流を重視するとともに、夜間主総合ゼミの学

生と交流する機会も定期的に設定したいと考えています。

過去の修了生の 50％弱は財務・会計分野の実務経験をお持ちでない方であり、また 30％程度が論文のテーマと

して財務・会計分野以外のものを選択しています。

アントレプレヌールシップと起業家的リーダーシップ
担当教員：教授 東出　浩教

我々が直面している日常やビジネス環境は、ますます不確実性が高いものになってきています。グローバルな視

座で世界を眺めるほどに、より強く、より深く、このトレンドを実感するはずです。しかし、「茹で蛙」の比喩で

はありませんが、いわゆる現在のドメスティックな環境に慣れてしまうと、この大きな流れを捉えることができず、

結果として自分自身のグローバルな成長への機会を失うことになってしまいます。

皆さんに必要なことは、キャリアの早い段階から、「機会」をものにするために自分自身で「決定」することを

繰り返し、実現するためにどのような「行動」をリーダーとして取っていけばいいのかを知った上で実行していく

ことです。つまり、起業家的なリーダーになると言うことです。決して、企業の中長期計画を達成するために予実

績管理を「そつなく」こなすというような（私から見れば）つまらない仕事ではありません。

実際、世界の有力ビジネススクールを見渡せば、このような能力や行動を身につけた「修士号＝ Master's 

Degree」保有者を育成しようという強力な潮流を感じることができます。当ゼミへの参加者は、「Entrepreneurship」

というビジネススクールの中では最も学際的なドメインから、自分自身が最も興味をもてるトピックを選び出し、

時にはインターンシップなどの実体験を交えながら、そのトピックに関しては誰にも負けない知識を付けると共に、

「科学的な研究プロセス」を通じて自分自身の新たな発見をし、他の参加者はもとより社会へ発信・還元していく

ことが期待されています。この経験こそが、単なるビジネスのスキルを超えて、世界基準の Master's Degree 保有

者、そしてゼロから新しいものを作り上げるグローバルな起業家的リーダーと呼ばれるにふさわしい皆さん自身を

作り上げていきます。
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組織と情報
担当教員：教授 平野　雅章

企業、政府、非営利のいずれの組織体であっても、「戦略の策定」および「その戦略を効果的かつ効率的に実施

するための組織設計」が事業の前提といえます。当ゼミの主要な目的は、「組織を情報流通のネットワークと意思

決定の連鎖として観察する」とともに「適切に組織を設計する」能力と洞察力を身につけることにあります。コミュ

ニケイションと意思決定において組織が陥りがちな罠に関する理解をも深めることにより、修了までに、戦略を効

果的に実施し、オペレイションを効率的に実行できるような組織を設計（または改良）できるようになることが期

待されます。なお、ここで「情報」という用語は、情報技術のみならず、コミュニケイションと意思決定の為のあ

らゆる媒体を含むと、広く解釈すべきです。

マネジリアル・エコノミクス
担当教員：教授 眞野　芳樹

経営活動を経済学的な視点から研究します。

ミクロ・マクロの視点、長期・短期の視点、国内・国際の視点で経営の本質を分析します。

量と質の観点でも問題を解明します。

経営活動の様々な側面を、経済学的分析道具で解明するのが目的です。

前半は、基礎的な知識の整理と計量的な分析について研究します。

後半は、各自の問題について、より専門的な分析について研究します。
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■１年制総合ゼミ紹介

競争戦略と総合経営
担当教員：教授 相葉　宏二

このゼミは MBA としての総合力を養うことを最大の目的としています。ケース討議を通じて広範なテーマをカ

バーします。例えば競争戦略、組織構造、企業変革、ガバナンス、人事制度、マーケティングなど、テーマはジェ

ネラルマネジャーが出くわし、悩むテーマを広範に扱うことになります。グローバルゼミ（日本語生）と一体的に

運営する週（月に三回）と月に一回グローバルゼミ（英日）と相乗りします。（通訳する）

なお研究指導においてはプロジェクト研究論文の指導を行います。テーマの選択に関して、純粋に学術的な理論

研究は対象としません。基本的に MBA の論文であるので、学んだ経営のコンセプトなどを応用しながら、特定の

業界、企業に対する問題解決型の提言を行うことを期待します。そのためには市場や組織に関する情報を集め、分

析し、実践的な論理を組みたてるプロセスを踏んでいってもらいます。

経営戦略：競争と市場創造
担当教員：准教授 池上　重輔

企業経営の国内と海外の垣根が低くなっている中、企業は不安定・不確実・複雑・曖昧（VUCA ＊）な環境に

さらされています。こうした状況で次世代の経営幹部には状況に応じて戦略の使い分けをし、実践する能力が必要

になってきます。本ゼミでは多様な状況にも対応できる“戦略的な思考”と戦略理論の幅を広げることを狙いとし

ています。更には、いかにその戦略を適時方向修正しながら実践してゆくかに関しても学びます。そのために、ゼ

ミ前半では戦略を読み解き・考察するための筋トレ的な基本書の読み込みと、事例を使用した演習の両方を組み合

わせて行います。

＊ Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

ゼミ後半は論文演習が中心となります。プロジェクト研究論文のテーマ・スタイルは特に限定しません。アカデ

ミックなアプローチでも、実践事例的なアプローチでもどちらでもよいです。

ゼミに以下のような内容が含まれる予定です：　１）様々な戦略理論はどのような前提のときに有効か　２）競

争戦略の主要理論と実践上の留意点　３）市場創造戦略の考え方とプロセス　４）国内と海外での戦略展開の違い

と共通項等　
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金融ビジネスと企業財務戦略
担当教員：教授 岩村　充

このゼミの目的は、金融機関におけるビジネスプラニングや企業における財務戦略策定にかかわることになる諸

君のために、現場で活かせる問題解決能力を高めてもらうことにあります。狙うのが実務的能力の養成ですから、

求められるのは、理論や制度に関する詳細な知識ではありません。必要なのは、理論や制度の背景を理解し将来を

見通すことを可能にする応用力です。もちろん、それを１年間という限られた時間の中で獲得するのは容易なこと

ではないでしょう。しかし、皆さんがこれまでの仕事で得た経験と知識を土台に問題意識を形成する努力を怠らな

ければ、答は必ず見つかります。皆さんには、MBA 総合プログラムに身を置くことのメリットを生かして、そこ

でともに学ぶ仲間たちとの知識や経験そして問題意識の交換に努め、金融人としての総合力を高めて頂きたいと思

います。金融や財務をテーマにした演習は取っ付き難い印象があるかもしれませんが、私たちのゼミの目的は実務

への展開ですから難解ではありません。金融機関での仕事に関心がある人だけでなく、企業における資金調達や投

資戦略について関心がある諸君にとっても、きっと有意義な活動ができると思います。

企業戦略とマーケティング
担当教員：教授 内田　和成

企業戦略とマーケティングのゼミでは、ＭＢＡの講義科目で習得する経営戦略やマーケティング・財務・人事戦

略などを基礎とした上で、現実のマーケティング戦略をどのように企業戦略とリンクさせていくのかに力点を置い

ていきます。

当ゼミではマーケティングや企業戦略の新しい理論を学ぶことはもちろんですが、実際の事例に基づいたディス

カッションや事例研究を実施します。また、実際のゼミ活動は、前半で各自の問題意識や研究テーマを題材にした

議論や論文の輪読を行い、後半は論文を作成するための指導が中心となります。プロジェクト研究論文のテーマは、

理論研究以外にも自分の企業や興味ある業界のマーケティング戦略・企業戦略策定などでも構いません。

また、ゼミは総合プログラム単独で行う以外に、夜間主プロフェッショナルプログラムの競争戦略モジュールと

の合同ゼミを予定しています。教員が戦略コンサルティング会社出身（元ボストンコンサルティンググループ日本

代表）であることから、実践的な企業戦略を学びたい人間に適しています。

当ゼミは、企業の現場で既にマーケティング部門 ･ 企画部門あるいは経営を補佐する立場にあるものはもちろん

のこと、こうした業務に将来携わってみたいと思う学生でかつ学習意欲やチャレンジ精神に溢れていれば、誰でも

歓迎です。
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財務情報と企業評価
担当教員：教授 小宮山　賢

当ゼミでは、財務情報・企業情報について研究します。

財務情報・企業情報に関する知識は、さまざまな立場の者に求められます。例えば、①情報の作成に直接携わる

経理部門や財務部門、②計数を通じた企業活動の理解や、経営戦略により直結した財務情報に基づく意思決定が求

められる企業経営者、③投資判断や企業価値の測定を行う場合などの財務情報の利用者や企画部門の方、④企業再

生や金融商品の開発のように会計ルールの知識が必要な方といった方々が挙げられます。

財務報告に関するルールは、国際財務報告基準（IFRS）の影響を受けて急速に変化しつつあり、その流れや今

後の方向性を理解しておく必要もあります。

当ゼミでは、国際的な動向も踏まえて基礎的な問題についての確認を行った後、受講者の関心に応じて、各自の

特定テーマの内容について演習を通じて掘り下げていくことを予定しています。財務情報・企業情報についてはさ

まざまな研究対象が考えられますが、例えば、企業情報の拡大の傾向について理解したい者、競合企業の数値的な

分析をしたい者、事業戦略の財務情報への影響についての知識が必要な者、金融商品会計、リース会計、M&A の

会計といったビジネスと財務情報のルールが密接な関係のある分野を深めたい者の参加も可能です。

起業プロセスとビジネスプラン
担当教員：教授 東出　浩教

我々が直面している日常やビジネス環境は、ますます不確実性が高いものになってきています。グローバルな視

座で世界を眺めるほどに、より強く、より深く、このトレンドを実感するはずです。しかし、「茹で蛙」の比喩で

はありませんが、いわゆる現在のドメスティックな環境に慣れてしまうと、この大きな流れを捉えることができず、

結果として自分自身のグローバルな成長への機会を失うことになってしまいます。

皆さんに必要なことは、キャリアの早い段階から、「機会」をものにするために自分自身で「決定」することを

繰り返し、実現するためにどのような「行動」をリーダーとして取っていけばいいのかを知った上で実行していく

ことです。つまり、起業家的なリーダーになるということです。決して、企業の中長期計画を達成するために予実

績管理を「そつなく」こなすというような（私から見れば）つまらない仕事ではありません。

ゼミナールでは、ワールドクラスの起業家的リーダーとして活躍するためのステップとして、具体的なビジネス

の「機会」、可能であればグローバルな起業家的な機会を見つけ出し、具現化するためのロードマップとしてのビ

ジネスプランを具体的なデータの収集、分析、フィードバックを通じて作り上げることになります。ここでのビジ

ネスプランは、個人で始めるスタートアップから、大企業における比較的大規模なコーポレートベンチャーまでを

含みます。この経験を基に人生の早い段階で、何か新しいものをゼロから作り上げるプロセスに大きく踏み込み始

めていただきたいと強く希求しています。

自分自身の将来を描く「ビジネス・プラン」を書き上げてみてください。
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1 年制総合

戦略とマネジメントコントロール
担当教員：教授 山根　節

ビジネススクールの論文は「卒業後のビジネス展開のジャンピング・ボード」であるべきと考えています。ＭＢ

Ａはともすれば他人には戦略提言ができても、自分の戦略は「迷走」という人がかなり見受けられます。論文制作

過程で、自分の戦略の具体化につながる研究をすべきです。

例えば企業派遣の人であれば「（派遣元企業の）社長が唸る提案書」を目指すべきでしょう。コンサルタント志

望者なら「コンサルティング会社が身を乗り出す論文」を、起業を目指す人なら「ベンチャーキャピタリストが感

服するビジネス・プラン」を、そして研究者志望の人であれば「博士論文を見据えた第一の論文」―etc というよ

うに。修論は「各自にとって次につながるグランドデザイン」たるべきです。

本来、経営者の基本的役割は 2 つです。それは経営の基本設計図ともいうべき「経営理念実現のための戦略のデ

ザイン」と、「マネジメントコントロール設計」です。マネコンとは戦略の具体的な「実行システム・プロセス」

のこと。そして「リード」を指します。経営をリードしていくには、この基本設計図と実行システム設計にわたる

見識と思考が欠かせません。したがって山根ゼミでは、あらゆる角度から経営全般にわたる議論をします。

また当ゼミではゼミ生各自のテーマを探求するだけでなく、全員で各人のテーマを議論し、共同作業でリファイ

ンしていきます。したがってゼミに貢献する積極姿勢を持った人を求めます。
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夜間主総合

■夜間主総合ゼミ紹介

戦略構想力
担当教員：教授 淺羽　茂

当ゼミでは、優れた戦略を構想するプロセスについて議論することを目的とします。戦略策定プロセスにはどの

ような難しさがあるか、分析結果はどのように解釈されるべきかを議論します。優れた戦略を生み出すものは、さ

まざまな手法を駆使した分析ではなく、経営者のセンスであり、それゆえ「経営はサイエンスではなくアートだ」

と言われることがあります。当ゼミで行うことは、その経営者のセンスの中身を覗いてみようという野心的な試み

とも言えます。参加者は、経営者の意思決定プロセスが記述されている文献を読んだり、実際に自分がかかわった

戦略事例を持ち寄ったりして、その戦略の策定プロセスを吟味します。あるいは、実際の企業を取り上げ、その企

業が直面する外部環境、その企業の内部の状況、策定・実施された戦略を調べ、自分たちならいかに意思決定した

かを議論します。この議論をもとに、ゼミの後半では、プロジェクト研究論文作成の指導を行います。参加者が相

互に発表、コメントし合い、論文を仕上げていきます。論文のテーマは多様です。明確な現実的問題意識をともなっ

ていれば理論的な研究でも構わないですし、論理的であれば（何らかの理論がベースにあれば）事例分析や特定の

企業の戦略策定でも構いません。

競争戦略と市場創造戦略
担当教員：准教授 池上　重輔

企業経営の国内と海外の垣根が低くなっている中、企業は不安定・不確実・複雑・曖昧（VUCA ＊）な環境に

さらされています。こうした状況で次世代の経営幹部には状況に応じて戦略の使い分けをし、実践する能力が必要

になってきます。本ゼミでは多様な状況にも対応できる“戦略的な思考”と戦略理論の幅を広げることを狙いとし

ています。更には、いかにその戦略を適時方向修正しながら実践してゆくかに関しても学びます。そのために、ゼ

ミ前半では戦略を読み解き・考察するための筋トレ的な基本書の読み込みと、事例を使用した演習の両方を組み合

わせて行います。

＊ Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

ゼミ後半は論文演習が中心となります。プロジェクト研究論文のテーマ・スタイルは特に限定しません。アカデ

ミックなアプローチでも、実践事例的なアプローチでもどちらでもよいです。

ゼミに以下のような内容が含まれる予定です：　１）様々な戦略理論はどのような前提のときに有効か　２）競

争戦略の主要理論と実践上の留意点　３）市場創造戦略の考え方とプロセス　４）国内と海外での戦略展開の違い

と共通項等
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夜間主総合

企業・事業戦略
担当教員：客員教授 今村　英明

企業・事業戦略のゼミは、現実の企業レベルもしくは事業レベルで、経営者・事業リーダーとして中期・長期の

戦略を構築するための基本視座とスキルを習得することを目指しています。

範囲は、戦略の前提である経営理念やビジョンの検討、10 年後・20 年後など将来の世界・日本の進化シナリオ

の想定などから、企業・事業の外部環境・内部環境の分析、戦略目標の設定と戦略課題の抽出、戦略オプション仮

説の幅だしと検証・評価、そして意思決定と実行計画の立案まで、一連の流れを含んでいます。

１年次で学習した経営戦略・マーケティング戦略などをベースに、新しい理論を学びつつ、実際の事例に基づい

たディスカッションや事例研究を実施します。プロジェクト研究論文では、当初は各自の問題意識や研究テーマを

題材にした議論、参考資料の輪読などを通じてテーマを絞り、論点を明確化し、仮説を作成します。後半は論文の

作成指導とプレゼンテーションの準備が中心となります。論文のテーマは、自分の企業や事業、興味ある業界・企

業の戦略策定、個別の戦略理論研究など、いずれでも構いません。

教員は、世界有数の戦略コンサルティング会社出身であり、現在でも企業へのアドバイザーや役員・幹部の経営

構想策定の個人コーチングをしています。その関係で、実践的な企業戦略、事業戦略のアプローチを学びたい方に

適していると思います。できれば、本当に企業や事業のトップとして「使える」アウトプットが出ればいいな、と

期待しています。またゼミでの議論を通じて、企業経営者または事業リーダーとしての基本的な視座や心構えなど、

「リーダーシップ」についても「気付き」があれば、とも念願しています。

フロンティアの経営学
担当教員：准教授 入山　章栄

本ゼミでは、欧米を中心とする「世界の」経営学で今進んでいる先端の経営学研究の成果を学び、その知見が現

実のビジネスに応用できるかを議論します。私自身の関心は経営戦略論、国際経営論、アントレプレナーシップ（起

業）論ですが、他の分野（組織論、イノベーション、マーケティング、ソーシャルビジネス）なども対象範囲とします。

具体的には、海外のトップクラスの学術誌から学生の関心にあわせて論文を選び、輪読・議論することが中心と

なります。プロジェクト研究論文ではそのような研究の延長を行うのもよいですし、既存研究から得られた知見を

日本企業の事例分析に応用しても構いません。

以下のどれか一つの条件を満たす学生が本ゼミに向いていると考えています。

（1）世界の最先端で進んでいる経営学を学び、理解したい。

（2）世界の先端の経営学の知見を、自分の「ビジネスの現実」に応用したい。

（3）海外での博士号取得や経営学者・研究者になることに、少し関心がある。

本ゼミでは全て英語の論文を読みますが、会話は日本語を主に使います。学生に事前の英語力は問いません。統

計分析を使っている論文もありますが、不明な点は解説しますので、事前に統計学の知識を持っている必要は一切

ありません。現実とのつながりを重視する立場から、実務家をゼミに招いたり、スタディーツアーも行えればと考

えています。
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夜間主総合

金融ビジネスと企業財務戦略
担当教員：教授 岩村　充

このゼミの目的は、企業や金融機関におけるビジネスプラニングや財務戦略策定にかかわる諸君のために、現場 

で活かせる問題解決能力を高めてもらうことにあります。狙うのが実務的能力の養成ですから、求められるのは、 

理論や制度に関する詳細な知識ではありません。必要なのは、理論や制度の背景を理解し将来を見通す応用力で 

す。もちろん、それを限られた時間の中で獲得するのは容易なことではないでしょう。しかし、皆さんがこれまで 

の仕事で得た経験と知識を土台に問題意識を形成する努力を怠らなければ、答は必ず見つかります。皆さんには、 

MBA 総合プログラムに身を置くことのメリットを生かして、ともに学ぶ仲間たちとの知識や経験そして問題意識 

の交換に努め、企業人としての総合力を高めて頂きたいと思います。金融や財務をテーマにした演習は取っ付き難

い印象があるかもしれませんが、私たちのゼミの目的は実務への展開ですから難解ではありません。金融機関での

仕事に関心がある人だけでなく、企業における資金調達や投資戦略について関心がある諸君にとっても、きっと有

意義な活動ができると思います。

会計制度の経済分析
担当教員：教授 薄井　彰

本ゼミは、資本市場を基礎とする会計研究と経営者の会計行動を議論します。このゼミでは、日本の会計制度と

資本市場、日本の会計制度と企業行動に関する課題を経済分析します。（1）会計制度や会計数値が資本市場の価格

形成に及ぼす影響、（2）日本の会計基準、米国の会計基準、国際財務報告基準（International Financial Reporting 

Standards: IFRS）などの会計ディスクロジャー制度、（3）公認会計士などの会計プロフェッションに関する監査

制度、（4）経営者報酬制度、（5）コーポレートガバナンス制度などが議論の対象となります。このゼミの目的は、

会計学、経済学、ファイナンス学、法学の高度な学際的知識を要する領域において、理論的、実証的なアプローチ

に基づく問題解決能力を修得することです。企業が直面する様々なコーポレートアクション、例えば、M&A、事

業提携、IPO（新規株式公開）、海外進出、事業再生、設備投資、株式投資、債券投資、金融商品投資、資金調達、

税務、利益情報開示などに関して、最新の会計理論やファイナンス理論などがどのように適用できるかについて実

証的に研究します。

本ゼミでは、以下のようなビジネスパーソンが実務の様々課題に対して理論的、実証的にチャレンジすることを

期待しています。

・CEO、CFO、取締役などの経営者

・企業の経理財務部門の管理者、スタッフ

・企業の経営企画部門の管理者、スタッフ

・企業の IR（Investor Relations）部門の管理者、スタッフ

・資産運用担当者

・会計専門家（公認会計士、税理士等）

・アナリスト

・官庁等の会計制度設計者

・将来、博士号を取得して高度な分析技術を有するスペシャリストあるいは研究者を志望する者
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夜間主総合

応用ファイナンス理論
（金融ビジネス、金融イノベーション、金融システム）

担当教員：教授 大村　敬一

本演習は、金融ビジネスおよび金融システム ( 規制を含む ) におけるインセンティブ上の問題等を中心に、富の

移転等金融機能の障害となる問題を取り上げ、その分析と議論を通じて、金融システムの理解を向上させることを

目的とします。最終的に、金融システムの不安定性や制度的問題を考えていきます。

そのひとつの対象としては、近年、多数開発されている仕組物などオプションを応用した金融商品の問題があり

ます。具体的に金融商品や金融技法を取り上げ、その仕組みの解明、開発および改善を目的として検討を行います。

金融ビジネスのあり方についても議論していきたいと思います。

もうひとつの対象として、これらの金融ビジネスと展開と密接な関係にはありますが、近年著しい規制等制度上

の変化が金融システムの機能にどのような影響を与えているのかを議論していきたいと思います。

ファイナンス理論の応用分野としては、仕組み商品等への利用、リアルオプション等プロジェクトや政策への評

価などいろいろな広がりがあります。実際にそのような場面や業務に携わっているかいなかにかかわらず、受講者

各人が問題意識や適用事例を持ち寄って積極的に参加することが望まれます。自分の課題として報告し、議論をし

てもらいます。応用分野については特にこだわりません。

受講者は、応用する対象を定めて、その目的や問題意識について報告・議論します。業務上の関心と近ければ進

めやすいかもしれません。各人が応用分野に関する問題意識を醸成する準備期間の間、必要ならば、オプション理

論等の基礎について簡単にだが学ぶこともできます。

そのうえで、各受講者は、自分の応用計画をできるだけ具体的に提示し、その応用に際して、参考となる論文等

文献を探して、その概要をそれぞれ報告し合い議論します。自分の利用目的が独創的であるほど、直接参考になる

論文は少なくなりますが、むしろ、そのようなテーマであることのほうが望ましいでしょう。

最後に、各人の成果を報告し、受講者間で議論します。この段階では統計分析、シミュレーション等の具体的な

検証作業を求めることになります。
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組織戦略とオペレーション戦略
担当教員：教授 菅野　寛

狭義の「組織・オペレーション戦略」と言うよりも広義の「戦略のインプリメンテーション（実行）」

私はグローバル経営コンサルティング会社で十数年、数十のクライアントに対して数百のプロジェクトを通して、

経営課題の解決のお手伝いをしてきました。その経験から、「実行されて成果を出す戦略とその運用」とそうでな

い戦略・運用を強く意識するようになりました。ゼミ名称は「組織戦略とオペレーション戦略」ですが、このゼミ

のスコープを狭義の「組織戦略・オペレーション戦略」に限定するつもりはありません。むしろ広義にとらえて「戦

略とインプリメンテーション（実行）」、すなわち「戦略を実際のビジネスの現場で実行して、実際に結果を出すた

めには何が重要か」を一緒に考えていきたいと思います。戦略を実行して成果を出すためには、このゼミの名称で

ある組織やオペレーションも重要な要素ですが、戦略そのものの質、トップのリーダーシップ、組織のモチベーショ

ン、リスクや不確実性のマネジメント、等、他にも重要な要素があります。特に夜間主総合プログラムは、数年の

実務経験を持ち、働きながら学ぶ学生が多いと思いますので、徹底的に「実務」にこだわりたいと思います。戦略

を実行して成果を出すために必要な要素、およびその要素の組み合わせ方、使い方、がテーマです。プロジェクト

研究論文のテーマも「戦略を実際のビジネスで実行する際の課題」であれば、自由に研究テーマを選んでいただい

て結構です。

学生主導であること

ゼミ活動として何をやるかを、講師の私が決めるというよりも、ゼミ生と私が話し合って、ゼミ生個々人が学び

たいことを共有し、何をやるかを決めていきたいと思います。もちろん、プロジェクト研究論文を仕上げること、

およびその指導は MUST ですが、それ以外のゼミ活動は学生主導で意思決定し、講師ができる限りサポートする

スタイルを取りたいと思っています。参考までに過去のゼミにおいては学生の希望に基づいて、企業訪問、CEO

との直接ディスカッション、ゼミ生のキャリアプランのディスカッション、他校の学生との合同ゼミ等を行いまし

た。

マーケティング
担当教員：教授 木村　達也

当ゼミの目的は、学生が自らの関心領域をベースに企業のマーケティング課題の発見と解決に取り組み、その過

程のなかでマーケティングへの現実適応能力を高めていくことにあります。まずは講義や文献をもとに基礎理論を

修得するとともに討論などを通じてマーケティングについての理解を一層深めながら、各自がプロジェクト研究論

文のための研究テーマを設定します。期待される研究領域は、例えばマーケティング戦略策定、ブランド・マネジ

メント、新製品の市場導入戦略、サービス・マーケティング、マーケティング組織、顧客関係性マネジメント、マー

ケティング・コミュニケーション、インターネット・マーケティングなどですが、何に取り組むかは皆さん次第です。

研究の方法としては、企業や業界を対象にした集中的な調査を行うとともに、理論的な枠組みを有効に利用した

上で実践的かつ独自な研究を進めて欲しいと思っています。
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夜間主総合

財務情報と企業評価
担当教員：教授 小宮山　賢

当ゼミでは、財務情報・企業情報について研究します。

財務情報・企業情報に関する知識は、さまざまな立場の者に求められます。例えば、①情報の作成に直接携わる

経理部門や財務部門、②計数を通じた企業活動の理解や、経営戦略により直結した財務情報に基づく意思決定が求

められる企業経営者、③投資判断や企業価値の測定を行う場合などの財務情報の利用者や企画部門の方、④企業再

生や金融商品の開発のように会計ルールの知識が必要な方といった方々が挙げられます。

財務報告に関するルールは、国際財務報告基準（IFRS）の影響を受けて急速に変化しつつあり、その流れや今

後の方向性を理解しておく必要もあります。

当ゼミでは、国際的な動向も踏まえて基礎的な問題についての確認を行った後、受講者の関心に応じて、各自の

特定テーマの内容について演習を通じて掘り下げていくことを予定しています。財務情報・企業情報についてはさ

まざまな研究対象が考えられますが、例えば、企業情報の拡大の傾向について理解したい者、競合企業の数値的な

分析をしたい者、事業戦略の財務情報への影響についての知識が必要な者、金融商品会計、リース会計、M&A の

会計といったビジネスと財務情報のルールが密接な関係のある分野を深めたい者の参加も可能です。

金融法務事情
担当教員：教授 柴崎　暁

特定のテーマに沿って日本国内の金融判例を研究するとともに金融法に関する外国語の文献を訳読します。大学

院で研究を行ったといえるだけの探究の深まりは、外国語文献からの摂取を前提にしなければ得られません。さし

あたり担当者が関心を持っているテーマとしては、欧州連合の Financial Collateral Directive の私法的性質論です。

日本では金銭質あるいは敷金の取扱いをめぐりよく似たような議論があります。仏語文献では Alain COURET et 

al., Droit financier. Paris , Precis Dalloz, 2012. 2ed. が興味深いです。また、より一般に金銭の法的性質を論じるも

のとして、英語文献ですが、MANN (Frederick Alexander), The legal aspect of money : with special reference 

to comparative private and public international law. Oxford, Clarendon Press New York / Oxford University 

Press, 1992. 5th ed.があります（同書はその後も改訂していますが、MANN自身の手による最終版はこの５版です）。

他方、これらの知見を活用すべきであるのは、具体的な問題解決の場面においてであり、判例研究はそのための場

を与えてくれます。判例については、もし受講者が特段のテーマを見つけることができないならば、手始めに、毎

年 10 月に刊行される『金融法務事情』誌の特集号「金融法判例研究」から関心のある事例を選んで研究すること

としたいです。当然ですが判決文全文の読了をふまえて、学術情報検索などを活用して当該事件のすべての評釈を

参照し、注釈書・体系書の基本的な事項をおさえることは最低限やっていただいたうえで、当該裁判例をどのよう

に位置づけるかを考察してもらいます。

外国文献は、テーマにもよりますが、主として関連領域の基本書・体系書を適宜選択の上、該当箇所を全訳する

ことからはじめていただきます。時間が限られているのでよく考えてゼミを選択してください。
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夜間主総合

日本企業の戦略と管理会計
担当教員：教授 清水　信匡

日本企業に適合した戦略とその戦略のもとでの管理会計（管理ツールや業績管理）を研究することを本ゼミの目

的とします。すなわち、日本企業が業績をあげるためには、どんな戦略をとるのがよいのか、またそのもとでどの

ように管理会計（管理ツールや業績管理）を利用するのがよいのかを考えることです。

企業経営を行うためにいかに管理会計（管理ツールや業績管理）を利用するかということを考えるのが管理会計

のテーマです。普通の管理会計のテキストはアメリカ企業を前提とした管理会計です（つまり未だに輸入学問です）

が、本ゼミでは日本企業の組織運営を前提とした管理会計を研究します。その理由は、日本企業の組織運営がアメ

リカの組織運営とかなり異なっているからです。さらに、通常の管理会計のテキストは戦略の違いを考慮して管理

会計を論じませんが、本ゼミでは経営戦略を考慮にいれて管理会計を研究します。要するに、本ゼミでは、日本企

業の組織運営と経営戦略を考慮にいれながら、管理会計（管理ツールや業績管理）を研究するところに特徴があり

ます。

（本ゼミの研究対象となる管理ツールの例）

１　戦略マップ　２　ディシジョンツリー　３　VE（バリューエンジニアリング）４　損益分岐点図表、 

５　ABC・ABM（活動基準原価管理）、６　投資評価技法、７　原価計算

（本ゼミの研究対象となる主要な業績管理の例）

１　予算管理　２　標準原価による管理と改善　３　ミニプロフィットセンター（アメーバ経営）　４　事業部制

管理　５　製品開発設計の業績管理（原価企画）
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夜間主総合

戦略的人材マネジメント
担当教員：教授 杉浦　正和

このゼミ（通称「総合の人材ゼミ」）は、「つまるところ『ひと』と『組織』が大切だ」と思う方のためにあります。

総合の人材ゼミでは、人材・組織マネジメントを総合経営の柱と位置づけ、広い視野から捉えていきます。この

分野には「ハード」（戦略・組織・制度）と「ソフト」（人材・スキル・組織文化・価値）の両面がありますが、「ひ

と」と「組織」から総合的に経営を考えたい方であればどのようなテーマでも受け入れ可能です。

総合の人材ゼミの目的は、皆さんが業務を通じて培ってきた「持論」を「議論」と「理論」を通して別の角度か

ら見直してよりレベルの高い「私論」に昇華し、再度実務にフィードバックしていくことです。プロジェクト研究

論文（PP）の執筆においては、論文というフォーマットは大切にしつつも、自由な発想を大切にします。そして、

ゼミの活動を通して、個別の実践的課題に対応する力と全体を俯瞰する力の双方を獲得することが最終的な目標で

す。

春学期の前半では、基本的な文献を参照しながら、リーダーシップ、モチベーション、P コミュニケーション、

パワー、コンフリクト、組織文化といった各テーマについて議論し、基本的な理解の摺り合わせを行います。後半

には、お互いの問題意識を発表しあい、各自の論点を明確化させると同時に相互理解を高めていきます。

夏休みが終わるとドラフトを書き始めます。各自のテーマに沿って発表を行いゼミ生同士で意見交換しあうこと

で調査結果の考察を共同で行います。総合プログラムにおいては最後にプレゼンテーションがありますので、その

ための効果的技法も学びます。それらの活動を通じて、それぞれの参加者は、業務に応用できる豊かなアイディア

に辿り着くことを目指しています。

総合の人材ゼミでは、ゼミ自体を「人材・組織マネジメント」の実践の場と考えています。１期生（７名）・２期生（６

名）・３期生（６名）・４期生（７名）の尽力により、既存の枠に縛られない「クリエイティブな学びの場」ができ

てきたと思います。「プロの人材ゼミ」との横の交流やOB/OG との世代を超えた交流も盛んです。ゼミのネットワー

クは 2016 年現在で現役・卒業生合計で 109 名となります。ゼミの同期を同心円の中心として、縦横にネットワー

クを広げて行っていただきたいと思います。（ゼミ内では「縁リッチメント」と呼んでいます。）　

ゼミには５つの運営基本原則があります。①学びを、楽しむ ②リーダーシップを、共有する　③理論も実践も、

追求する　④超えて、繋げる　⑤未来を、創る。これらをもとに、ゼミを共同で運営する実践を通して「学習者精

神」を涵養し、在学中はもちろん卒業後も活動を楽しんで欲しいと願っています。

「人材ゼミ」の略称は、自称したものではなく自然にそう呼ばれるようになったものです。そのことを私は本当

に誇らしく思っています。「人材の、人材による、人材のためのゼミ」――それを共に創ることに関心のある方は、

ぜひ応募を検討してください。
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夜間主総合

組織行動
担当教員：准教授 竹内　規彦

当ゼミでは、近年米国を中心に急速に発展しつつある「組織行動学（Organizational Behavior）」の考え方やコ

ンセプトを踏まえ、企業の組織と人材のマネジメントに関する理論的・実証的な研究を行うことを目的とします。

心理学・社会学等のバックボーンを支柱とし発展してきた組織行動学は、組織の中の人々の性格・価値観・態度・

行動に関する客観的なデータとその厳格な方法論に基づく仮説検証により、実務に応用度の高い数多くの人間行動

や成果に関する理論を蓄積しています。このエヴィデンス・ベースドの考え方をもとに、個人の第６感や経験則の

みに頼らない組織における効果的なマネジメントのあり方を考えていくことが当ゼミでの最大の課題です。具体的

な研究トピックスは、必ずしもこの限りではありませんが、以下のような例が挙げられます。

　□ 従業員のモチベーション及びその向上にむけたリーダーシップ／マネジメント

　□ 職場における上司・部下間の関係性と集団・組織への影響

　□ 職場やプロジェクト場面におけるチーム・ビルディング

　□ 組織における個人の社会化とリテンション（定着）・マネジメント

　□ 組織文化と組織変革のマネジメント：学習する組織の構築

　□ 組織戦略に適合する人材の採用・育成・報酬マネジメント

なお、当ゼミではプロジェクト研究論文において、定量的な実証研究を実施することを推奨しています。当ゼミ

での研究活動を通じ、組織の諸問題に対して科学的に切り込む能力の滋養と伸張が期待されます。

マーケティング・ストラテジー
担当教員：教授 永井　猛

競争のルールが変わり、マーケティングの領域のみならず様々な分野で大きなパラダイムシフトが起こっていま

す。

戦略パラダイムの転換期を迎えて、CS（顧客満足）イノベーションに向けた経営プロセスの革新や新しいビジ

ネスモデルの構築が求められています。

もはや、マーケティングはどこか特定のセクションの活動ではなく、組織戦略、情報戦略と経営戦略を含めたビ

ジネスプロセス全体の問題としてとらえなければならない段階に至っています。また、マーケティングは新製品・

新規事業開発、ブランド、広告、流通機構、営業、情報システム、等々の研究である以前に、市場（および企業）

を構成している「人間」の研究です。

以上のような問題意識に立脚して、大企業から中堅・中小のベンチャー企業、製造業から各種サービス業までを

カバーして、企業のマーケティング・経営の再点検からスタートし、これからのマーケティング・経営戦略の具体

的な代替案を研究するプロジェクトです。



― 27 ―

夜間主総合

デザイン＆ブランド・イノベーション
担当教員：教授 長沢　伸也

革新的商品や他社には真似できない商品（プロダクトイノベーション）、高くても売れる商品、熱烈なファンの

いる商品やブランドを対象として、

①その企業らしい新商品を如何にデザインしヒットさせるか［新商品デザインマネジメント］、

②定量的に価値の測れないデザイン形態や感性的な価値を如何に創造するか［狭義のデザインマネジメント］、

③その企業らしさ・ブランドを如何にデザインするか［広義のデザインマネジメントおよびブランドマネジメント］、

④ 単なる出力としてのデザイン形態のみならず価値のデザインやデザイン・プロセスを如何に革新するか［デザイ

ンイノベーション・マネジメント］、

⑤ 他と違う商品づくりを絶えず試み、他との違いの本質を伝達し市場をリードすることによりブランドを如何に革

新するか［ブランドイノベーション・マネジメント］

等のあり方について学際的に取り組みます。具体的な対象企業・商品としては、自動車企業や食品メーカーの商品

開発、ルイ・ヴィトンやシャネルなど欧州ラグジュアリーブランドや虎屋など老舗企業の伝統と革新、環境対応商

品や廃棄物ビジネスを含む環境ビジネス等を取り上げています。

成果物（プロジェクト研究論文、出版物、学会誌掲載論文、学会発表等）の作成に重点を置き、原則として輪講

やレジュメ発表ではなく研究指導を毎回行います。これまで指導した博士論文・修士論文・プロジェクト研究レポー

ト等で完成度の高いものは出版しています（博士論文 2 冊、修士論文 9 冊、プロジェクト研究レポート等 12 冊）

ので、我と思わん者は奮って取り組んで欲しいと思います。

ビジネスモデル／ネットビジネス／プラットフォーム戦略
担当教員：教授 根来　龍之

夜間主総合プログラムのゼミは１年間（２年次）で短いのですが、その代わりに科目履修をよりたくさんできる

自由があります。最終成果物である「プロジェクト研究論文」は、プロフェッショナルのゼミよりも、より実務上

の問題解決に指向したものを想定します。このゼミでは、どちらかと言えば「ビジネスの各機能への狭い関心の深

掘りよりも、多様な知識を身につけた」上で、ビジネスモデルの分析や構築を行うことに関心がある方、ネットビ

ジネスやモバイルビジネスの競争戦略に関心がある方、プラットフォーム製品・サービスの事業戦略の構築や分析

に関心がある方を対象にします。ここでプラットフォームとは、「他プレイヤー（企業等、消費者）が提供する製品・

サービス・情報と一緒になって、初めて価値を持つ製品・サービス」のことです。具体的には、コンピュータのハー

ドや OS、ゲーム機、仲介ビジネス（例：ホテル予約サイト）、ソーシャルメディアビジネス（例：SNS）、決裁ビ

ジネスなどが、プラットフォーム製品・サービスの例になります。参加者の業種や職務領域は問いません。ネット

とは遠いように見える製造業もビジネスモデルの再構築が求められています。経営計画、営業、マーケティング、

製造・調達、商品開発、研究開発、情報システム企画などさまざまな部門の方にバランスよく参加していただける

のが理想的だと思っています。

プロジェクト研究の想定テーマ領域は、以下ということになります。①プラットフォーム事業の競争戦略、②ビ

ジネスモデル革新、③破壊的イノベーションへの対応、④ ICT の経営活用、⑤ネット及びモバイルビジネスの事

業戦略、⑥ゲームおよびコンテンツ業界の戦略、⑦ソーシャルメディアの事業戦略　など。
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夜間主総合

企業価値創造のための経営と管理
担当教員：教授 西山　茂

このゼミでは、財務 ･ 会計分野にも強い MBA ホルダーになっていただくことを主目的にしています。タイトル

にある企業価値にはさまざまな意味があり、それを高めていくためには、企業がいろいろな角度から競争優位を積

み上げていくことが必要です。このゼミでは、財務 ･ 会計の視点を中心に、企業価値の評価の方法やそれを創造し

てくための経営管理について研究していくことを主眼にしていますが、同時に経営戦略・マ－ケティング・人的資

源管理といった他の分野とのつながりを意識して、広い視野から経営課題を考えることができる能力の向上も重視

しています。

財務 ･ 会計分野に関する研究にご興味がある方であれば、過去のその分野における実務経験の有無は問いません。

また、研究テーマは各自の興味に合わせて自由に選択していただいて構いませんが、ゼミの主旨から、可能な範囲

で財務 ･ 会計分野と若干でも関連性のあるテーマを選択していただくことをお薦めしています。

留学生をはじめとする全日制グローバルプログラムの学生と交流する機会も定期的に設定したいと考えています。

イノベーションのためのファイナンス戦略
担当教員：准教授 樋原　伸彦

90 年代半ば以降の日本経済では、テクノロジー・ベンチャー企業が加速度的に成長できるような環境は提供さ

れず、また、オープン・イノベーションの創出に秀でた大企業も極めて少なかった、というのが現実です。

このような厳しい現実が「失われた 20 年」といわれる日本経済の低成長の要因の一つであることは確かです。

では、なぜ、他の経済では過去 20 年普通に進んだ高成長・グローバル化が、日本では難しかったのでしょうか？

このセミナーでは、この問いに関する答えを何らかのミクロの視点から探りたいと考えています。つまりは、スター

トアップ企業、大企業、VC などの資金提供者、などのプレーヤーのミクロ的な行動の蓄積がこのような結果を招

いているのかもしれません。

例えば、大企業の中で資金などのリソース配分がうまくいっていない（やるべきプロジェクトに資源が配分され

ていない、あるいは、止めるべきプロジェクトから資源が引き上げられていない）のかもしれませんし、大企業の

外側にあって埋もれてはいるが素晴らしいビジネスシーズ（例えば、ベンチャー企業が新たに取り組もうとしてい

る技術シーズ）に資源を積極的に提供する動機付けが資金提供サイドに不十分なのかもしれません。こういったか

なりミクロ的な問題をより意識的に認識し、我々個々が細かい行動を変えて行けば、道は開けるかもしれません。

一つ目の課題は、ファイナンス分野で、内部資本市場（Internal Capital Markets）の問題として有名で、競争

戦略などの他の分野のフレームワークで考えるよりも、より具体的な処方箋が社内で共有できる、と考えられてい

ます。また、二つ目の課題については、エコシステムの中でベンチャーキャピタルなどの潜在的な資金提供機能が

うまくその役割を果たせていないことが大きいわけで、これも、金融仲介（Financial Intermediation）の問題として、

ファイナンスの重要なトピックの一つです。

これらの問題をケース討議などを通して深く認識し、Actionable な Knowledge として蓄えていくことで、皆さ

んはイノベーションの創出に貢献できるはずです。そのような志をお持ちの方を歓迎します。
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夜間主総合

グローバル経営の戦略
担当教員：教授 平野　正雄

本ゼミでは、企業のグローバル化の最前線を研究します。研究テーマは企業経営全般をカバーしながら、個々の

学生の関心に応じて、市場開拓・地域戦略、ブランディング＆マーケティング、サプライチェーン構築、あるい

は組織設計やガバナンス問題まで幅広く企業のグローバル化問題について学びます。また、クロスボーダー M&A

やグローバルイノベーションなどの先端的な課題も取り上げていきます。学生には関心分野の深堀ができると同時

に、多様なテーマや問題に接することで、グローバル経営に関する広い知見や実践的な問題解決能力が身につくこ

とが期待されます。

マネジリアル・エコノミクス
担当教員：教授 眞野　芳樹

経営活動を経済学的な視点から研究します。

ミクロ・マクロの視点、長期・短期の視点、国内・国際の視点で経営の本質を分析します。

量と質の観点でも問題を解明します。

経営活動の様々な側面を、経済学的分析道具で解明するのが目的です。

前半は、基礎的な知識の整理と計量的な分析について研究します。

後半は、各自の問題について、より専門的な分析について研究します。

マクロファイナンス
担当教員：教授 米澤　康博

本演習ではマクロ株価水準、あるいは金利、為替レートがマクロ経済体系の中でいかに決まり、それがまた他の

マクロ経済変数にいかに影響を与えるかをマクロ経済学に基づいて理解、分析、議論することを目的とします。

株価等のマクロ経済情報は金融系企業の学生にはもちろん、非金融系企業の学生においても必須です。演習では

基礎理論の学習を中心にしながらも、データを採集して、簡単な計量経済モデルでの計測等を通して「現在の経済

政策は適切か」等の検証も併せて行う予定です。
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

■夜間主プロフェッショナル マネジメント専修モジュール紹介

モジュール「競争戦略」
責任者：教授 内田　和成

１．目的

このモジュールでは、時代環境に即した経営全般を学ぶことを狙いとしています。同じ業界の気心知れた競争相

手と同じルールで戦う時代から、異業種から参入した企業あるいはベンチャー企業を相手に、今までとは異なるルー

ルで戦うことが多い時代に突入しています。いわば異業種格闘技とも言える時代です。従来の戦略の枠組みだけで

は通用しない新たな競争局面を迎える中で、まずはオーソドックスな経営戦略を学び、それに加えて異業種競争に

役立つ最新の戦略フレームワークを学びます。最後にそれを実践するための実行力とリーダーシップを身につける

ことを目的としたモジュールです。

２．内容

理論編の科目と実践編の科目に分かれており、理論編の講義では最新の経営戦略理論をこの分野の一流講師陣に

お願いしています。実際の企業現場で起きている戦略課題にどのように対処すれば良いのか、あるいはどんなフレー

ムワークが適用可能なのか、あるいはそこで要求される経営判断はどうあるべきかなどについて講義＆ディスカッ

ションします。一方実践編では、実務家教員による「企業の現場で戦略がどのように立案され、それがどのように

実行されているか、あるいは競争環境の変化に応じて戦略の修正がどのように行われるかについての講義」、さら

にはゲストを招いての「戦略が実際の経営の場でどのように使われているかの講義」などを用意しています。内容

も講義形式に加えて、ケースメソッド、グループワークなど様々な形式を用います。

３．対象とする学生

将来、事業会社において経営全般あるいは事業計画・マーケティングプランなどを策定する部門での仕事を目指

す幹部候補生を対象とします。もちろん現在は営業や生産部門あるいは開発の現場などに在籍していますが、将来

に備えて今から経営に関する知識を学びたい、自分を鍛えたいという人間も大歓迎です。戦略やマーケティングに

関する知識があるとより理解が深まるが、なくても十分ついて行けるようなカリキュラムを心がけます。

４．モジュール専門科目

競争戦略研究

実践全社戦略

マーケティングと競争戦略

経営者の意思決定

実践競争戦略

市場競争戦略

サービス・マーケティング
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

モジュール「人材・組織マネジメント」
責任者：教授 杉浦　正和

ゼミのウェブサイト：www.jinzai-zemi.jp　

ゼミのフェイスブック：www.facebook.com/WBS.jinzai

１．目的

「人材・組織マネジメント」は、「経営はつまるところ『ひと』と『組織』である」と考えている方に最適のモジュー

ルです。通称「プロの人材ゼミ」と呼ばれているこのモジュールでは、今後企業が持続的競争優位を築くための戦

略的人材・組織マネジメントの考え方を探求していきます。

このモジュールの基本姿勢は、「実践」と「理論」の融合にあります。ビジネススクールの目的は「本物のマネジャー」

を育成することですから、実務にどう応用できるかという「how の問い」を大切にします。同時に、皆さんが学

ぶのは「大学」ですから、なぜそのような現象が起きるのかという「why の問い」も大切にします。当モジュー

ルでは、ビジネスにおける実践に立脚しつつ学問の意味も問い続けながら「専門職学位論文」を仕上げていきます。

モジュールのメンバーは「コア科目」「モジュール専門科目」「選択科目」「演習（ゼミ）」における活発な議論を

通して思考の枠組を獲得し問題意識を深めていきます。また実際のビジネス活動の場で活用し効果的な人材・組織

マネジメントにつなげるため、獲得した知識の使い方を習得します。また、専門職学位論文の執筆を通じてそれぞ

れのメンバーが抱える問題意識に沿った個別のテーマについての調査・分析を行い、結晶化していきます。

ゼミの一次的な目的は、専門職学位論文を仕上げていくことです。自分の問題意識を明確にし、先達の知恵を借

りて足元を固め、自ら調査を行うとともにその結果について考察し実務的応用可能性を考えていきます。このプロ

セスは業務にも活かすことができます。すなわち、現実の企業活動の中で問題を発見・分析・解決する総合的な能

力を養うことが、当モジュールの主たる目的です。

ゼミのもうひとつの目的は、活動を通じて縦横にネットワークを広げていくことです。プロフェッショナル・プ

ログラムではゼミに２年間在籍しますから、先輩後輩との繋がりは緊密にできます。さらに人材ゼミでは「兄弟ゼミ」

と位置づけられる「総合の人材ゼミ」とも有機的に連携しています。100 名を超える OB/OG / 現役生のネットワー

クは毎年充実し、卒業後も継続していきます。ゼミを核として早稲田で「結び・拡げる」経験を楽しんでいただけ

ると確信しています。

豊富な人的資源を相互に結びつけることによって価値を創出することは、「人材マネジメント」の実践でもあり

ます。「プロの人材ゼミ」では、これをむしろ自らのミッションのひとつと考え、質の高いネットワーキングを促

進するための様々な機会を用意していきます。

２．内容

■ モジュール専門科目

夜間主プロフェッショナルでは「モジュール専門科目」から３科目以上修得することを履修指導します。ゼミ生

の興味に適合する関連科目を揃えていますので、それ以上の科目数を受講するのが一般的です。

モジュール専門科目においては、戦略的人的資源マネジメントやビジネス・リーダーシップなどについて広く学

べる構成としています。それらに加えて、枝川義邦先生による「経営と脳科学」や谷益美先生による「ビジネス・コー

チング」など、他のモジュール生にも人気の高い授業もあります。「ミッションと人的資源マネジメント」はモジュー

ル責任者と岩田松雄先生（スターバックス・ジャパン前 CEO）の共同授業です。

それぞれの科目を通して、人事制度・組織構造などのハード面と、組織文化・経営スタイル・リーダーシップ・

創造性などのソフト面の双方からアプローチし、理論的フレームワークと生きた実例の双方について、理解を深め

ることができます。
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どの授業も双方向型で、クラス参加者自身が「生きたコンテンツ」となります。クラスの参加者が既に蓄積して

きた知をアクティブなクラス討議の場を通じて共有し、相互に新たな視点を提示しあうことが重視されます。また、

ケースメソッド・事例研究・アクションラーニング・ゲストの招聘など、現実に即応した学習方法を積極的に取り

入れる授業が多いのも特徴です。自ら課題設定し、分析し、意思決定し、実行するための総合力を養って頂ければ

と願っています。

授業においては、学習効果を最大化するために、自己の問題意識を明確に持って発言・行動すること、参加者間

の主体的交流のプロセスから相互に学びあうことが重要です。そして、クラスという組織を共に創っていくことが

より高い次元の学びとなります。

■ 演習（ゼミ）

モジュールの核となるのがゼミです。プロフェッショナル・プログラムのゼミは土曜日の午前中に行われます。

ゼミは、色々な顔を持っています。学びの場であることは言うまでもありませんが、同時にゼミ生が学生生活を充

実させて行く上での「ホーム」すなわち戻っていく場と位置づけられます。WBS では同期だけで 300 名を超える

仲間がおり、そのうち約半数とは夜間や土曜日の授業で一緒になります。そしてゼミは WBS におけるネットワー

クの中心となります。このような同心円的広がりを「縁リッチメント」とゼミ内では呼んでいます。

ゼミの場では、人的資源マネジメント論や組織行動論を中心に討議すると共に、リーダーシップ、モチベーショ

ン、クリエイティビティーなど、「ひと」に関わる共通テーマを設けて掘り下げていきます。標準的な進め方は下

記の通りです。

注：Ｍはマスターの略で、「Ｍ１」は１年目、「Ｍ２」は 2 年目です。

□ Ｍ１春学期：  前半では、既に論文執筆に入っている M2 の先輩たちの話を聞いて討議を行いながら、専門職

学位論文のイメージを作り上げていきます。また、入学動機となった問題意識を相互に共有し

ます。後半では、基本的な教科書を使用してこの分野における中心的なテーマについて討議し

ます。このゼミをご支援いただいているゲストをお呼びすることもあります。

□ Ｍ１秋学期： 前半では、教科書をもとにした発表・討議も継続しますが、次第に「論文シフト」していきます。

人材ゼミ内のノウハウを集約した「専門職学位論文執筆のてびき」を基に。専門職学位論文と

はなにかについての認識を揃えます。後半では、問題意識を深掘りして論文執筆に向けての地

盤固めを行い、論文計画書を作成します。

□ Ｍ２春学期： 前半では、先輩として発表を行いつつ、リサーチクエスチョンを明確にし、援用する理論や先

行研究の整理を行います。また、焦点を当てる業界についての執筆を開始します。後半では、

因果関係のモデルを考察し、質問票を配布したりインタビューを行ったりするための質問項目

を考えます。

□ Ｍ２秋学期： 調査結果をまとめ、分析と考察を行います。毎年 10 月 10 日に０次原稿（形式通りに一部着手

したもの）を、11 月 11 日に半完成の１次原稿を提出します。12 月 12 日に提出する２次原稿で

は最終形に近づき、その後は細部の仕上げを行います。正式な提出は正月明けとなり、その後

主査１名と副査２名による口述試験が行われます。
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■ 縁リッチメントと学習する組織の実現

WBS における 300 名の同期（なかでもクラスが一緒となる夜間主の 160 名）は価値のあるネットワークです。

これを横糸とすると卒業後も継続するゼミは縦糸です。ゼミは世代を超えて繋がっていくからです。私たちはこれ

を「縁リッチメント」と呼んでいます（enrichment のもじりです。）

毎年２月には修了予定者の論文提出とプロの新入生と総合の人材ゼミの内定者の参加を祝い、OB/OG も参加す

る大規模な「冬の納会」が行われます。そのため、プロの新入生は入学前には既に相互に親しい関係となっています。

７月には現役生を中心とする「夏の納会」が行われます。そのほか学生が主体となる勉強会なども行われています。

ゼミの運営は持ち回りのリーダーシップによって行われます。このゼミ自体を、全員参加によって学びの共同体

を創り、学習する組織を体現していくのが人材ゼミ全体としての目的です。

３．対象とする学生

このモジュールは広く人材・組織に関わる問題意識を持つ方、人材・組織マネジメントの分野でキャリアを展開

して行きたい方、あるいは他の分野（戦略・マーケティング・ファイナンス・技術経営など）を「人材・組織」の

観点から究めたいひとにとって有用なコースとして設計しています。ですから、卒業生および現役学生のバックグ

ラウンドは多岐にわたります。人事・人材開発関連の経験者と未経験者でほぼ半々となっており、営業やＲ＆Ｄの

経験者の比率が意外と高いのが特徴です。また、経営者となるうえで当該分野での見識を深めたいひとも対象とし

ています。業種については、製造業・サービス業からプロフェッショナルファームまで多岐にわたります。

■ ダイバーシティー

このモジュールは 2010 年度に設立され、７年で合計 58 名（年平均 8.3 名）の「学習者精神」溢れるメンバーが

参加してきました。上述したとおり、ビジネス経験としては人事関連部門での直接的な経験を持つ方と、企画・営

業・技術・国際・Ｒ＆Ｄなどの領域で経験を持つ方のバランスが取れていることが理想であると考えており、理想

的と言ってよい形で推移してきました。今後ともこのような健全な人材ポートフォリオを継続していきたいと考え

ています。

■ 共通点とゼミ文化

メンバーの背景はダイバーシティーがありますが、逆に共通性が高い点もあります。それは、穏やかで和やかな

人材ゼミ生独特のパーソナリティーです。WBS フェアに来ていただけると M1 のほぼ全員と会っていただけます

から、独特のゼミ文化を実感してもらえると思います。後輩を迎えるにあたっても最初からホスピタリティー全開

のゼミ生が多いのが特徴です。（どのゼミも同様かと思いますが、少なくとも人材ゼミには例年その傾向が顕著で

す。）同時に「いいたいことはちゃんと言う」というアサーティブネスを備えています。

■ 指導教員

指導教員は、早稲田での教職（12 年）の前に、製造業での企画・マーケティング（９年）、戦略・人事のコンサ

ルティングファーム（４年）、外資系金融機関の人事・法人営業（９年）の実務経験を有し、比較的広い分野に土

地勘や人的ネットワークを持っています。

４．二つの人材ゼミ

前述のとおり、夜間主総合プログラムの「戦略的人材マネジメント（M2 のみ）」とは兄弟ゼミと言ってよい関

係となりますが、２つのゼミの違いは次の通りです。
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■ 夜間主プロフェッショナルの「人材・組織マネジメント」（略称：「プロの人材ゼミ」）

モジュールはすなわちゼミですから、２年間所属するゼミは入試の時点で決定しています。入学予定者は冬の納

会などのゼミのイベントに参加できるので、入学式の時点で既にネットワーキングの基盤ができています。モジュー

ル専門科目や選択科目において通称「人材系」と呼ばれる科目群を履修する例が多いです。専門性と視野の広さを

兼ね備えた人材を「Ｔ型人材」と表現することがありますが「相対的に縦棒が長いＴ」といえます。この領域に興

味の焦点が絞られていて、入学前にゼミを確定して２年間ゼミ活動にじっくり取り組みたい方に適しています。入

試説明会（WBS フェア）では現役生とじっくり話ができる機会をもうけます。彼ら彼女らのなるほど人材ゼミ！

と思える、知性＋優しさ＋アサーティブネスの程よいブレンド具合を実感してほしいと思います。

■ 夜間主総合プログラムの「戦略的人材マネジメント」（略称：「総合の人材ゼミ」）

ゼミは１年間で、ゼミは入学後に時間をかけて決定します。春学期の「プレゼミ」を通してゼミ担当の指導教員

の話をそれぞれオムニバス形式でじっくり聞いたあとで自分の問題意識に適合するゼミを選択します。コア科目の

比重が高いのが特徴で、「相対的に横棒の長いＴ」といえます。M ２で執筆する「プロジェクト研究論文（略称ＰＰ）」

は、プロフェッショナル・プログラムの専門職学位論文と比較すると枚数は少なく、より実務上の問題意識に軸足

を置いたものです。現段階では分野を決めきることができず、入学後にゼミ選択の自由度を担保しておきたい方に

は、こちらのほうがよりフィットがあると思います。

５．ゼミの運営原則とウェブサイト / フェイスブックのご紹介

最後に、人材ゼミの５つの運営原則を紹介します。

1.「学びを、楽しむ。（Enjoy learning.）」：人材ゼミでは「楽しみつつ学ぶ」ことを何よりも大切にしています。い

つも笑いの絶えないゼミにしていきたいと考えています。

2.「リーダーシップを、共有する。(Share leadership.)」：人材ゼミでは、それぞれのメンバーが持ちまわりでリーダー

シップを発揮していきます。参加者のアイディアやイニシアティブが最も尊重されます。

3.「理論も実践も、追求する。（Seek both theories and practices.）」：人材ゼミでは、学術的・理論的なアプロー

チとビジネスの現場における応用可能性の両方に価値を置き、同時に目指していきます。

4.「超えて、繋げる。（Bridge, span and connect.）」：人材ゼミでは、あらゆる壁を越え、異質のものをつなげ、ネッ

トワークを拡げていきます。学問の壁を越えて広く知を吸収し、世代を超えて繋がり、連携するゼミと積極的に

交流します。

5.「未来を、創る。（Create the future.）」：私たちは、過去と現在に学ぶと共に、自ら未来を創っていく主体（＝己）

でありたいと希求しています。志は熱いが、「熱血」ではなく、むしろ穏やかで、相互の気遣いと支援を第一と

する　―　それが、人材ゼミのカルチャーです。そのようなゼミのありかたにフィットを感じる方にとっては、

このモジュールで学ぶと早稲田の価値や WBS の価値が更に増すのではないかと思います。

「人材ゼミ」の略称は私が名づけたものではありません。自然に学生たちにそう呼ばれるようになったものです。

そのことを、私は本当に誇らしく思っています。もしこのモジュールの先輩たちが「人材」と認識されていなけれ

ば、そんな風に言われることはなかったはずだと思うからです。
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6．参考情報　

人材ゼミは、「人材の、人材による、人材のためのモジュール」となりたいと思っています。「人材ゼミの人材」

として一緒に創り上げていききたいと思われる方は、是非応募を検討してみてください。より具体的な情報につい

ては、下記をご参照ください。

□ 人材ゼミのホームページ：www.jinzai-zemi.jp　モジュール全般についての詳細な情報を掲載しています。

□ 人材ゼミのフェイスブック（www.facebook.com/WBS.jinzai）：最新の活動と「息吹」をご案内しています。

7．モジュール専門科目

「グローバル人事管理」

「人的資源マネジメントの国際比較分析」

「戦略的人材組織マネジメント（隔年）」

「ビジネス・リーダーシップ（隔年）」

「ビジネス・コーチング」

「経営と脳科学」

「ミッション経営と人的資源マネジメント」
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

モジュール「経営戦略」
責任者：教授 根来　龍之

１．目的

「自己成長。」
このモジュールでは、デジタル化やグローバル化で急速に市場・業界環境が変化する状況における経営戦略につ

いて学習・研究を進めます。経営戦略論は、製品の陳腐化スピードの高速化、業界をまたがる競争の進展、外部資

源活用（アウトソース）の容易化、デジタル技術（情報技術・通信技術）の飛躍的進歩、グローバル市場の一体化

の進展などによって、大きな変化を強いられています。このモジュールは、この「不確実」な市場・業界における

経営戦略論の実践的・理論的革新に参加したい人のためのものです。学習・研究対象の業界は問わない。ものづく

りメーカーからネットサービスまで広い範囲の経営戦略を対象にします。

このモジュールでは、現実世界で行っていることを説明するだけでなく、実務への行動指針を示唆できる学習・

研究をめざします。モジュール全体を貫く考え方は、現実（実務）研究と理論研究の両立です。「理論なき実務指

向は流行への追随、実務指向なき理論は空虚」というのが、このモジュールの基本精神です。ハウツーをめざすの

でもなく、机上の抽象論をめざすのでもない参加者を求めます。

夜間主プロフェッショナル・プログラムを構成するモジュールとして、専門職学位論文の作成を通じて、参加者

それぞれの問題意識に沿った個別のテーマについて深掘りを行います。この深掘りは入学してすぐに始まるゼミを

通じて、２年間を使って行われます。成果物としての「論文」は、その深掘り作業の結晶化です。この深掘り作業

とコア科目・選択科目の履修によって、現実の企業活動の中で問題を発見・分析・解決する総合的な能力を養うこ

とが、当モジュールの目的です。

なお、当モジュールは、自らの成長によって社会と産業に貢献しようとする「志」を持つ人たちとともに創り上

げていく「ベンチャー」型サブ組織でありたいと考えています。在学中だけでなく、卒業後も共に成長するネット

ワークハブでありたい。ビジネススクールで築かれるネットワークは、卒業後も関係が継続し強くなっていくこと

で、さらに大きな価値を持つと思うからです（そのために「デジタル経営研究センター」という卒業生組織を運営

しています）。

２．内容

「刺激的で役に立つ。」
モジュール専門科目の領域：事業戦略、ビジネスモデル、ICT、ネット＆モバイル、イノベーション

当モジュールに設置される科目は、経営戦略とデジタル化をめぐる科目が中心になります。具体的には、事業戦

略、ビジネスモデル、ICT、ネット＆モバイル、イノベーションをキーワードにした議論が主に行われます。同時に、

経営戦略論への多様な関心への架橋もはかります。どの科目でも、参加＝ディスカッションを重視します。当モジュー

ルに設置された科目だけでは不足な方には、他モジュール専門科目や一般選択科目の履修も積極的に勧めます。

授業の方式として、講義形式だけでなく、ケースメソッドや事例分析なども取り入れます。また、参加者の実務

的関心に応えるために、経営コンサルタント経験者や CEO 経験者が担当する「事例紹介型」の科目も予定しています。

ゼミ（演習）：アカデミックな探求＋実践的問題解決

修了要件の一つである専門職学位論文のテーマ設定は、一般化された概念やフレームワークについて論じるアカ

デミックな研究だけでなく、参加者自身が関わる事業の中長期計画作成や、自分が関わるプロジェクトに関する分

析をテーマにしてもよいです。ただし、成果物はアカデミックな研究でない場合も、系統的な手法・方法論を前提

とした分析、また関連実務家への一般化された示唆が求められます。

当モジュールは、実務との接点を確保するために、産学共同研究をすすめるプロジェクト研究所（早稲田大学
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IT 戦略研究所：www.waseda.jp/prj-riim/）及び当モジュール卒業生組織（デジタル経営研究センター：www.

d-keiei.org/）との連携をはかります。

なお、本モジュールでは、毎年、自主的な活動として、海外（アメリカ、台湾、中国、韓国等から毎年一つ選択）

での企業視察（スタディツアー）を実施してきました。

当モジュールにおける専門職学位論文の研究領域を、当モジュールのキー概念である経営戦略論、イノベーショ

ン、ICT、ネット＆モバイル、プラットフォーム戦略論、ビジネスモデル、コンテンツ＆ゲームビジネスの７つに

分類して例示すると、以下のようになります。ただし、これは、まったくの例にすぎないので、経営戦略やデジ

タル化に関連するものであれば、以下の例にこだわる必要はないです。（過去の具体的論文題名は、早稲田大学 IT 

戦略研究所：www.waseda.jp/prj-riim/ で公開しています。）

①経営戦略論：資源ベース戦略論の発展、戦略グループ論、全社戦略と事業戦略の統合、一人勝ちのメカニズム、

逆転の戦略、補完業者の戦略、ベンチャー企業の戦略、デジタル時代の金融ビジネス、変化に対応する組織戦略、

袋小路の業界の経営戦略、逆境下の経営戦略、水平分業戦略と垂直統合戦略、他

②イノベーション関連：新技術・新サービスの普及成否の条件、激しく変化する環境下での製品戦略、新事業創出

戦略、代替品の戦略、衰退期の製品の戦略、製品開発のシナジー論、製品アーキテクチャー戦略、産業のモジュー

ル化とアウトソーシングビジネス、技術イノベーション戦略、他

③ ICT 関連：CRM の顧客戦略、情報・通信技術 <ICT> と戦略、情報システム導入の成功条件、ERP 導入の成

功法則、情報システムの失敗、電子調達の効果と影響、デジタル時代の企業間関係、ナレッジマネジメントシス

テム、SIer の戦略、OSS の普及条件、クラウドコンピューティングや SaaS の可能性、他

④ネット＆モバイル関連：ソーシャルメディアの活用、ネットビジネスの差別化戦略、モバイルキャリアの競争戦

略、IT マーケティングの実証研究、モバイルショッピング、ネットコミュニティ、他

⑤プラットフォーム戦略論：ネット系プラットフォームの競争戦略、ソフトウェアの競争戦略、一人勝ちのメカニ

ズム、ゲームビジネスの競争戦略、規格競争の戦略、製品プラットフォーム戦略、電子マネーの戦略、他

⑥ビジネスモデル：ビジネスモデル策定方法、ビジネスモデルの分類と成功条件、無料モデルの成功メカニズム、ネッ

トビジネスのビジネスモデル上の特徴、他

⑦コンテンツ＆ゲームビジネス：地上波テレビ局の生き残り戦略、メディア産業（音楽・動画等）のネット対応、

電子書籍の戦略論、ソーシャルゲームのビジネスモデル、ゲーム専用機の将来、モバイルゲームの収益モデル、

他

■ ゼミの進め方

○Ｍ１春： 自分の業務の相互紹介から始め、関連文献を読みながら、自分なりのテーマを探索します。（科目は

コア科目中心履修）

○ M1 秋：関連する理論学習を進め、論文計画を策定します。（科目はコア科目＋選択科目履修）

○ M2 春：テーマにそった事例研究やフィールドワークなどを進めます。（選択科目履修）

○ M2 秋：論文にまとめます。（科目履修は１～２科目）

３．対象とする学生

「戦略立案にかかわる仕事を行っている人／めざす人。多様性重視。」
現在、経営スタッフ的立場で経営戦略立案に関わる仕事をされている方と同時に、今後、経営スタッフ的立場で

戦略立案に関わる仕事をすることをめざす人も対象とします。また、営業や開発などの仕事を遂行するために経営

戦略論を学びたい人も対象となります。業界は問いません。メーカーの人間も歓迎します。ちなみに、当モジュー

ルへの参加にあたって、情報技術・通信技術（ICT）に関する狭義の技術的知識がある必要はありません。事業戦
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略、ビジネスモデル、ICT、ネット＆モバイル、イノベーションという５つのキーワードの内、２つ以上に興味が

あることが、あえていえば参加の条件です（３つ以上のキーワードに関心がある必要は必ずしもありません）。

過去、当モジュールの参加者は、一般企業と ICT 関連企業の所属者がほぼ半々の比率でした。すでに経営スタッ

フ的職務についている方の比率は、約 50％でした。また、ほぼ毎年、シンクタンク研究員やベンチャー企業経営陣（社

長あるいは役員）からも参加者がいます。若手ビジネスパーソンも含め、多様なバックグラウンドを持つ方々に、

当モジュールに参加いただきたいと考えています。

（参考：夜間主総合プログラムのゼミとの関係）

このゼミは、夜間主総合プログラムの「ビジネスモデル／ネットビジネス／プラットフォーム戦略（２年次のみ）」

のゼミと「兄弟ゼミ」の関係となります。夜間主総合のゼミと相互シナジーを発揮した運営を行いたいと思ってい

ます。ゼミ相互の違いとして、以下をイメージしています。なお、論文の中間報告会やスタディツアー（海外での

企業視察）などは、適宜合同実施を図りたいです。

■ プロフェッショナルの「経営戦略」（略称：「プロの経営戦略ゼミ」）

ゼミは２年間で、合格の時点で所属先が決定します。ゼミは２年間の「深掘り」ゼミとなります。プロフェッショ

ナル・プログラムでは、コア科目の履修義務数が少なく（選択必修コア科目は任意履修となります）、その分モジュー

ル専門科目や選択科目を多く履修することが可能です（実際には、コア科目をたくさん履修する自由もあります）。

事業戦略、ビジネスモデル、ICT、ネット＆モバイル、イノベーションというキーワードのどれかに興味があり、

その興味の深掘りを行いたい方は、「プロの経営戦略ゼミ」を志望して欲しいです。専門職学位論文は２年間をか

けて書き上げるので、先行研究や独自の調査（インタビューやアンケート調査）がじっくりできます。

■ 夜間主総合プログラムの「ビジネスモデル／ネットビジネス／プラットフォーム戦略」（略称：「総合のビジネ

スモデルゼミ」）

夜間主総合プログラムでは、ゼミは１年間（２年次）で、ゼミは入学後に時間をかけて選択します。ゼミの期間

は相対的に短いが、その代わりに科目履修を、よりたくさんできる自由があることがメリットです。秋のゼミ配属

プロセスの前まで行われる「プレゼミ」を通してゼミ担当の指導教員（私を含む）の話をそれぞれオムニバス形式

でじっくり聞いたあとで自分の問題意識に適合するゼミを選択することができます。１年間のゼミ活動で書く「プ

ロジェクト研究論文」は、専門職学位論文と比較すると義務枚数がずっと少なく、実務上の問題解決により指向し

たものを想定します。広い関心を持ち、深掘りよりも多様な知識を身につけた上で、ビジネスモデル革新、ネット・

モバイルビジネスの戦略分析、プラットフォーム製品・サービスなどの事業戦略に関する課題解決を図りたい人、

経営戦略分野を志向しているが、現段階では学びたい具体的分野を決めきることができず、入学後にゼミ選択の自

由度を担保しておきたい方には、総合プログラムのほうがよりフィットすると思われます。

４．参考情報

◦フェイスブック：https://www.facebook.com/negorolab

◦ twitter：@tnego

◦ Web：http://www.wbs-negolab.com/

◦ IT 戦略研究所：http://www.waseda.jp/prj-riim/

◦デジタル経営研究センター：http://www.d-keiei.org/
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５．モジュール専門科目（予定）

「アカデミック科目 and 実践的科目。」
当モジュールの科目は原則として隔年開講としています。当モジュールの参加者にできるだけ多様な科目を履修

いただきたいからです。各年度に５科目前後が開講されます。担当教員（予定）も、アカデミックス、経営者、コ

ンサルタントなど、多様な組み合わせを意識しています。以下に科目の特徴を付記します（記述は根来の責任で行っ

ています）。＊科目開講予定は一部変更の可能性があります。

ビジネスモデル研究（根来龍之）：アカデミックでかつ実務的。実際の企業事例を分析

デジタル時代の経営戦略（根来龍之・浜屋敏）：ケースメソッドで事例についてディスカッション

競争戦略のフロンティア（淺羽茂）：ケースメソッド＋講義

実践全社戦略及び実践競争戦略（菅野寛）：ケースメソッドで事例について実践的観点からディスカッション

デジタル時代の事業革新（辻村清行）：通信会社経営陣としての経験をふまえた事例分析

トップマネジメントと経営イノベーション（成毛眞）：ゲスト講師による講義＋解説講義

イノベーションと企業間関係（仮題：近能善範）：ケース研究を通じて基礎から応用までカバー

グローバル企業の技術・経営戦略の実践（辻野晃一郎）：経営者としての経験をふまえた講義

多極化時代におけるグローバル・ビジネス・マネジメント（程近智）：コンサルタント経験をふまえた講義

Digital Marketing（柿原正郎）：アカデミックな視点とプラクティカルな視点の統合（英語授業）
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

モジュール「事業創造とアントレプレナー」
責任者：教授 長谷川　博和

１．目的

このモジュールのねらいは、「事業創造とアントレプレナーに関するマネジメント」の分野における高度な専門

性を獲得することです。その中心的受講生は、①将来ベンチャー企業を創業することを想定する方、②大企業で新

規事業や新たな収益源を生み出したい方、③ファミリービジネスの事業承継者、の３分野です。この３分野におけ

る成功・失敗要因を評価・分析し、不連続な技術革新についての対応力をつけ、更にはオープンイノベーションを

推進するために、大企業、ベンチャー企業とファミリー企業との連携の在り方等を検討することによって、専門職

学位論文を仕上げることを目的とします。

これら３分野は独立して存在するのではなく、相互に関連しながらダイナミックに成長してゆくものであり、そ

の相関性について重点を持って議論していきたいです。

このモジュールの基本姿勢は、実践と理論の融合を重視して進めてゆくことです。

２．内容

上記の目的を踏まえ、当モジュールでは、①ベンチャー企業の創造、②大企業の新規事業の開発、③ファミリー

ビジネスの継続と発展の３つの領域において、基礎理論と先端的理論を学ぶと同時に、多くの事例研究やケースディ

スカッションを多用した実践的な能力を蓄積できる科目群を配置しました。

　具体的には、①ベンチャー企業に関する科目としては、日本・欧米・アジアのベンチャー企業の成功事例、失

敗事例を中心としてベンチャー企業のビジネスモデル、差別化、人材採用などを学ぶ「事例で学ぶベンチャー経営」

と、ベンチャー企業の成長に伴うキャズムを超える手法としての「ベンチャー・ファイナンス」、シリコンバレー

で活躍するベンチャーキャピタリストが最先端のビジネスなどを解説する「イノベーションとシリコンバレー」、

②大企業の新規事業に関する科目としては、３M の幹部が３M のイノベーションを起こす仕組みを解説する「イ

ノベーションのための経営システム設計」や、ビジネスモデルをデザインする枠組みと手法を学んだ上でビジネス

モデルキャンパスを実際に作成する「起業×ビジネスモデル」、③ファミリービジネスに関する科目としては、ファ

ミリービジネスの本質とグローバル戦略の重要性を理論と実践で行う「ファミリービジネスと国際化」を配置しま

した。

さらに、当モジュールでは、この３つの領域において、基礎理論と先端的理論を学んだ後に「スタートアップ・

ファクトリー」を用意しています。これはビジネスアイディア・ビジネスプランを創出する醍醐味が体験できる貴

重なプログラムです。この「スタートアップ・ファクトリー」では、1 部上場会社となったミスミの創業者である

田口弘氏が経営するベンチャーキャピタルである株式会社エムアウトと連携して、実際に大企業の新規事業やベン

チャー企業が創業できるレベルにまで徹底的に指導します。また、この中で優秀なチームは海外でベンチャーキャ

ピタリストや外国人教員などの前でプレゼンテーションし、実現性を高める機会を設けることも予定しています。

当モジュール履修生は、上記のような科目群の他、コア科目と他モジュール設置科目から履修科目を選択して、「事

業創造とアントレプレナーに関するマネジメント」に関する体系的な学習を行うことになります。そのうえで、各

自の関心領域に応じて研究テーマを設定し、最終的には専門職学位論文としてまとめてもらいます。

早稲田大学では、本気で革新を伴ったビジネスを構築しようとする学生に対して、実践的なプログラムをいくつ

も用意しています。当モジュールではこちらも並行して活用しながら勉強を進めることができます。

例えば、年１回、全早稲田大学の学生、大学院生、若手研究者を対象に開催されるビジネスプランコンテスト、毎月、

実際に起業を目指す学生と若手起業家との交流会をしているアントレプレヌール研究会、インキュベーションのス

ペースを提供するインキュベーション推進室、ベンチャー企業の創業や大企業の新規事業に対して資金提供するベ

ンチャーキャピタルのウェルインベストメントなどの活発な活動があります。当モジュールの履修生もそれらと連
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携を深めた活動をすることにしたいです。

３．対象とする学生

『将来グローバルリーダーとなることを目指す人』

当モジュールの目指すところは「夢と覚悟と実行力を持つグローバルリーダーの育成」です。これは、「豊かな教養、

鋭い洞察力、優れた人間性、進取の精神を備えたグローバルリーダーの育成」という当ビジネススクールのポリシー

とも合致しています。

履修に当たって、業種や勤務経歴、専門分野などは問いません。特に、将来、大企業の起業家的リーダー、自ら

創業する起業家、ファミリービジネスなどの経営者などを目指す学生に向いています。

当モジュールで経験することをビジネススクール時代だけでなく、卒業後も社会人として以下の６つの喜びを追

求し続ける契機としたい学生に強く勧めます。

⒈　挑戦する喜び

⒉　達成する喜び

⒊　人を知る喜び

⒋　知識を得る喜び

⒌　成長する喜び

⒍　社会に貢献する喜び

このモジュールは、「アントレゼミ」と略称されるようになりたいです。アントレプレナーシップ（精神）は大

企業の経営幹部もベンチャー企業の創業者もファミリービジネスの経営者、さらにはソーシャルアントレプレナー

に至るまで、すべてのグローバルリーダーが保有すべきものです。みなさんと切磋琢磨しつつ、「明るく厳しいモ

ジュール」にできればと希望しています。

４．モジュール専門科目

ベンチャー・ファイナンス

スタートアップ・ファクトリー

事例で学ぶベンチャー経営・新規事業の創造

起業×ビジネスモデル

ファミリービジネスと国際化

イノベーションとシリコンバレー

イノベーションのための経営システム設計
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

モジュール「グローバル経営」
責任者：教授 平野　正雄

１．目的

本モジュールでは、現代企業のグローバル化に関する諸問題を、戦略、オペレーション、組織、企業文化など多

様な観点から掘り下げて、グローバル人材として活躍するための確かな視座と実践的な問題解決能力を涵養するこ

とを目的とします。そのために、グローバル化にかかる諸問題を、企業経営の観点からだけでなく経済、政治、社

会などのマクロ的な視点からも議論して、多面的・俯瞰的にグローバル問題を理解する力を身に着けることも意識

します。また、中心となる企業のグローバル化研究についても、製造、消費財、サービスなどの産業の切り口と戦略、

開発、オペレーション、組織体制など経営テーマの切り口を掛け合わせて立体的に学ぶことで、様々な経営課題に

対応できる問題解決の理論や手法を習得していきます。さらに、クロスボーダー M&A やグローバル RD など最新

のテーマも取り上げて議論する一方で、基礎的な経営理論も学ぶことで、グローバル化に関するバランスの良い知

識体系が獲得できるよう留意します。最後に、学位論文の作成に関しては、テーマ選定から調査・分析の設計そし

て執筆活動まで、一人ひとりへの個別指導を通して、それぞれの学生の関心分野での専門知識の獲得を支援します。

２．内容

ゼミ活動をベースに本モジュールは運営されますが、その中心には常に学生による主体的な学習があります。例

えば、ゼミ運営では研究テーマや事例の選定はゼミ生中心に行われます。そのテーマ選定は実際幅広く、市場開拓

戦略に始まり、ローカル商品開発、グローバルブランディング、サプライチェーン構築、海外企業買収と統合問題、

海外 NPO 組織研究、企業文化論など多様です。また、全員参画のゼミ以外に、学生への個別の指導・相談も適宜

実施しています。

３．対象とする学生

グローバルな事業環境において、リーダーとして活躍することを目指されている人材を募集します。流暢である

必要はありませんが、英語でビジネス討議できる程度の語学力が期待されます。

４．モジュール専門科目

グローバルビジネス理論

グローバルビジネスのマネジメント

グローバル M&A のマネジメント

グローバル人事管理

グローバル企業の技術・経営戦略の実践

多極化時代におけるグローバル・ビジネス・マネジメント

イノベーションとシリコンバレー：英語と日本語による討議
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

モジュール「マーケティング・マネジメント」
責任者：教授 守口　剛

１．目的

本モジュールでは、多様化する今日の市場や消費者の実態を的確に把握するための分析力と、効果的かつ創造的

なマーケティング戦略を策定するための構想力の双方を養成することを目的とします。今日では、市場の成熟化、

グローバル化、情報技術の進展などのさまざまな要因によってマーケティング・マネジメントのあり方が大きく変

化しています。このため、本モジュールでは、マーケティングの基礎的理論を土台としながら、実務における先端

的な事例や最新の理論を学ぶことによって、その変化の実態と方向性を見極める力を身につけます。

本モジュールの基本的なスタンスは、理論と実践との有機的な連動をはかることにあります。授業やゼミを通じ

て理論面での学習をすすめるとともに、事例を題材とした考察、実務で活躍しているマーケティングのスペシャリ

ストとの議論などを通じて、理論と実践とを架橋するための姿勢や考え方についても学んでいきます。

２．内容

上記の目的を踏まえ、本モジュールでは、経営やマーケティング上の課題や問題に効果的かつ創造的に取り組む

ための考え方や思考法に関連する科目（マーケティングとトップマネジメント、ビジネス思考法、経営と脳科学）、

マーケティングのコア領域における戦略とマネジメントに関する科目（ブランド戦略、顧客関係マネジメント、サー

ビス・マネジメント）、およびマネジメントの基礎となるデータ収集と活用に関連する科目（マーケティング・リサー

チ、マーケティング・データの分析と活用）をモジュール専門科目として配置しています。研究科のコア科目、一

般選択科目に加えて、これらのモジュール専門科目を学ぶことにより、MBA としての幅広い知識を土台としたマー

ケティングに関する深い専門性を磨くことが可能となります。

３．対象とする学生

企業やその他の組織において、マーケティングに関連する業務に携わっている方々、および将来その業務に携わ

りたいと考えている方々を対象とします。

４．モジュール専門科目

マーケティングとトップマネジメント

ビジネス思考法

経営と脳科学

顧客関係マネジメント

ブランド戦略

サービス・マネジメント

マーケティング・リサーチ

マーケティング・データの分析と活用
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夜間主プロフェッショナル
〈ファイナンス専修〉

ファイナンス専修のプログラムの概要

　　ファイナンス専修では専門的で高度なファイナンス知識を修得するとともに、高い判断力と柔軟な思考力をも

つ人材を養成することを目的としています。授業は平日夜間および土曜日に開講されるため、企業等に勤めなが

ら知識と手法・技法をブラッシュアップすることが可能です。出願時にファイナンス専修を選択し、専門分野及

び関連分野に通じた科目を中心に履修します。自らの興味関心に応じてファイナンス関連はもとより、ビジネス

に関する選択科目も履修できるため、広範な知識の修得も可能です。

　　本専修のカリキュラムは、ファイナンス理論・技法を中核とし、関連科目がそれらを側面から支える形になっ

ており、ファイナンスに関わる広範な知識がバランスよく修得できるように体系づけられています。このカリキュ

ラム体系は、実際のファイナンス関連プロジェクトを進める上で求められる能力を基礎に、総合的に構築・編成

されたものであり、従来の大学院修士課程における縦割り型の教育システムでは見られない独自のカリキュラム

の特色と言えます。

　　本専修では、MBA プログラムに共通する必修コア科目に加えて、ファイナンスを体系的に修得するために必

要な科目として専修が指定する科目の中から３科目履修することを推奨します。さらに選択科目を通じて専門知

識を深めながら実務経験者として培ってきた能力をアカデミックな裏付けとともに論理的に理解していくことに

なります。さらに第２セメスター以降は３つの異なる演習を受講するともに、２年間の成果をプロジェクト研究

論文としてまとめることが求められます。

専門研究（演習とプロジェクト研究論文）の履修について

１．演習

　　ファイナンス専修では、第 1 セメスターで必修コア科目の多くを受講した後、第 2 セメスターより演習科目を

履修します。第 2 セメスターから第 4 セメスターまでテーマの３つの異なる演習を受講しファイナンス関連領域

を広く多角的に学ぶことで、その知識を総合的に深めることが可能です。また、少人数教育による演習を行う事

で、討論・プレゼンテーションの能力を身につけることができます。

２．プロジェクト研究論文 　

　　ファイナンス専修では、2 年間の集大成として、プロジェクト研究論文の作成が求められます。2 年次（第３

セメスターから第４セメスター）の１年間の研究指導および論文作成を経て、第４セメスター末の論文審査に合

格することで、修了要件として必要な 2 単位が授与されます。論文指導教員の決定は、第２セメスター終了後に

行われます。論文指導教員は、第 2 セメスターで履修した演習科目の担当教員、これから履修を予定している演

習科目の教員に限定しません。

　　　入学 1 年次（4 月） （9 月） 2 年次（4 月） （9 月） 修了
第 1 セメスター 第 2 セメスター 第 3 セメスター 第 4 セメスター

演習 演習 A（教員 X） 演習 B（教員 Y） 演習 C（教員 Z）

論文 プロジェクト研究論文（研究指導：教員）

ファイナンスモジュール専門科目

　　ファイナンス専修では、次の選択科目のうち３科目６単位以上を履修することを推奨しています。

・企業データ分析

・コーポレートファイナンス

・エクイティ・インベストメント

・債権インベストメント

・デリバティブ

■夜間主プロフェッショナル　ファイナンス専修　演習紹介
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夜間主プロフェッショナル
〈ファイナンス専修〉

企業経済学
担当教員：准教授 蟻川　靖浩

本演習では、まず企業経済学の分野で用いられる実証分析の手法と、そうした手法を用いた分析事例を解説しま

す。同時に、参加者が自らデータを用いて実証的な分析を行い、それを報告します。本演習の目的はこれらの事柄

を通じて、参加者が自らデータ分析を行うための能力を獲得し、さらには向上させることです。

金融経済学
担当教員：教授 池田　昌幸

本演習は、投資家の資産選択行動と、金融資産市場の価格形成および配分機能について、その主要な結果ととも

に、未解決の問題について、プライシング・カーネル（確率的割引ファクター）の概念を用いて明らかにすること

が目的です。演習では、主に英文のテキストあるいは論文を参加者に報告してもらいますが、論点を明らかにする

うえで、参加者間の討論を重視したいと思います。

将来の労働収入のように、ヘッジ不可能なリスク（バックグラウンド・リスク）が存在する状況も含め、特に、

市場が完備ではない場合の資産価格形成の考え方を取り上げたいと思います。

マーケット・マイクロストラクチャー
担当教員：教授 宇野　淳

本演習では、マーケット・マイクロストラクチャーの実証研究に取り組みます。マーケットの流動性の計測など

基本的な事項について解説した後、各自が関心のあるテーマを選択し、先行研究のサーベイ、データの収集・分析

を行い、結果の報告を講義で随時行う形で進めます。最終的に結果をレポートにまとめます。

テーマとしては、株式市場の高速化、金融危機と流動性、Twin Market、国債市場の分析などが候補となります。

高速化の研究に取り組むものは、高度なデータ解析とプログラミング（SAS 等）の能力が前提となります。

不動産・保険・金融
担当教員：教授 川口　有一郎

本演習では、不動産・金融・保険（FIRE）産業におけるビジネス戦略の哲学、またこれを実行に移すための予測、

数値分析、実証分析、およびリスク管理の手法について学びます。

トピックスは、世界経済の多極化と FIRE ビジネス戦略、ビッグデータ・ファイナンス、マクロ経済とバブル崩

壊の予兆管理、株価、金利、および不動産の価格や賃料などの予測、および新しいデリバティブ商品をもちいたリ

スク管理です。また、ビジネスファミリーのウェルスマネジメント等についても扱います。
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夜間主プロフェッショナル
〈ファイナンス専修〉

計量経済学
担当教員：教授 斯波　恒正

ファイナンスのプロフェッショナルを目指す皆さんは、標本理論に基づく計量経済学を学んだことがあるでしょ

う。本演習では、ベイズ統計学の視点に立つ計量経済学を学びます。近年では誰でも、既存の R のパッケージを

流せばベイズ分析は容易に行えます。しかし真にベイズを理解し実践するには、MCMC プログラムが自作できな

くてはならなりません。これが本演習の目的です。『ベイズ統計分析』（照井著）を章毎に進む過程で、英語文献も

使用します。毎回、受講者による数値例や実証例を含むテキストの発表と討論を行います。なおテキストを複写す

るだけでは、発表資料になりません。

コーポレート・ファイナンス実証分析
担当教員：教授 鈴木　一功

本演習では、コーポレート・ファイナンスに関連する実証研究をテーマとします。到達目標としては、参加者が

自ら金融市場や、企業業績等のデータを取得し、それを用いて実証研究を行い、その結果を解釈できる基本的能力

を身につけることです。演習の前半においては、コーポレート・ファイナンス分野の実証研究論文（例として、株

主還元政策、負債政策、株主構成と企業パフォーマンス、M&A 等）を取り上げ輪読することで、実証研究のテー

マとそれに用いられている計量経済学的な手法を考察します。演習の後半では、参加者が自らコーポレート・ファ

イナンス分野から選定したテーマについて、実際にデータ収集、分析、報告を行います。さらに、その結果をレポー

トにまとめて提出することを単位取得要件とします。学期初めに、参加者数や参加者の興味のある分野に応じて、

全体の講義計画を設定する予定です。

金融システムとコーポレート・ガバナンス
担当教員：教授 首藤　惠

本演習では、コーポレート・ガバナンスと金融システムの機能・構造・形態との関係について学習します。理論

的分析と実証研究の基本的文献をサーベイして分析ツールを身に着け、各人が関心に応じたテーマを決めて、それ

ぞれデータや資料を用いてレポートをまとめることが最終的な目的です。演習での議論とレポート作成を通じて、

現在の日本、欧米、アジア各国の金融システムの直面する問題とコーポレート・ガバナンスとの関連について理解

を深めます。

ポートフォリオ・マネジメント
担当教員：教授 竹原　均

本演習の前半では、アセットプライシングモデル、企業価値評価モデルなど、ポートフォリオ管理に関連する代

表的な先行研究について輪読を行います。参加者は自分に割り当てられた論文についてその概要を報告します。演

習後半では、実証研究の方法論、特にコンピュータ上での実装に関して解説し、その後に演習前半で取り上げた論

文の内容を日本市場のデータを用いて複製することが参加者には求められます。
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夜間主プロフェッショナル
〈ファイナンス専修〉

コンピューテーショナルファイナンス
担当教員：教授 中里　大輔

クオンツに必要なプログラミングスキルを身につけます。ゼミ担当教授が同時に教えている夜間主プロフェッ

ショナル科目「ディリバティブ・モデリング」「金利デリバティブ原理とクレジットリスク」で扱われる、金融商

品やリスク管理手法などを例に実際のソフトウェア開発を行います。プログラミングのイロハから始めて、プロト

タイプ開発してもらいます。この作業を通して数値計算の問題点などを理解してもらいます。

前半はエクセルベーシックでマクロの作り方を講義、中間ではマセマティカでのプログラミングを講義、後半は

アドホックな開発プロジェクトをサポートします。各学生のスキルレベル・進捗に合わせ指導を行います。問題点

などは授業中に議論します。

また、ゼミ担当教員前掲科目の補習および卒業研究テーマ議論の場も兼ねます。

債券投資戦略
担当教員：教授 四塚　利樹

債券市場に関する最近の理論的・実証的分析の発展を把握した上で、債券ポートフォリオ管理への応用について

検討します。具体的には、イールドカーブ変動の統計的分析、均衡期間構造のモデル、イールドカーブ取引の手法

とリスク、現物国債市場とレポ取引のプライシング、スワップ・スプレッド・アービトラージの有効性、物価連動

国債やモーゲージ証券（RMBS）のプライシングなどが主なテーマとなります。信用リスクについてはごく限定的

な取り扱いとなります。

国債・金利スワップが中心であっても、債券ポートフォリオ管理は金利モデルの世界だけで完結するものではな

いため、金融政策やマクロ経済に関わるリスク・ファクターとの関係にも留意します。また、債券市場にはレバレッ

ジを多用する参加者も多く、投資家行動の理解には流動性リスクの視点が不可欠であるため、ヘッジファンドと流

動性危機に関する論文もカバーします。これらのトピックスについて幅広く議論することで、債券ポートフォリオ

の構築とリスク管理に役立つ分析力と視野を身に付ける一助になれば幸いです。

学期末レポートの形式・内容は自由だが，データを使って数量的分析を行うことが推奨されます。
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2．講義科目一覧　

講義科目は全て 1 科目 2 単位です。

《必修コア科目》　（2017 年度開講予定科目）

科目名
マーケティング
財務会計
ファイナンス
人材・組織
経営戦略
総合経営
グローバル経営

《選択必修コア科目》　（2017 年度開講予定科目）

科目名
企業データ分析
管理会計
企業の経済学
アントレプレヌールシップ
技術・オペレーションのマネジメント
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《全日制設置選択科目》　（2017 年度開講予定科目）
※一部変更する可能性があります。

●日本語で行う科目
科目区分 科目名

総合経営系

世界の企業の戦略変革
競争戦略のフロンティア
ターンアラウンド・マネジメント
コンサルティング実践
サービスデザイン
戦略的情報マネジメント
マネジメント・ゲーム
企業提携戦略
経営戦略の策定
マネジリアル・エコノミクス
戦略経営分析
企業倫理

マーケティング系

生産財マーケティング
マーケティング & ブランド・マネジメント
マーケティング・リサーチ
マーケティング戦略
消費者行動論

人材・組織系

戦略的人材組織マネジメント
グローバル・ビジネス・リーダーの育成と活用
組織における人間行動
ビジネスコーチング
組織デザイン

グローバルビジネス系 ビジネス英語

アントレプレヌールシップ系
上場制度とリスク管理経営
グローバル・ベンチャー企業の創出と経営　―起業家の価値創造戦略
ファミリービジネスの経営 B：ライブケースを利用した深堀り

アカウンティング系

国際財務報告基準と国際的動向
金融ビジネスの会計
業績評価と管理会計
経済性分析
戦略的マネジメント・コントロール
企業価値創造型経営

ファイナンス系

金融市場と企業財務戦略
ファイナンスと経営管理
M&A 戦略
証券経済論
CFO の役割と課題
金融資本市場論
企業財務戦略と金融機関の役割

技術経営系 IT 戦略マネジメント

研究技法・思考法系

意思決定の経済性分析
ケースメソッド論
インターミディエイト・ビジネス・ベーシックス
質的研究方法
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《全日制設置選択科目》　（2017 年度開講予定科目）
※一部変更する可能性があります。

●英語で行う科目
科目区分 科目名

総合経営系

Strategic Service Management
Strategy in Practice
Strategy of  eBusiness
Turnaround Management
Growth Strategy & Creation of Sustainable Business
Strategic Information Management
Management Game
Business Law
Strategy & Design Thinking

マーケティング系

Business to Business Marketing
Marketing and New Market Creation
Marketing Management
Design & Marketing of New Product
Digital Marketing
Consumer Behavior

人材・組織系

Leadership in Business Settings
Strategic Human Resource Management
Human Resource Development of Global Business Leader
Human Behavior in Organizations
Organizational Design
Organizational Strategy
Organizational Psychology

グローバルビジネス系

Business Innovation in Digital Era
Emerging Markets Strategy
Global Marketing Management
English for Global Business Communication for Non-native Speakers
Advanced Business Communication in English for Non-native Speakers

アカウンティング系 Management Control System for the Global Companies in the Era of Asia: Strategic Perspectives

ファイナンス系

Corporate Valuation
Securities Market
Business on Financial Markets
Derivatives Modeling
Market Microstructure
Real Estate Finance　
Management of Financial Institutions
US&European Financial system and institutions
Comparing Financial Systems
Corporate Governance
Mathematical Finance
Venture Capital Financing
Asset Allocation

技術経営系
Technology Strategy and Management
Strategic IT Management
Operation Management

研究技法・思考法系

Logical Thinking
Advanced Microeconomics
Applied Microeconometircs
Applied Time Series Econometrics



― 51 ―

●日英科目（日本語生と英語生が一緒に学ぶ科目）
※一部変更する可能性があります。

科目名
マネジメント・ディレンマ：日本語と英語によるケース討議
イノベーションのための経営システム設計
ビジネスのためのクリエイティブ・プロセスと倫理
ファミリービジネスの経営 A: 理論からファミリービジネスプランへ
GOTO ワークショップ（オックスフォード大学連携科目）
ファミリービジネスと国際化
イノベーションとシリコンバレー：英語と日本語による討議 

● 早稲田−ナンヤンダブル MBA 設置科目（他のプログラム学生も一部履修可）
※一部変更する可能性があります。

科目名
Problem Solving from General Management Perspective
Japanese Management
Management Issues in Japanese Business

● 海外開講科目
※一部変更する可能性があります。

科目名
Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia
Financing for Life Science Businesses



― 52 ―

《夜間主設置選択科目》　（2017 年度開講予定科目）
※一部変更する可能性があります。
※言語覧に「J」と記載されている場合は日本語で行う科目、「E」と記載されている場合は英語で行う科目、「JE」

と記載されている科目は日本語と英語の双方で行う科目です。
科目区分 科目名 言語

総合経営系

競争戦略のフロンティア J
コンサルティング実践 J
リーダーシップ論Ａ J
リーダーシップ論Ｂ J
サービスデザイン J
マネジメント・ゲーム J
ビジネスモデル研究 J
デジタル時代の事業革新 J
企業提携戦略 J
会社法Ⅰ（経営管理と組織再編） J
会社法Ⅱ（資金調達の手段） J
金融法Ⅰ（銀行取引総論・預金契約） J
金融法Ⅱ（融資契約と商業証券） J
組織の経済学 J
デジタル時代の経営戦略 J
競争戦略研究 J
経営者の意思決定 J
実践競争戦略 J
サービス・マーケティング J
市場競争戦略 J
イノベーションと企業間関係 J
Strategy & Design Thinking E

マーケティング系

ブランド戦略 J
サービス・マネジメント J
マーケティングと新市場創造 J
新規事業開発とビジネスモデル J
ラグジュアリーブランディング論 J
感性マーケティング論 J
マーケティング・リサーチ J
マーケティングとトップマネジメント J
Digital Marketing E
消費者行動論 J
Consumer Behavior E
感性＆ファッション産業論 J

人材・組織系

経営と脳科学 J
ビジネス・リーダーシップ J
Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia E
グローバル人事管理 J
組織における人間行動 J
人的資源マネジメントの国際比較分析 J
ミッション経営と人的資源マネジメント J
組織行動論：モチベーションとキャリアマネジメント J
ビジネスコーチング J
組織デザイン J
Oraganizational Psychology E
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科目区分 科目名 言語

グローバルビジネス系

グローバルビジネスのマネジメント J
ビジネス英語 J
グローバルビジネス理論 J
グローバル M&A のマネジメント J
Emerging Markets Strategy E
Advanced Business Communication in English for Non-native Speakers E
Global Marketing Management E
東アジア企業の国際競争と協調 J
新産業成長とグローバル企業戦略 J
Cross-Cultural Management E
多極化時代におけるグローバル・ビジネス・マネジメント J

アントレプレヌール
シップ系

起業×ビジネスモデル J
上場制度とリスク管理経営 J
事例で学ぶベンチャー・新規事業の創造 J
スタートアップ・ファクトリー J
ファミリービジネスと国際化 JE
経営システムと新規事業創造 J

アカウンティング系

戦略的マネジメントコントロール J
マネジメント・コントロール J
企業分析と経営指標（KPI） J
応用財務会計 J
国際財務報告基準と国際的動向 J
金融ビジネスの会計 J
経営意思決定と管理会計 J
業績評価と管理家計 J
会計から見た企業経営 J
財務分析と財務管理 J
知的資本経営による持続成長論 J
Management Control System for the Global Companies in the Era of  
Asia: Strategic Perspectives E

財務データと非財務データの連携による企業評価 J
企業価値創造型経営 J

ファイナンス系

金融市場と企業財務戦略 J
ファイナンスと経営管理 J
CFO の役割と課題 J
Financing for Life Science Businesses E
ベンチャー・ファイナンス J
コーポレート・ファイナンス戦略分析 J
金融資本市場論 J
金融ビジネスとシステムデザイン J
不動産とファイナンス J
日本の金融システム J
金利デリバティブ原理とクレジットリスク J
ファイナンスのための計量分析 J
金融機関マネジメント J
コーポレート・ファイナンスの理論と企業価値評価 J
コーポレート・ガバナンス J
デリバティブ・モデリング J
ヘッジファンド J
マクロ経済とファイナンス J
マーケット・マイクロストラクチャー J
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科目区分 科目名 言語

ファイナンス系

コーポレート・ファイナンス J
エクイティ・インベストメント J
債券インベストメント J
デリバティブ J
応用コーポレート・ファイナンス J
年金マネジメント J
事業再生 J
行動ファイナンス J
不動産金融工学 J
不動産証券分析 J
不動産経済学 J
住宅とファイナンス J
資本市場と不動産評価 J
ファイナンスのための確率過程 J
リアル・オプション J
国際金融論 J
証券化 J
イスラム金融 J
金融商品戦略と事業リスク管理 J
Capital Markets and Institutions : A Global View E
Overseas Investment: Financing and Risk Management E
Sports Finance: An Introduction E
アセット・アロケーション J
税務会計 J
確率・統計の基礎 J
ファイナンスのための数学基礎 J
Ｍ & Ａストラクチャ論 J
Ｍ & Ａと企業価値評価 J
企業財務戦略と金融機関の役割 J

技術経営系

新製品開発マネジメント J
IT 戦略マネジメント J
Strategic IT Management E
製品デザイン・開発論 J
実践プロダクト・イノベーション J
実務者のための生産管理・経営管理 J
知的財産マネジメント J
グローバル企業の技術・経営戦略の実践 J

研究技法・思考法系

ロジカルシンキング & ネゴシエーション J
経営学研究法（MBA 編） J
顧客情報分析（データおよびテキスト・マイニング） J
プロジェクト研究エッセンス J
戦略的思考とコミュニケーション J
計量経済学 J
マクロ経済学の基礎 J
ビジネス思考法 J
質的研究方法 J
企業データ分析の手法と活用 J
ケースメソッド論 J
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（参考）MSc in Finance プログラム　講義科目一覧
講義科目は全て 1 科目 2 単位です。

《MSc in Finance 必修コア科目》　（2017 年度開講予定科目）

科目名
Microeconomics
Financial Econometrics
Equity Investments
Corporate Finance
Fixed Income Investments
Mathematics for Finance
Statistics

※ MBA プログラムの方は履修できません。

《MSc in Finance 選択必修コア科目》　（2017 年度開講予定科目）

科目名
Derivatives Modeling
Market Microstructure
Real Estate Finance　
Management of Financial Institutions
US&European Financial system and institutions
Comparing Financial Systems
Corporate Governance
Mathematical Finance
Venture Capital Financing
Asset Allocation
Advanced Microeconomics
Applied Microeconometircs
Applied Time Series Econometrics

※ MBA プログラムの方も履修できます。
《全日制設置選択科目》一覧表に記載されています。
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早稲田大学大学院経営管理研究科

ゼミ・モジュール紹介

TEL 03-5286-8719 　FAX 03-5273-4371

早稲田大学大学院経営管理研究科

http://www.waseda.jp/fcom/wbs/

E-mail wbs-admissions@list.waseda.jp

早稲田大学ビジネススクール


