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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：2019 年度開講ゼミ（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

市場と組織のインセンティブ設計

教授

伊藤

秀史

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

企業のグローバル化とビジネスリーダーシップ

教授

大滝

令嗣

技術経営

教授

長内

厚

マーケティングと新市場創造

教授

川上

智子

経営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

金融法務事情

教授

柴崎

暁

技術進化がもたらす新しい組織とイノベーション

准教授 清水

たくみ

企業の戦略と管理会計

教授

信匡

Risk Management

准教授 張

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

イノベーションとアントレプレナーシップ

准教授 牧

Financial Accounting Research

准教授 LAU, David
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清水

明恩

兼充

■ １年制総合：2019 年度開講ゼミ（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

経営戦略と市場創造

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

起業プロセスとビジネスプラン

教授

東出

浩教

経営戦略の策定

教授

山田

英夫

賢

■ 夜間主総合：2019 年度開講ゼミ（予定）
：入学後に選択し、２年次に履修します
＊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

戦略構想力

教授

淺羽

茂

競争戦略と市場創造戦略

教授

池上

重輔

市場と組織のインセンティブ設計

教授

伊藤

秀史

企業・事業戦略

客員教授 今村

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

イノベーションと価値創造戦略

教授

長内

厚

経営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

金融法務事情

教授

柴崎

暁

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

経営システムと新規事業創造研究

准教授 田村

泰一

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

企業価値創造のための経営と管理

教授

西山

茂

経営戦略の理論と実践

教授

根来

龍之

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

経営戦略とビジネスモデル

客員教授 平井

グローバル経営の戦略

教授

科学技術とアントレプレナーシップ

准教授 牧

マネジリアル・エコノミクス

教授
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平野

英明

賢

孝志

正雄

眞野

兼充
芳樹

■ 夜間主プロフェッショナル
・マネジメント専修：2019 年度募集モジュール：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

事業創造とアントレプレナー

教授

長谷川

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

博和

・ファイナンス専修：2019 年度開講演習（予定）：入学後、第２セメスターから履修します
＊演習開講予定は一部変更になる場合があります。

モジュール名称

責任者

企業経済学

准教授 蟻川

靖浩

マーケット・マイクロストラクチャー

教授

宇野

淳

ファイナンス理論と金融ビジネス

教授

大村

敬一

不動産・保険・金融

教授

川口

有一郎

金融機関マネジメント

教授

川本

裕子

コーポレート・ファイナンス実証分析

教授

鈴木

一功

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

市場と組織のインセンティブ設計
担当教員：教授 伊藤

秀史

経済学ディシプリンで市場と組織を分析するツールおよび最近の国際的な学術研究を学習し、各学生の関心のあ
る現実問題への応用を議論します。経済学ディシプリンであることが最大の特徴ですが、心理学や社会学ディシプ
リンを取り入れて経済学をいっそう豊かなものにしようとする、いわゆる行動経済学のアプローチも含みます。教
員の専門分野は組織の経済学ですが、ゼミでは組織デザインに限定せず、マッチング、オークション・入札、プラッ
トホーム等のマーケット・デザイン、
「一見類似した会社間で業績格差が持続する」問題、最近大規模な国際プロジェ
クトが進行中の経営慣行（management practices）の測定と効果、
「なぜベスト・プラクティスは拡散しないのか ?」
などのトピックをカバーする予定でいます。トピックは学生の関心に応じて変わりますが、実践的なフレームワー
クに落とし込まれていないアカデミックな理論を、関心のある事例や現場で活かそうとする意欲が求められます。

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
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全日制グローバル

企業のグローバル化とビジネスリーダーシップ
担当教員：教授 大滝

令嗣

当ゼミでは以下のような研究テーマを取り上げ、企業事例をもとに研究を深める。
■ グローバル化とトップのリーダーシップ
■ グローバル企業におけるグローバルビジネスリーダーの育成と活用
■ グローバル企業の人材マネジメント戦略
■ グローバル企業の組織戦略
■ サービスビジネスのグローバル化戦略
研究のアウトプットは、企業の最前線にいるビジネスパーソンたちの役に立つ実践的なレベルを目指す。
ゼミの運営に関しては以下を方針とする。
１. 英語と日本語を公用語とする
２. 常に将来を見据え、次世代のソリューションを考える
３. 学生の自主性を重んじる
４. 積極的に行動し、データや情報は自らの足で収集する
５. 新しいアイデアや提言を積極的に社会に発信する
育成したい人材像：
このゼミを通じ、企業において事業のグローバル化やグローバル組織の運営に直接的に関わり、企業のグローバ
ル化に大きなインパクトを与えるグローバルビジネスリーダーの育成を目指す。
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全日制グローバル

技術経営
担当教員：教授 長内

厚

当ゼミでは、技術経営の諸問題について戦略論・組織論をベースに研究するとともに、ケーススタディなどの定
性的な研究法と論文執筆のテクニックを学び、研究成果をプロジェクト研究論文としてまとめあげるための研究と
論文執筆の指導を行う。
このテーマの前提にあるのは、技術的な成果は必ずしも事業成果に結びつかない、という認識である。新しい技
術は企業の競争優位の源泉となるものであるが、企業が事業としての成功を収めるためには、技術を応用した製品・
サービスが顧客にとって価値のあるものであること（価値創造）と、創造した価値に見合うだけの見返り（収益）
を企業が得られること（価値獲得）が必要となる。例えば DVD を例に考えてみると、レンタルビデオ店の VHS カセッ
トが DVD ソフトに駆逐されたことで明らかなように、多くの消費者が DVD に価値を見いだし、日常的に利用し
ている。しかし、DVD プレーヤーの価格は、登場以来十余年で 10 分の 1 以下になり、開発を主導してきた日本の
家電メーカー各社は、激しい価値競争の末、早々に市場から撤退を余儀なくされている。「価値創造可能だという
こと」イコール「価値獲得可能である」、とは言えないのである。
また、新たな製品の価値が「より高速処理ができる PC」、「より低燃費な車」といった機能的・性能的な価値で
あれば、技術的な成果は顧客価値向上に結びつきやすい。しかし、デザインや操作感といった、その製品固有の所
有欲をくすぐる個性が顧客の評価の決め手になるような場合、機能的・性能的進化（単なるスペック向上）は顧客
価値の向上にはつながらない。iPod より音質がよく連続再生が長いと言われるウォークマンが iPod に勝てない理
由もこのあたりにあると考えられる。新たな価値をどのように定義し、そこに技術がどのように介在するのか、こ
れらを考えることが、当ゼミの大きな課題である。
上記の例ではエレクトロニクス産業を取り上げて説明をしたが、当ゼミは、方法論オリエンテッドに行うので、
扱うテーマ（研究対象）は受講者自身の希望や自身の業務との関連などで自由に選んでいただきたい（例：IT、
自動車、産業材、食品、アパレル、出版、サービスなど）。
面白い研究計画は、料理にたとえれば上質な食材であり、どんな高級食材でも調理が下手だとおいしい料理には
ならない。優れた研究成果を論文という形でまとめ上げるためには、理路整然とした論理構成を考え、それを読み
手に誤解を与えないよう読みやすく論述することが必要である。「良い論文」を書くスキルを身につけることもこ
のゼミで学習するもう一つの目標である。
ゼミの共通言語は日本語を中心に必要に応じて英語の文献等を読む場合もある。また、ゼミは個別指導や夜間主
総合ゼミとの共同ゼミも行う。
※具体的なゼミの授業計画については変更の可能性があるので、上記内容は大まかな方針とご理解いただきたい。
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全日制グローバル

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、国内・
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。

経営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グローバル学
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、一緒に英語で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「経営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「経営戦略・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、オリジナリティに富んだ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。
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全日制グローバル

金融法務事情
担当教員：教授 柴崎

暁

"PROJECT-RESEARCH : on FINANCIAL LAW AND PRACTICE"
instructor : SHIBAZAKI '(Satoru), Ph. D (Law).
Objectif of this workshop is to master the japanese banking private law system and to ensure the basic
preparation for a thesis of each participant.
Participants may make a choice as a topic of their thesis among many subjects about banking transaction
in japanese private law: current account, bank deposit, money transfer, loan contract, usury prohibition,
guarantees and pledges, bill discounting, documentary credit, set-off, netting for derivatives, negotiable
instruments for exemple.
COURSEWORK

Reading and comprehension of cases and commentaries with a text fully drafted in japanese.

Material of this semester: Kinyu Homu Jijo [Financial Law Journal], ed., Kinzai, No 2049 (Recent Court decisions
of 2015-2016), that is a special issue of a law journal that treats the current issues of legal practice of banking
and finance.
This issue conteins a few dozen of remarkable decisions of japanese courts in the banking law of last year. Each
title contains the fact, the judgement and the commentary by academics or practiciens.
First of all, participants must try to translate a few of these titles from japanese to english word by word;
secondly, they'll make a list of references from this translation; finally, they'll make also an esquisse for the
thesis untill the end of semester.
ACCESS TO LEGAL RESOURCES

Unfortunately almost all resources of japanese private law are drafted in

japanese.
We have no exhaustive treaties in English on japanese law of each discipline. There is no standerd coursebooks
in English, nor official case book in English, as published about japanese law. (except some works as BALZ (Moritz)
et al. (edited by), Business law in Japan : cases and comments : intellectual property, civil, commercial and
international private law : writings in honour of Harald Baum / Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International,
2012; BAUM (Harald), Japanese business law in western languages : an annotated selective bibliography,
Littleton, Colo. : F.B. Rothman, 1998.) There are only some effort of translation of the fundamental japanese
Codes and laws by Ministry of Justice. Some academic lawyers publish articles in journal ad hoc in english
text, about only very limited subjects. The Civil Code of Japan is too much simple, brief or compact. Then,
with these translation, we can seize only the general scheme of this field. If you want know more profoundly
the japanese law, you have to consult classic treaties in japanese written by notable scholors as "Minpo Kogi"
by professor Sakae Wagatsuma, also Commentary series of Civil Code "Chushaku-minpo", and the accumulated
immense cases and decisions of Court of Instence Daishinin and Suppreme Court Saikousai. (Reliable guide book
to reference of all legal resouces, ISHIKAWA et al., Lagal research, 5th ed., ed., Nihon-hyouron-sha, 2016). Today,
with development of information network, it is not imaginable a law study at graduate level without any access
to legal databases.
Legal science is a science of words. Japanese private law is classified as one of civil law system or "systeme
du droit romano-germanique". In this system, the authority of the statutory laws as "l'expression de la volonte
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generale" shall be more noticeable than that in Common law world. The main method of law studies in Japan is
hermeneutique of the statutory laws. If you want know the japanese law you must learn the japanese. Intention
and ability to learn japanese and to understand the japanese text are indispensable in this workshop. in addition,
for students who have no background of law (of civil law system, especially), this workshop might be somewhat
demanding.
Preparation of translation (50% ) and Esquisse of thesis. (50% )
Translation of the fundamental japanese Codes by Ministry of Justice
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01>.
Exemple of articles of law journals in english text,
<https://www.waseda.jp/folaw/icl/en/public/bulletin/>
Exemple of Legal databases.
<wul.waseda.ac.jp/imas/>
Any candidate who needs a consultation with the instructor ought to make an appointment by email and to
prepare an esquisse of own research project for the consultation.
＊日本語での履習者のみの場合は夜間主総合のゼミと同じ内容となります。
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全日制グローバル

技術進化がもたらす新しい組織とイノベーション
Technology, Collaboration, and Innovation
担当教員：准教授 清水

たくみ

本ゼミでは、テクノロジーによってもたらされる新たな組織、コラボレーションやイノベーションについて、世
界の最先端の学術研究から学び、実務・組織で生じる機会や課題について理解・応用することを目指します。絶え
ず進化を続けるテクノロジーと経営が交差するフロンティア領域を開拓するゼミで、下記トピック例などに関心を
持つ方に向いていると考えます。
■ プラットフォームやオンライン・コミュニティ上のコラボレーション
■ AI・アルゴリズム・ビッグデータのビジネスおよび組織マネジメントへの活用
■ ICT によって不特定多数の集合知を活用するオープン・イノベーション
■ テクノロジードリブンな未来の働き方（Future of Work）
ゼミ運営は、海外のトップ学術誌を輪読・議論することをベースに、業界のトップランナーとして活躍する起業家・
実務家の講演や、注目する最新事例の議論・分析等を行います。学位論文は、ゼミ生自身の関心・問題意識に基づ
いて、現実の事例・データと理論を結び付けた研究を期待します。研究アプローチに関しては、統計手法を使った
定量研究、インタビューやフィールド調査を元にした定性研究、テキストマイニング等を用いた研究など、世界の
経営学で標準的に用いられる手法を幅広く柔軟に対応します。ゼミ全体でこのフロンティア分野開拓を目指し、卒
業後も学びあえるネットワーク・コミュニティを構築していきましょう。

企業の戦略と管理会計
担当教員：教授 清水

信匡

企業に適合した戦略と管理会計（管理ツールや業績管理）やコストマネジメントを研究することを本ゼミの目的
とします。すなわち、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）やコストマネジメントを行うのがよいのかを考えることです。
多く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とコストマネジメントを研究します。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
慮して管理会計やコストマネジメントを論じませんが、本ゼミでは経営戦略を考慮にいれて管理会計やコストマネ
ジメントを研究します。
（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

５

ABC・ABM（活動基準原価管理）、６

３

VE（バリューエンジニアリング）４

投資評価技法、７

原価計算

損益分岐点図表、

８TOC

（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

４

事業部制管理

標準原価による管理と改善による管理
５

３

製品開発設計の業績管理（原価企画）
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ミニプロフィットセンター（アメーバ経営）

全日制グローバル

Risk Management
担当教員：准教授 張

明恩

This seminar addresses the landscape of risk transferring and sharing for investors in modern financial markets
with an emphasis for the aftermath of the subprime crisis in 2007, financial crisis in 2008 and sovereign crisis
from 2009 and onwards. There are two objectives of this course. First objective is to familiarize students with a
variety of risk management tools. We study the literature of pricing and trading derivatives. Second objective is
to learn how to conduct an empirical research in risk management with appropriate data bases and econometric
models.
Each student is required to choose a topic related to derivatives and risk management with contributions
measured against the literature. Students need to collect data, examine hypotheses by applying appropriate
econometric models, and interpret findings with economic intuition(s). Basic techniques of computer
programming, research writing, and literature review and will be discussed.

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。
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全日制グローバル

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 13 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。

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。
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全日制グローバル

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

これからは「パクラない」人生を創っていくことが大切になります。
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や交換留学等を経験しながら、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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全日制グローバル

イノベーションとアントレプレナーシップ
担当教員：准教授 牧

兼充

本ゼミは「科学技術とアントレプレナーシップ」という経営学・経済学の融合領域をテーマとしています。研究
機関において科学技術に関する「知」がいかにして産み出され、またその産み出された「知」からいかにしてベン
チャー企業を含めた新事業が創出されるのかについて扱います。
各回は、経営学及び経済学の先端的な研究論文についての輪読・議論、学生による研究発表、ゲストスピーカー
による講義などを行います。論文については、学生の興味に基づいて、私がその分野の先端的な論文を 3 本程度指
定し、履修者は事前にその論文を読み込むことが求められます。修士論文では、本ゼミで扱うテーマの延長線で研
究を行っても良いですし、先行研究から得られた知見を用いたケース分析を行っても構いません。実社会への応用
を重視するために、ゲストスピーカーを積極的にお招きします。
以下のどれか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） 科学技術を活用したビジネスに興味がある
2） ベンチャー企業を含めた新事業創造に関心がある
3） 経営学・経済学の先端的な知見を自分のビジネスに活用することに興味がある
海外との交流も多いため、ゼミの活動ではある程度の英語力が求められます。また統計分析を活用している論文
を多く扱います。学生のニーズに応じて、不明な点は解説します。
本ゼミでは、以下の 2 点を重視します。
1） 先端的かつ学術的な理論を理解する力だけではなく、その理論を実務に応用していく力を養うこと。
2） ゼミを介して、修了後も有益なビジネスネットワークを構築すること。
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全日制グローバル

Financial Accounting Research
Associate Professor David Lau PhD, BCom(Hons), CA
A spate of high profile accounting scandals in Japan in the 21st century (e.g., Kanebo 2005, Olympus 2011,
Toshiba 2015) brought the quality of audits in Japan into question. These large accounting frauds have severely
diminished confidence in the role of auditing in Japan, and have made audit quality one of the most topical
financial accounting issues currently in Japan. In this seminar, we will direct our research efforts towards
understanding the role of auditing in the function of capital markets in Japan. Research efforts exercised in this
seminar aim to achieve four learning outcomes:
1. Familiarize with the auditing regulations and the institutional setting in Japan through research;
2. Discuss and critique prior studies on audit quality outside of Japan in an attempt to understand the
common approaches used to carry out research in this field;
3. Examine prior studies on audit quality in Japan in order to identify how we can make further contributions
to the literature on audit quality; and
4. Develop the skills required for conducting research and write a thesis.
Students will lead the seminars. Each student will be required to make a presentation about the research
article(s) assigned to the student. Students who are not presenting will be expected to ask and respond to
questions, and to participate in all discussions. Presentations and participations will be assessed. Students will
also be required to write a taxonomy about the literature on audit quality in the first year of their seminar. This
will equip the students with the crucial skills for writing a thesis.
Each student must select a topic related to audit quality in Japan. With regard to the thesis, it could either be a
literature review or an empirical research. More details about the seminar and the requirements for individual
research will be provided in class.
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1 年制総合

■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。（通訳します）
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。

経営戦略と市場創造
担当教員：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：
争戦略の主要理論と実践上の留意点

１）様々な戦略理論はどのような前提のときに有効か

３）市場創造戦略の考え方とプロセス

と共通項等
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２）競

４）国内と海外での戦略展開の違い

1 年制総合

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、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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1 年制総合

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。

起業プロセスとビジネスプラン
担当教員：教授 東出

浩教

これからは、「パクラない」人生を創っていくことが大切になります。
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「哲学」を 1 年間の時を使い、見つめ直し将来のための「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

経営戦略の策定
担当教員：教授 山田

英夫

当ゼミの目的は、大企業のコーポレート・スタッフ、もしくは戦略コンサルタントとしてのスキルを身につける
ことにあります。当ゼミでは、論文以外のタスクは何も課していませんが、論文は、単なるケーススタディ、計画書、
提言書、エッセイではなく、論理性、創造性、実践性の３つを備えたものを条件とします。言い換えれば、MBA
の学習において、ロジカル・シンキング及びロジカル・ライティングの実践の場と考えて下さい。そこでは、きち
んとした文章を書く能力も求められます。
論文のテーマは自由です。過去には戦略論だけではなく、組織論、マーケティング、リスク・マネジメント、マ
ネジメント・コントロール等の内容もありました。これまで良い論文を書き上げられた方は、自ら選んだテーマに
対して、強い思い（will）を持っていた方が多いと言えます。
ゼミでは、論文の進捗を、毎週ゼミ生同士でリファインしていくため、他人から意見をもらうだけでなく、他
人に貢献できる姿勢が求められます。実務経験を要求しているのも、そのためです。“一番発言（give）した人が、
一番得（take）できるゼミ”にしたいと考えています。
最後に、ゼミ生同志の横のつながり、縦のつながりは、一生の財産です。ゼミ生の募集に際しては、will、can、
そしてメンバー間の chemistry を重視したいと思います。
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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：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、企業はマクロな大局観とミクロな現場感の両方を持ちながら
戦略と組織を必要に応じて変革してゆく必要があります。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。
ゼミ後半はプロジェクト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：
争戦略の主要理論と実践上の留意点

１）様々な戦略理論はどのような前提のときに有効か

３）市場創造戦略の考え方とプロセス

と共通項等
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２）競

４）国内と海外での戦略展開の違い

夜間主総合

市場と組織のインセンティブ設計
担当教員：教授 伊藤

秀史

経済学ディシプリンで市場と組織を分析する最近の国際的な学術研究をゼミで学習し、各学生の関心のある現実
問題への応用を議論します。経済学ディシプリンであることが最大の特徴ですが、心理学や社会学ディシプリンを
取り入れて経済学をいっそう豊かなものにしようとする、いわゆる行動経済学のアプローチも含みます。教員の専
門分野は組織の経済学ですが、ゼミでは組織デザインに限定せず、マッチング、オークション・入札、プラットホー
ム等のマーケット・デザイン、「一見類似した会社間で業績格差が持続する」問題、最近大規模な国際プロジェク
トが進行中の経営慣行（management practices）の測定と効果、「なぜベスト・プラクティスは拡散しないのか ?」
などのトピックをカバーする予定でいます。1 年でプロジェクト研究論文を完成させるために、早い段階から各学
生に自身の研究プロジェクトの進行状況を定期的に報告してもらう予定です。アカデミックな理論を関心のある事
例や現場で活かそうとする論文、たとえば関心のある市場や組織の事例で生じる問題を詳しく説明し、なぜそのよ
うな問題が起こるのかを分析し、どのようなインセンティブ設計によって問題を解消することが可能かを検討する
ことが期待されます。

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。
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夜間主総合

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。

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。

― 26 ―

夜間主総合

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

― 27 ―

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
目的とする。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く。
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る。
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う。金融ビジ
ネスのあり方についても議論したい。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
るが、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たい。
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る。実際にそのような場面や業務に携わっているかにかかわらず、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しい。自分の課題として報告し、議論をする。応用分野
については特にこだわらない。
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・議論する。業務上の関心と近ければ進め
やすいかもしれない。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かもしれない。
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する。自分の利用目的が独創的であるほど、直接参考になる論
文は少ないが、むしろ、そのようなテーマであることのほうが望ましい。
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夜間主総合

イノベーションと価値創造戦略
担当教員：教授 長内

厚

当ゼミでは、（A）「技術がどのような価値を生み出し、企業に収益をもたらしているのかについて戦略論・組織
論をベースに研究する」というテーマのもとで、
（B）ケーススタディなどの定性的な研究法と論文執筆のテクニッ
クを学び、研究成果をプロジェクト研究論文としてまとめあげるための研究と論文執筆の指導を行う。
このテーマの前提にあるのは、技術的な成果は必ずしも事業成果に結びつかない、という認識である。新しい技
術は企業の競争優位の源泉となるものであるが、企業が事業としての成功を収めるためには、技術を応用した製品・
サービスが顧客にとって価値のあるものであること（価値創造）と、創造した価値に見合うだけの見返り（収益）
を企業が得られること（価値獲得）が必要となる。例えば DVD を例に考えてみると、レンタルビデオ店の VHS
カセットが DVD ソフトに駆逐されたことで明らかなように、多くの消費者が DVD に価値を見いだし、日常的に
利用している。しかし、DVD プレーヤーの価格は、登場以来十余年で 10 分の 1 以下になり、開発を主導してき
た日本の家電メーカー各社は、激しい価値競争の末、早々に市場から撤退を余儀なくされている。「価値創造可能
だということ」イコール「価値獲得可能である」、とは言えないのである。
また、新たな製品の価値が「より高速処理ができる PC」、「より低燃費な車」といった機能的・性能的な価値で
あれば、技術的な成果は顧客価値向上に結びつきやすい。しかし、デザインや操作感といった、その製品固有の所
有欲をくすぐる個性が顧客の評価の決め手になるような場合、機能的・性能的進化（単なるスペック向上）は顧客
価値の向上にはつながらない。iPod より音質がよく連続再生が長いと言われるウォークマンが iPod に勝てない理
由もこのあたりにあると考えられる。新たな価値をどのように定義し、そこに技術がどのように介在するのか、こ
れらを考えることが、当ゼミの大きな課題である。
上記の例ではエレクトロニクス産業を取り上げて説明をしたが、当ゼミは、方法論オリエンテッドに行うので、
扱うテーマ（研究対象）は受講者自身の希望や自身の業務との関連などで自由に選んでいただきたい（例：IT、
自動車、産業材、食品、アパレル、出版、サービスなど）。
次に、
（B）の研究成果をまとめ上げる方法についてであるが、企業活動の現場で起こる事象は様々な環境条件
の違いに左右される複雑な因果関係の連鎖であるので、専門職学位課程の院生諸氏には、企業の内部に入り込んで
いるメリットを最大限活用して、「そこにどのような複雑な因果関係が存在しているのか」をつぶさに観察しても
らうことを期待している。また、面白い研究計画は、料理にたとえれば上質な食材であり、どんな高級食材でも調
理が下手だとおいしい料理にはならない。優れた研究成果を論文という形でまとめ上げるためには、理路整然とし
た論理構成を考え、それを読み手に誤解を与えないよう読みやすく論述することが必要である。「良い論文」を書
くスキルを身につけることもこのゼミで学習するもう一つの目標である。
※具体的なゼミの授業計画については変更の可能性があるので、上記内容は大まかな方針とご理解いただきたい。
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夜間主総合

経営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、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。したがって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。
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。
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夜間主総合

金融法務事情
担当教員：教授 柴崎

暁

本年度春学期のテーマは「金融私における指図の諸相」、秋学期は「預金・担保・回収」とします。
いずれのゼメスターにおいても、当該主題に関する法学系の学術論文を読んで理解し、論文作成の参考としてい
ただきます。春学期の各回のテーマは「誤振込と被仕向銀行による相殺」「条件付更改の法理と支払のためにする
手形授受」
「デリバティブ取引の一括清算と三者間相殺」等とし、秋学期は、「預金契約の寄託性と消滅時効」「差
押禁止債権を原資とする預金債権に対する差押」「金融債を受働債権とする相殺」「保険解約返戻金債務を受働債権
とする相殺」等を予定しています。柴崎暁・金融法提要（2017 年刊行予定、成文堂）をテキストとし、随時必要
に応じて参考文献を CourseN@vi によって配布します。平常点評価を 100％とします。関連 URL として担当者の
cv http://profshibaz.exblog.jp/ があるので参考にしてください。
本研究科のカリキュラムには法学系の準備的教育が用意されていませんので、受講前に独習で法律学の勉強の準
備をされることを希望します（債権総論、契約各論、民法総則、担保物権、民事執行法、破産法・民事再生法等が
該当する分野）。独習など準備状況について考査することは予定していません。このような準備は、履修の条件で
はありません。早期帰国者のための特別の対応は予定していません。
論文に求めるものとして、修士論文ほど完成度の高いものである必要はありませんが、以下の点を中心に評価し
たいと考えています。どれほど文字数があっても、質が伴わなければ受理されない場合もあるので気を付けてくだ
さい。
（１）問題の拡散を避けるため、判例批評を主題とし、『金融法務事情』（きんざい）の特集号『金融判例研究』（毎
年 10 月頃刊行）から関心のある事件を各自一件選び、研究対象としてください。
（２）外国語の文献を用いることは歓迎しますが、必須ではありません。
（３）民商法の関連条文を巡る議論は、条文の成立時期の文献にまで遡って調査することが必要です。
（４）
データーベースを活用して文献を収集することも覚えてください。略符の利用等については、
『リーガルリサー
チ』（日本評論社）が参考になります。
（５）所与の問題の解決に寄与することを目指して研究を進めることを心がけてください。解決に結びつかない努
力は評価されない場合もあります。
メンバー構成についていえば、法学学習の履歴がない者であっても学ぶ意欲があれば歓迎しますが、他人に依存
せず自分自身で学ぶことができないと論文を執筆できないおそれがあることに注意してください。
面接の際には研究計画を提出し口頭で説明してください。
オフィスアワーは金曜日 1800-1900 とします。コースナビ上のメールまたは研究科事務所経由のメールによるア
ポイントメントベースでお願いします。
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夜間主総合

企業の戦略と管理会計
担当教員：教授 清水

信匡

企業に適合した戦略と管理会計（管理ツールや業績管理）やコストマネジメントを研究することを本ゼミの目的
とします。すなわち、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）やコストマネジメントを行うのがよいのかを考えることです。
多く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とコストマネジメントを研究します。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
慮して管理会計やコストマネジメントを論じませんが、本ゼミでは経営戦略を考慮にいれて管理会計やコストマネ
ジメントを研究します。
（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

５

ABC・ABM（活動基準原価管理）、６

３

VE（バリューエンジニアリング）４

投資評価技法、７

原価計算

損益分岐点図表、

８TOC

（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

４

事業部制管理

標準原価による管理と改善による管理
５

３

製品開発設計の業績管理（原価企画）
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ミニプロフィットセンター（アメーバ経営）

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基盤と位置づけ、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・制度等）と「ソフト」（人材・能力・組織文化・価値感等）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。
春学期の前半は、基本的な文献を参照しながら、モチベーション、コミュニケーション、リーダーシップ、パワー、
コンフリクト、カルチャー等の組織行動論の主要な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。
春学期の後半には、お互いの問題意識を共有しあい、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 PP の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）
・５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 2017 年現在で現役・卒業生合計で 125 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。（このことをゼミ内では「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
追求する

④超えて、繋げる

②リーダーシップを、共有する

③理論も実践も、

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

経営システムと新規事業創造研究
担当教員：准教授 田村

泰一

企業が持続的に成長するためには、絶えざるイノベーション活動を実施していかなければならない。特に、内部
／外部の経営資源をバランスよく活用しながらスピーディーな商品開発や事業創造を行うことが求められている。
本プロジェクト研究では、企業におけるイノベーション活動と企業固有のテクノロジーやビジネスモデルを結び付
け商品開発や事業創造していくための経営システムや戦略に関する研究を行う。
（特に、ＩＣＴ産業及び医療産業等）
さらに、企業活動をより高める産学連携や政府が行う研究開発支援なども含めた技術戦略に関わる事例に関する
分析、又は新たなビジネス・プランや政策策定等も行う。具体的には以下のテーマを取り扱っている。
○ 新事業・新製品を創出するための経営メカニズムに関する研究
○ ICT 産業のビジネスモデル及び技術標準戦略に関する研究
○ 医療産業のビジネスモデルに関する研究
○ 政府支援による研究開発効率化及び支援政策に関する研究

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。
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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 13 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。

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。
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夜間主総合

経営戦略の理論と実践
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
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など。

夜間主総合

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。ごく最近では、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）な
ども注目されています。
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。

経営戦略とビジネスモデル
担当教員：客員教授 平井

孝志

長期にわたり利益ある成長を実現することは非常に難しい課題です。その実現のためには、多面的かつ包括的に
事業環境を理解し、長い時間軸を見据えた戦略を持つことが必要条件となります（十分条件ではないですが）
。ビ
ジネスリーダーは、個々の専門的な知見を習得するだけではなく、それらを統合し、実効性ある戦略を構築すると
同時に、それを自ら実践していく高い能力が求められます。
当ゼミでは、様々な新しい視点を提供してくれる文献探訪や、参加者の経験等をもとにした議論を行い、視野・
視座・視点を広げると共に、実践的な戦略策定能力を向上させることを試みます。特に、多面的・包括的という観
点では、新たなビジネスモデルの創造や、既存企業のビジネスモデル変革を実践するための視点を重視します。
ビジネスにおいては問題設定が課題解決の大きな部分を占めます。それゆえ、ゼミ前半からプロジェクト研究論
文のテーマ探索に着手し、後半ではプロジェクト研究についての相互的な議論を行っていきます。
論文のテーマは、特定企業の戦略策定でもアカデミックな研究でもどちらでも構いません。企業の戦略（全社戦
略・競争戦略）に係るものであれば特に限定せず、参加者の問題意識に応じたプロジェクトを進めていきたいと考
えています。
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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、グローバルをキーワードにしながら、これからのビジネスパーソンとして必須の知識、スキル、そ
してマインドをバランス良く涵養することを目的にしています。中でも重視しているのが課題設定、論理思考、事
業分析、戦略立案、コミュニケーションなどベースとなる「課題解決力」の体得であり、そのための実践的なトレー
ニングを繰り返し行います。その上で、それぞれのゼミ生の関心に応じて企業戦略、組織変革、ガバナンス、マー
ケティング、M&A などの個別テーマを選択し、主に論文執筆を通して専門知識を学んでいきます。また、本ゼミ
ではビジネスパースンとしてのマインドの成長にも留意して、個々のゼミ生が自己に向かい合い、今後のキャリア
や能力開発を考える機会なども設けるようにしています。

科学技術とアントレプレナーシップ
担当教員：准教授 牧

兼充

本ゼミは「科学技術とアントレプレナーシップ」という経営学・経済学の融合領域をテーマとしています。研究
機関において科学技術に関する「知」がいかにして産み出され、またその産み出された「知」からいかにしてベン
チャー企業を含めた新事業が創出されるのかについて扱います。
各回は、経営学及び経済学の先端的な研究論文についての輪読・議論、学生による研究発表、ゲストスピーカー
による講義などを行います。論文については、学生の興味に基づいて、私がその分野の先端的な論文を 3 本程度指
定し、履修者は事前にその論文を読み込むことが求められます。修士論文では、本ゼミで扱うテーマの延長線で研
究を行っても良いですし、先行研究から得られた知見を用いたケース分析を行っても構いません。実社会への応用
を重視するために、ゲストスピーカーを積極的にお招きします。
以下のどれか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。
4） 科学技術を活用したビジネスに興味がある
5） ベンチャー企業を含めた新事業創造に関心がある
6） 経営学・経済学の先端的な知見を自分のビジネスに活用することに興味がある
海外との交流も多いため、ゼミの活動ではある程度の英語力が求められます。また統計分析を活用している論文
を多く扱います。学生のニーズに応じて、不明な点は解説します。
本ゼミでは、以下の 2 点を重視します。
3） 先端的かつ学術的な理論を理解する力だけではなく、その理論を実務に応用していく力を養うこと。
4） ゼミを介して、修了後も有益なビジネスネットワークを構築すること。
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夜間主総合

マネジリアル・エコノミクス
担当教員：教授 眞野
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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芳樹

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（2017 年度実績）
競争戦略研究
実践コーポレート戦略
マーケティングと競争戦略
経営者の意思決定
市場競争戦略
サービス・マーケティング
※ 2018 年度は変更となる可能性があります。
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

モジュール「人材・組織マネジメント」
責任者：教授 杉浦

正和

ゼミのホームページ：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は、「人材・組織マネジメント」の分野における
高度な専門性を獲得し、経営の様々な課題について「ひと」と「組織」の観点からの問題解決力を身につけること
を目的としています。
このモジュールにおいては、まず、日本企業および海外の企業を中心に一般的となっている人材・組織マネジメ
ントについての現状を把握します。次に、それぞれの視点を超えて、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、キャンパスの中心にある大隈銅像の間近で「学問」をする意味
も問い続けながら「専門職学位論文」を仕上げていきます。
モジュールの参加者は「コア科目」「モジュール専門科目」および「選択科目」を通じて、思考の枠組を獲得し
ていきます。同時に、活発な議論を通して実際のビジネス活動の場で、いかに活用し、効果的な人材・組織マネジ
メントにつなげるかについての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。
このモジュールにおいて専門職学位論文を書くとは 1 自分の問題意識を明確にし 2 先達の知恵を借りて足元を
固め 3 自ら調べ 4 調査結果について考察し 5 実務的応用可能性を考えるということです。この仕事にもそのまま
活かせるプロセスを通じて、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
ジュールの主たる目的です。
同時にモジュール参加者は、ゼミ活動を通じて縦横にネットワークを広げていくことができ、そこに大きな価値
の源泉があります。ゼミは「兄弟ゼミ」と位置づけられる「総合の人材ゼミ」や「親戚ゼミ」と位置づけられる留
学生を中心とする全日制グローバルのゼミを通して横に広がります。また OB/OG とのネットワークを通して縦に
広がっていき、また修了後も継続し発展していきます。ゼミを核として早稲田で「結び・拡げる」経験を楽しんで
ほしいと心から願っています。
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においては、「モジュール専門科目」として用意される科目群から 3 科目以上を履修
することが推奨されています。期待を裏切らない関連科目を取り揃えていますので、5 科目程度は受講してほしい
と思っています。
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が広く学べる構
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成としています。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、
理解を深めてほしいと願っています。私自身は、ゼミ・コア科目・選択科目を担当します。いずれの授業において
も「参加型・巻き込み型」を心がけていますが、同様の方針の授業が多いことが当モジュールの特徴です。
双方向型の授業においては、討議や演習を含めた多様な教育形式を通じてクラス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。皆さん自身が
「生きたコンテンツ」なのです。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。授業やゼミのレギュラーのゲストとして
は、指揮者の桜井優徳先生を定期的に招聘しています。これにアカデミックな「理論」を中心とするアプローチの
講義を組み合わせることで、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きたいと思っ
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を最も重視します。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「メタ学び」だと思っています。
■ 演習（ゼミ）
モジュールの核となるのがゼミ（演習）です。プロフェッショナル・プログラムのゼミは土曜日に行われます。
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・グラウンドであるとも位置づけられます。ゼミは WBS 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（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：春学期の前半には、既に論文執筆の準備に入っている M2 の先輩から研究の内容について聞き、意
見交換を行います。また M1 からは入学時に持っている問題意識について共有します。これらをも
とにして、春学期の後半からは M1 はテキストをもとに意見交換を行い、興味のあるテーマを深堀
りしていきます。
M1 秋学期：テキストをもとに、自らの体験を踏まえて討議を行います。同期生の問題意識を共有しあい、論文
執筆に向けての地盤固めをしていきます。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。
M2 春学期：新しく入ってくる新Ｍ 1 に対して先輩として発表を行いつつ、業界調査や理論のパート、先行研究
などについてのドラフトを書き始めます。質問票を配布したりインタビューを行ったりする場合に
は、質問項目を考えていきます。
M2 秋学期：いよいよ論文の執筆です。分析と考察を行い、毎年 11 月 11 日までにドラフトを作成し、12 月 12
日までには最終形に近づくようにしています。正月明けに正式な提出となります。その後主査（モ
ジュール担当）と 2 名の副査（うち 1 名は例年大滝令嗣先生にお願いしています）による口述試験
が行われています。
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■ 縁リッチメントと学習する組織の実現
当モジュールのゼミは、夜間主総合プログラムの「戦略的人材マネジメント」ゼミとは強いアライアンス関係を
持っています。ゼミは修了後も継続するネットワーキングの強固な地盤となることから、縦横にネットワークを広
げていくことができます。これをわたしたちは「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、プロフェッショナル・プログラム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。夏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
なる活動は頻繁に行われています。
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「ひと」と「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方面にキャリ
アを展開して行きたい方、あるいは戦略・マーケティング・ファイナンス・Ｒ＆Ｄなどの分野を「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、修了生および現役学生（人材ゼミ
全体で合計 140 名：設立 9 年目）のバックグラウンドは人事・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の経験者の比率は意外と高くなっています。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
このモジュールには、2010 年度に設立されて以来、数多くの「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などの領域において「ひと」と「組織」に対して問題意識を持つ方のバランスが取れていることが理想である
と考えています。また、より広く、実際にチームや組織を率いるために当該分野での見識を深めたいひとも対象と
しています。
指導教員である私自身は、早稲田での教職の前に、製造業での企画 / マーケティング（9 年）、コンサルティン
グファームでの戦略 / 人事（4 年）、外資系金融機関の人事 / 法人営業（9 年）の実務経験を有するため、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。
■ 共通点とゼミ文化
それらのダイバーシティーに対して、共通性の高い点もあります。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 学校説明会（夏・秋）に来ていただけると、1 年生のほぼ全員と会っていただ
けますから、その独特のゼミの雰囲気を実感してもらえると思います。科目の特性も反映していると思うのですが、
それが人材ゼミの「ゼミ文化」を形成しています。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。（どのゼミもそうだと思いますが少なくとも人材ゼミは間違いなくそうです。）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。
過去の実績については、性別については、男性約 5 割・女性約 5 割、人事の経験の有無については有りが約 5 割・
無しが約 5 割とバランスよく拮抗して、理想的なバランスをとっています。大学での専攻については文系約 7 割・
理系約 3 割、是非今後ともこの「理想的ポートフォリオ」を継続していきたいと考えています。
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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（2 年次のみ）」とは「兄弟ゼミ」の関係と
なりますが、その違いは次の通りです。
■ 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」）
ゼミは 2 年間あり、入試の時点で決定しています。ですから、入学が決定する年明けにはウェルカム・イベント
にご招待します。そして 2 年間ゼミを満喫することになります。コア科目の比重は相対的に小さく、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（もちろんその枠でコア科目を履修しても構いません）
。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。特に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、2 年間ゼミ活動を行いたい方はこちら
がより適性があると思います。専門職学位論文は 2 年間をかけて書き上げますから、先行研究や独自の調査も踏ま
えていきます。WBS フェアの説明会などでは、先輩たち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、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（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。M2 で書く「プロジェクト研究論文（略称 PP）」は、
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．ゼミの運営原則とホームページ / 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、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。
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「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。
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。
◦ゼミ紹介の小冊子
◦ WBS フェアの資料
7．モジュール専門科目
◦戦略的人材組織マネジメント
◦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
◦ビジネス・リーダーシップ
◦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「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。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、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置いて議論していきたいです。
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」、実際の起業家に毎回
講義に来てもらい、成功・失敗経営を討議する「トップ起業家との対話」、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」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。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。
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携を深め
た活動をすることにしたいです。
当モジュールでは実際の経営者にゼミの時間に来てもらうと同時に、海外のベンチャー企業、インキュベーショ
ン施設、MBA などを夏休み、春休みに訪問して、実際の変革の動向を体験するつもりです。
2015 年夏：シンガポール国立大学 MBA、サイバーエージェントベンチャーズ、現地ベンチャー企業、JKT48
2016 年春：Stanford MBA、Twitter、Salesforce、WiL、Infinitebio
2016 年夏：東急ビンズオンガーデンシティ、QUpworld、海外ビジネス武者修行
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2017 年春：Harvard MBA、MIT MBA、Babson college、nuLab、Wework
2017 年夏：香港中文大学 MBA、ファーウェイ、DJI
2018 年春：Stanford MBA
2019 年夏（予定）：インドバンガロール地域
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（2018 年度実績）
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
ファミリービジネスと国際化
クリエイティブ・シンキング
イノベーションのための経営システム設計
※ 2019 年度は変更となる可能性があります。
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夜間主プロフェッショナル
〈マネジメント専修〉

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、グローバルをキーワードに、企業戦略、組織変革、マーケティング、M&A など今日の企業
経営のテーマを広範に扱いながら、現代のビジネスパーソンに求められる確かな知識の獲得と実践的な問題解決能
力の体得を目指します。そのためにゼミ活動では、様々な経営課題を取り上げて分析や討議を加えることで、最新
の経営理論やフレームワークを学び、その実践的な応用力を体得していきます。また、その中から学生の関心分野
や業界に応じて論文テーマを設定し、これを二年間かけて深堀りをしていく中で、専門知識をしっかり身に着けて
いきます。
さらに本モジュールでは専門知識に加えて、必須の共通スキルである「課題解決能力」の育成を重視しています。
具体的には、課題設定、論理思考、経営分析、解決策立案、コミュニケーションを含む一連のビジネススキルを体
系的に学習していきます。そのための専用教材が用意されて、集中セッションを繰り返すことで、当スキルの確実
な底上げを目指します。
このように本モジュールでは 2 年間の重層的なプログラムを通して、専門的な知識の獲得に加えて、実践的なビ
ジネススキルを体得し、確かな成長実感を持った第一線のビジネスパーソンを育成していくことを目指しています。
また、
ゼミには多彩なビジネスリーダーやプロフェッショナルをゲストに迎えてビジネスの最前線に触れることや、
OB , OG を含むゼミ生間の強いネットワークに参加することで、様々な相互の学びや成長の機会を得ることができ
ます。
２．内容
本モジュールの中心はゼミ活動にあります。毎回ゼミでは最新の企業事例、優れた研究論文やビジネス書、ゲス
トによる講演などを題材に多くの学びの場が用意されますが、なによりそこでは学生による主体的な学びが重視さ
れます。常に自分の考えや問題意識を持ち、議論に参加することが期待されるのです。また、論文執筆の執筆にお
いても学生による主体的な研究調査が中心になりますが、教員との対話の場が頻繁に設けられます。そこでは丁寧
な個別指導を受けることができ、論理思考や分析力が徹底的に鍛えられます。また、論文執筆の過程でゼミ内での
発表機会も設けられて、学生同士が切磋琢磨しながら共に学んでいくことになります。さらには、ゼミでの合宿や
海外ツアーも、学生の企画により例年実施されています。
３．対象とする学生
「世界は踏み出す人の前にある」。これは本モジュール・ゼミのモットーです。現状から一歩踏み出して、新たな
知識や技術を学び、ネットワークを広げ、ビジネスパーソンとして一段の成長を目指す意欲的な人材を募集します。
４．モジュール専門科目（2018 年度実績）
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
※ 2019 年度は変更となる可能性があります。
― 49 ―

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〉

■夜間主プロフェッショナル

ファイナンス専修

演習紹介

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）

演習

第 1 セメスター

（9 月）

2 年次（4 月）

第 2 セメスター
演習 A（教員 X）

論文

第 3 セメスター
演習 B（教員 Y）

（9 月）

第 4 セメスター
演習 C（教員 Z）

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
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修了

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。次に、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。

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として提出することが求められます。
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。

ファイナンス理論と金融ビジネス
担当教員：教授 大村

敬一

本演習は、ファイナンス理論をベースに金融ビジネスを対象として分析を進め、そのうえで、金融ビジネスのあ
り方について議論することを目的とする。たとえば、近年、仕組物などオプションを応用した金融商品の開発が盛
んだが、これらについて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、評価、開発および商品性の
改善を目的として検討を行うことが考えられる。また、わが国の企業の間でＭ＆Ａが広がっているが、アレンジャー
になったつもりで、具体的事例を対象にファイナンス理論を応用して評価・検討することも考えられる。このほか
に、金融ビジネスと密接な関係にはある規制等制度について、そのあるべき姿を議論することも考えられる。応用
分野は限定しない。実際にそのような場面や業務に携わっているかにかかわらず、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しい。
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し、議論を行う。業務上の関心と近ければ
進めやすいかもしれない。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、ファイナンス
理論のなかで該当部分について簡単にだが学ぶかもしれない。そのうえで、各受講者は、自分のプランをできるだ
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する。
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いが、むしろ、そのようなテーマであることのほ
うが望ましい。
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夜間主プロフェッショナル
〈ファイナンス専修〉

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。

金融機関マネジメント
担当教員：教授 川本

裕子

銀行・証券・保険・ノンバンクといった金融機関や証券取引所・公的金融機関の経営課題を認識し、その解決の
方法を探る。具体的には、事業内容・収益基盤・組織・人事制度・オペレーション・海外展開といった課題の認識
と分析、およびその解決の方向性を短期と中長期に分けて考察する。
実際には、各自が、内外の金融機関グループの経営戦略や業務、市場運営、組織課題などからトピックスを選択
し、それについて公表データや資料、報道、インタビューなどをもとに調査・検討する。担当者は自分の選択した
テーマについて、課題を分析し、解決策を示し、授業中に参加者との議論を通じて、現実的な解へつなげていく力
を培う。的確で効率的な議論をする技術を習得することも努力する。

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、それを用いて簡単な実証分析を行い、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。
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夜間主プロフェッショナル
〈ファイナンス専修〉

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。

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・アービト
ラージの手法とリスク、現物国債市場とレポ市場の関係、スワップ・スプレッド・アービトラージ、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。
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利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・内容は自由ですが，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》（2018 年度実績）
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》（2018 年度実績）
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》（2018 年度実績）
※ 2019 年度は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

総合経営系

マーケティング系

人材・組織系

グローバルビジネス系
アントレプレヌールシップ系

アカウンティング系

ファイナンス系

技術経営系

研究技法・思考法系

科目名
経営戦略の策定
企業倫理
ターンアラウンド・マネジメント
マネジリアル・エコノミクス
世界の企業の戦略変革
競争戦略のフロンティア
戦略経営分析
戦略的情報マネジメント
組織の経済学
サービスデザイン
コンサルティング実践
企業提携戦略
マネジメント・ゲーム
価値創造マネジメント：戦略、リスク、財務
企業の社会的責任（CSR）と責任投資（SRI/ESG）
マーケティング戦略
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
ラグジュアリーブランディング論
感性＆ファッション産業論
グローバル・ビジネス・リーダーの育成と活用
組織デザイン
組織における人間行動
ビジネスコーチング
組織心理学
ビジネスファシリテーション
ビジネス英語
上場制度とリスク管理経営
大川ドリーム基金寄附講座 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
国際財務報告基準と国際的動向
経済性分析
経営戦略のための財務諸表分析
投資・財務戦略のための財務諸表分析
戦略的マネジメントコントロール
企業価値創造型経営
財務分析と財務管理
金融ビジネスの会計
M&A 戦略
証券経済論
企業の投資意思決定
企業財務戦略と金融機関の役割
ファイナンスと経営管理
ＣＦＯの役割と課題
プライベートバンキング
金融市場と企業財務戦略
金融資本市場論
IT 戦略マネジメント
ヤマトグループ寄附講座 情報システムの戦略的投資と経営戦略
製品デザイン・開発論
知的財産マネジメント
イノベーションのための経営システム設計
インターミディエイト・ビジネス・ベーシックス
意思決定の経済性分析
ケースメソッド論
実践事例研究
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《全日制設置選択科目》（2018 年度実績）
※ 2019 年度は一部変更する可能性があります。
※科目区分の詳細については、入学後、研究科要項にてご確認ください。

●英語で行う科目
科目区分

総合経営系

マーケティング系

人材・組織系

グローバルビジネス系

アカウンティング系

ファイナンス系

科目名
Turnaround Management
Strategic Information Management
Strategic Service Management
Growth Strategy & Creation of Sustainable Business
Strategy in Practice
Strategy of eBusiness
Business Law
Organizational Economics
Dialogue with Top Entrepreneurs in Japan
Management Game
Strategy & Design Thinking
Entertainment Business Strategy
Marketing Management
Marketing and New Market Creation
Didital Marketing
Consumer Behavior
Leadership in Business Settings
Human Resource Development of Global Business Leader
Strategic Human Resource Management
Organisational Design
Human Behavior in Organizations
Oraganizational Strategy
Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia
Business Innovation in Digital Era
Advanced Readings in Emerging Markets Strategy
Advanced Readings in Organizational Strategy
English for Global Business Communication for Non-native Speakers
Advanced Business Communication in English for Non-native Speakers
Global Marketing
Global Marketing Management
Management Control System for the Global Companies in the Era of Asia: Strategic Perspectives
Corporate Valuation
Securities Market
Advanced Corporate Finance
Business on Financial Markets
Venture Capital Financing
Comparing Financial Systems
Asset Pricing
Derivatives Modeling
Market Microstructure
Real Estate Finance
Manegement of Financial Institutions
Corporate Governance
Mathematical Finance
Asset Allocation
Risk Management
Derivatives, Structured Products and Insurance
Sports Finance: An Introduction
Overseas Investment: Financing and Risk Management
Asset Management
Accounting & Finance
Advanced Risk Management
Topics in Asset Pricing
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科目区分

技術経営系

研究技法・思考法系

Technology Strategy and Management
Operations Management
Strategic IT Management
Advanced Microeconomics
Applied Microeconometircs
Business Systems Design for Innovation
Applied Time Series Econometrics
Innovation Management
Qualitative Research
Logical Thinking
Qualitative Research Method

科目名

●日英科目（日本語生と英語生が一緒に学ぶ科目）
※ 2019 年度は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
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
ICT ドリブンの経営戦略

●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）
※ 2019 年度は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
※ 2019 年度は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
Entertainment Business Strategy
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《夜間主設置選択科目》（2018 年度実績）
※ 2019 年度は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

総合経営系

マーケティング系

人材・組織系

科目名
GOTO ワークショップ（オックスフォード大学連携科目）
サービスデザイン
コンサルティング実践
企業提携戦略
マネジメント・ゲーム
企業の社会的責任（CSR) と責任投資（SRI/ESG)
Management Game
Strategy & Design Thinking
Entertainment Business Strategy
Strategy of eBusiness
ICT ドリブンの経営戦略
会社法Ⅰ（経営管理と組織再編）
会社法Ⅱ（資金調達の手段）
金融法Ⅰ（銀行取引総論・預金契約）
金融法Ⅱ（融資契約と商業証券）
ブロックチェーンによるビジネス変革
トップ起業家との対話
リーダーシップ論Ａ
リーダーシップ論Ｂ
組織の経済学
デジタル化とバリューイノベーション
競争戦略のフロンティア
デジタル化と産業構造変革
デジタル時代の事業革新
事業計画策定
マーケティングと競争戦略
実践コーポレート戦略
価値創造マネジメント：戦略、リスク、財務
Didital Marketing
Consumer Behavior
ラグジュアリーブランディング論
感性＆ファッション産業論
感性マーケティング論
新規事業開発とビジネスモデル
マーケティングと新市場創造
マーケティング・リサーチ
ブランド戦略
サービス・マーケティング
マーケティング・データの分析と活用
消費者行動論
Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia
組織における人間行動
組織心理学
ビジネスコーチング
ビジネスファシリテーション
企業価値向上のための人材マネジメント
組織行動論：モチベーションとキャリアマネジメント
組織デザイン
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
ミッションとリーダーシップ
経営と脳科学
ビジネス・リーダーシップ
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科目区分

グローバルビジネス系

アントレプレヌール
シップ系

アカウンティング系

ファイナンス系

科目名
Advanced Readings in Emerging Markets Strategy
Advanced Business Communication in English for Non-native Speakers
Global Marketing
Global Marketing Management
ビジネス英語
Cross-Cultural Management
グローバル M&A のマネジメント
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
多極化時代におけるグローバル・ビジネス・マネジメント
ファミリービジネスと国際化
上場制度とリスク管理経営
経営システムと新規事業創造
スタートアップ・ファクトリー
事例で学ぶベンチャー・新規事業の創造
戦略的マネジメントコントロール
企業価値創造型経営
金融ビジネスの会計
Management Control System for the Global Companies in the Era of
Asia: Strategic Perspectives
国際財務報告基準と国際的動向
マネジメント・コントロール
応用財務会計
会計から見た企業経営
財務データと非財務データの連携による企業評価
知的資本経営による持続成長論
企業分析と経営指標（KPI）
財務分析と財務管理
経営意思決定と管理会計
業績評価と管理会計
経営戦略のための財務諸表分析
経営意思決定のためのキャッシュフロー管理会計
投資・財務戦略のための財務諸表分析
Financing for Life Science Businesses
企業財務戦略と金融機関の役割
ＣＦＯの役割と課題
ライフサイエンスの破壊的イノベーション
金融市場と企業財務戦略
金融資本市場論
コーポレート・ファイナンス戦略分析
金融ビジネスとシステムデザイン
不動産経済学
金利デリバティブ原理とクレジットリスク
フィンテック―金融革新とインターネット
M&A ストラクチャ論
M&A と企業価値評価
住宅とファイナンス
中級ファイナンス論
ファイナンスのための計量分析
金融機関マネジメント
コーポレート・ファイナンスの理論と企業価値評価
コーポレート・ガバナンス
デリバティブ・モデリング
ヘッジファンド
マクロ経済とファイナンス
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科目区分

ファイナンス系

技術経営系

研究技法・思考法系

科目名
マーケット・マイクロストラクチャー
アセット・プライシング
プライベート・バンキング
ファイナンスのための確率・統計学
株式ポートフォリオ運用
応用コーポレート・ファイナンス
年金マネジメント
行動ファイナンス
イスラム金融
金融商品戦略と事業リスク管理
アセット・アロケーション
事業再生
ファイナンスのための数学基礎
ファイナンスのための確率過程
日本企業システムとコーポレート・ガバナンス
インテリジェント・ファイナンス
不動産金融工学
プロジェクト・インフラのファイナンスと証券化
不動産証券分析
資本市場と不動産評価
不動産とファイナンス
ベンチャー・ファイナンス
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
債券インベストメント
デリバティブ
リアルオプション
M&A
イノベーションのための経営システム設計
IT 戦略マネジメント
ヤマトグループ寄附講座 －情報システムの戦略的投資と経営戦略
製品デザイン・開発論
Strategic IT Management
Business Systems Design for Innovation
プロロジス寄附講座 ロジスティクス・SCM
実務者のための生産管理・経営管理
技術と戦略
知的財産マネジメント
イノベーション・マネジメント
製品アーキテクチャー論
科学技術とアントレプレナーシップ
イノベーション研究のための定量分析
Qualitative Research
Qualitative Research Method
ケースメソッド論
実践事例研究
戦略的思考とコミュニケーション
計量経済学
企業データ分析の手法と活用
顧客情報分析（データおよびテキスト・マイニング）
イノベーションのためのロジカルシンキング & ネゴシエーション
クリエイティブ・シンキング
経営学研究法（MBA 編）
プロジェクト研究エッセンス
マクロ経済学の基礎
ビジネス思考法
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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》（2018 年度実績）
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》（2018 年度実績）
科目名
Derivatives Modeling
Market Microstructure
Real Estate Finance
Management of Financial Institutions
Comparing Financial Systems
Corporate Governance
Mathematical Finance
Venture Capital Financing
Asset Allocation
Advanced Microeconomics
Applied Microeconometircs
Applied Time Series Econometrics
Asset Pricing
Risk Management
Derivatives, Structured Products and Insurance
Advanced Risk Management
Contemporary Accounting Issues
※ 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。

《MSc in Finance 一般選択科目》（2018 年度実績）
科目名
Sports Finance: An Introduction
Overseas Investment: Financing and Risk Management
Asset Management
Accounting & Finance
Empirical Asset Pricing
Advanced Programming Python for Finance
※ 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
早稲田大学ビジネススクール

２０１９年度

ゼミ・モジュール紹介

早稲田大学大学院経営管理研究科
E-mail wbs-admissions@list.waseda.jp
TEL 03‑5286‑8719
https://www.waseda.jp/fcom/wbs/

