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

勉学に役立ててください。 

 

１．修了のための履修要件等は『大学院要覧』を参照してください。 

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

  注意してください。 

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

登録する科目がない場合でも、緊急連絡先を入力し、決定ボタンを押すこと

・この期間に登録を行わなかった場合、履修登録期間終了後からWeb履修システム

にログインできなくなる

・ＩＤ、パスワードを忘れた場合は、学情センター5階システム相談室で再発行の

手続きが必要（情報処理教育システム、全学ポータルサイト、証明書自動発

行機のＩＤ、パスワードと同じ）

②Web履修システムから登録できない科目（事前申請が必要な科目）

対象：他研究科、学部開講科目

教職に関する科目 提出期限：4/4(水)

SC教務担当に要相談

土日祝登録可

利用時間

7:00～翌1:00

まで

初日9:00～、

最終日17:00ま

で

①この時点での履修登録内容が確定となる。各自で履修申請確認表を印刷しておくこと

※修正は認められない。

①この期間にWeb履修システムで履修内容を確認し、登録内容に誤りがある場合

は修正をすること

②書類で提出した科目が、登録できているかを確認すること

・履修確認・修正登録期間を過ぎてからの登録・修正・削除は認められない

・エラー表示科目を期間内に修正しないときは、当該科目の登録は無効となる

4/27(金)

大学院履修登録の流れ

履修確認・修正

登録期間
《Web履修システム》

授業開始

履修登録の確認

（最終確認）
《Web履修システム》

履修登録期間
《Web履修システム》

【在学生】

成績通知書確認

履修計画

【新入生】

新入生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

履修計画

【在学生】

①成績通知書を確認し、履修計画をたてること

②履修に関する配付物を学生サポートセンターで受け取ること

【新入生】

①前期は新入生ガイダンスを受け、履修計画を立てること

時間割表で確認し受講科目を決定すること

②後期は在学生と同じ

【在学生】

3/28(水)

【新入生】

4/2(月)

【在学生】

3/28(水)

～4/11(水)

【新入生】

4/2(月)

4/10(火)～

前期

土日祝登録可

利用時間

7:00～翌1:00

まで

初日9:00～、

最終日17:00ま

で

4/17(火)～

4/23(月)



 

平成３０年度学年暦 

 

 

学 年 開 始               ４月 １日（日） 

新入生ガイダンス ４月 ２日（月） 

入 学 式               ４月 ５日（木） 

新入生健康診断  ４月 ６日（金） 

前期授業開始  ４月１０日（火） 

振 替 授 業 日  ５月 １日（火）月曜日の授業実施 

創 立 記 念 日  ６月 １日（金）（通常通り授業実施） 

振 替 授 業 日  ７月１８日（水）月曜日の授業実施 

授業・試験期間  ７月２３日（月）～８月 ３日（金） 

夏 季 休 業               ８月 ４日（土）～９月１４日（金） 

研 修 期 間   ９月１５日（土）～９月３０日（日） 

後期授業開始 １０月 １日（月） 

振 替 授 業 日 １０月３０日（火）金曜日の授業実施 

振 替 授 業 日 １１月２１日（火）金曜日の授業実施 

冬 季 休 業              １２月２２日（土）～１月 ６日（日） 

授業・試験期間  １月２９日（火）～２月１２日（火） 

振 替 授 業 日   ２月１２日（火）月曜日の授業・試験を実施 

研 修 期 間  ２月１３日（水）～３月１９日（火） 

春 季 休 業               ３月２０日（水）～  

 

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

授業回数が少ない曜日の授業を行う。 

※ 研 修 期 間── 集中講義や補講などが行われることがある。 

※ 授業・試験期間 ―― 定期試験や授業を行う。 

※ 修 了 式―― 日程確定後、ホームページ（ホーム＞教育・学生生活＞授業・ 

          履修関係＞行事予定・授業時間）に掲載します。 
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近年、祝日の増加・変更や大学行事に伴う休講措置等により、授業・試験にあてること

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

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

ります。 

 

☆ 参 考 

 ・新入生歓迎祭開催に伴う休講 

    ４月19日（木）５時限、20日（金）３時限以降 

     ［歓迎祭開催日程：4月19日（木）５限以降、20日（金）午後～、21日（土）終日］ 

 

 ・大学祭開催に伴う休講 

10月31日（水）５時限、11月１日（木）全時限、11月２日（金）全時限 

    ［大学祭開催日程：10月31日（木）～11月４日（日）］ 

 

 ・センター入試準備に伴う休講 

    平成31年１月18日（金） 全時限 

［センター試験：1月19日(土)・20日(日)］ 
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  振替試験日及び試験期間について 
 
 



《専門科目(常勤教員担当)》 《共通科目》

経営管理論 吉村 定量的方法論研究 （川島）

経営史 中瀬 定性的方法論研究 オムニバス

コ－ポレ－トファイナンス論 翟 システムズメソドロジ－研究

経営戦略論 山田

原価計算論 ト 《アジア・ビジネス研究プログラム科目》

マ－ケティング論 小林 （プログラム専門科目）

オペレ－ションズマネジメント論 太田 アジア企業論研究 李

証券分析論 宮川 比較企業論研究 李

財務会計論 浅野 アジア金融論研究 王

企業分析論 石川 アジア経済論研究 王

統計分析論 高田 アジア産業論研究 森澤

産業統計論 藤井 アジア・マーケティング論研究

国際経営論 石井

国際会計論 小形 （ワークショップ）

国際金融論 神野 アジア・ビジネス・ワークショップⅠ 李

貿易論 高橋 アジア・ビジネス・ワークショップⅡ 王

国際産業立地論 鈴木

金融論 清田

流通組織論 田村

産業論 富澤

地域経営論 本多

公会計論 廣瀬

社会関連会計論 向山

環境政策論 除本

技術論 田口

《専門科目(兼任教員担当)》

国際戦略会計論 岡野
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■前期博士課程

科目名 演習番号 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

《共通科目》

定量的方法論研究 （川島） 前期 共通 - - - 講義

定性的方法論研究 ｵﾑﾆﾊﾞｽ 前期 共通 - - - 講義

システムズメソドロジ－研究 前期 共通 - - - 講義

《学際科目》

学際研究演習 川村 前期 学際 - - - 演習

《専門科目》

【戦略経営】

経営管理論研究 吉村 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営管理論研究演習 1 吉村 前期 専門 経 戦略 経営 演習

経営労務論研究 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営労務論研究演習 前期 専門 経 戦略 経営 演習

経営史研究 中瀬 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営史研究演習 2 中瀬 前期 専門 経 戦略 経営 演習

コ－ポレ－トファイナンス論研究 翟 前期 専門 経 戦略 経営 講義

コ－ポレ－トファイナンス論研究演習 3 翟 前期 専門 経 戦略 経営 演習

戦略経営論研究 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営戦略論研究 山田 前期 専門 経 戦略 経営 講義

経営戦略論研究演習 4 山田 前期 専門 経 戦略 経営 演習

コストマネジメント論研究 前期 専門 経 戦略 会計 講義

コストマネジメント論研究演習 前期 専門 経 戦略 会計 演習

原価計算論研究 卜 前期 専門 経 戦略 会計 講義

原価計算論研究演習 5 卜 前期 専門 経 戦略 会計 演習

マ－ケティング論研究 小林 前期 専門 商 戦略 金/流 講義

マ－ケティング論研究演習 6 小林 前期 専門 商 戦略 金/流 演習

リスクマネジメント論研究 前期 専門 商 戦略 産/地 講義

リスクマネジメント論研究演習 前期 専門 商 戦略 産/地 演習

【経営情報】

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論研究 太田 前期 専門 経 情報 経営 講義

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論研究演習 7 太田 前期 専門 経 情報 経営 演習

証券分析論研究 宮川 前期 専門 経 情報 経営 講義

証券分析論研究演習 8 宮川 前期 専門 経 情報 経営 演習

財務会計論研究 浅野 前期 専門 経 情報 会計 講義

財務会計論研究演習 9 浅野 前期 専門 経 情報 会計 演習

会計情報論研究 前期 専門 経 情報 会計 講義

会計情報論研究演習 前期 専門 経 情報 会計 演習

企業分析論研究 石川 前期 専門 経 情報 会計 講義

企業分析論研究演習 10 石川 前期 専門 経 情報 会計 演習

流通システム論研究 前期 専門 商 情報 金/流 講義

流通システム論研究演習 前期 専門 商 情報 金/流 演習

統計分析論研究 高田 前期 専門 商 情報 金/流 講義

統計分析論研究演習 11 高田 前期 専門 商 情報 金/流 演習

産業統計論研究 藤井 前期 専門 商 情報 産/地 講義

産業統計論研究演習 12 藤井 前期 専門 商 情報 産/地 演習

【国際ビジネス】

国際経営論研究 石井 前期 専門 経 国際 経営 講義

国際経営論研究演習 13 石井 前期 専門 経 国際 経営 演習

国際戦略会計論研究 ○岡野 前期 専門 経 国際 会計 講義

国際戦略会計論研究演習 14 ○岡野 前期 専門 経 国際 会計 演習

国際会計論研究 小形 前期 専門 経 国際 会計 講義

国際会計論研究演習 15 小形 前期 専門 経 国際 会計 演習

国際金融論研究 神野 前期 専門 商 国際 金/流 講義

国際金融論研究演習 16 神野 前期 専門 商 国際 金/流 演習

開発金融論研究 前期 専門 商 国際 金/流 講義

開発金融論研究演習 前期 専門 商 国際 金/流 演習
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科目名 演習番号 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

貿易論研究 高橋 前期 専門 商 国際 金/流 講義

貿易論研究演習 17 高橋 前期 専門 商 国際 金/流 演習

証券市場論研究 前期 専門 商 国際 金/流 講義

証券市場論研究演習 前期 専門 商 国際 金/流 演習

国際産業立地論研究 鈴木 前期 専門 商 国際 産/地 講義

国際産業立地論研究演習 18 鈴木 前期 専門 商 国際 産/地 演習

【産業創造】

企業形態論研究 前期 専門 経 創造 経営 講義

企業形態論研究演習 前期 専門 経 創造 経営 演習

商業論研究 前期 専門 商 創造 金/流 講義

商業論研究演習 前期 専門 商 創造 金/流 演習

金融論研究 清田 前期 専門 商 創造 金/流 講義

金融論研究演習 19 清田 前期 専門 商 創造 金/流 演習

金融機関論研究 前期 専門 商 創造 金/流 講義

金融機関論研究演習 前期 専門 商 創造 金/流 演習

流通組織論研究 田村 前期 専門 商 創造 金/流 講義

流通組織論研究演習 20 田村 前期 専門 商 創造 金/流 演習

産業論研究 富澤 前期 専門 商 創造 産/地 講義

産業論研究演習 21 富澤 前期 専門 商 創造 産/地 演習

産業史研究 前期 専門 商 創造 産/地 講義

産業史研究演習 前期 専門 商 創造 産/地 演習

地域経営論研究 本多 前期 専門 商 創造 産/地 講義

地域経営論研究演習 22 本多 前期 専門 商 創造 産/地 演習

地域再生論研究演習 前期 専門 商 創造 産/地 演習

【パブリック環境経営】

多文化経営論研究 前期 専門 経 パブ 経営 講義

多文化経営論研究演習 前期 専門 経 パブ 経営 演習

公会計論研究 廣瀬 前期 専門 経 パブ 会計 講義

公会計論研究演習 23 廣瀬 前期 専門 経 パブ 会計 演習

社会関連会計論研究 向山 前期 専門 経 パブ 会計 講義

社会関連会計論研究演習 24 向山 前期 専門 経 パブ 会計 演習

環境政策論研究 除本 前期 専門 商 パブ 産/地 講義

環境政策論研究演習 25 除本 前期 専門 商 パブ 産/地 演習

技術論研究 田口 前期 専門 商 パブ 産/地 講義

技術論研究演習 26 田口 前期 専門 商 パブ 産/地 演習

交通論研究 前期 専門 商 パブ 産/地 講義

交通論研究演習 前期 専門 商 パブ 産/地 演習

組織間関係論研究 前期 専門 経 パブ 経営 講義

組織間関係論研究演習 前期 専門 経 パブ 経営 演習

【アジア・ビジネス研究プログラム】

《専門科目》

アジア企業論研究 李 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

比較企業論研究 李 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

アジア金融論研究 王 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

アジア経済論研究 王 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

アジア産業論研究 ☆森澤 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

アジア・マーケティング論研究 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

《演習科目》

東アジア・ビジネス論研究演習 李 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 演習

東南アジア・ビジネス論研究演習 ☆森澤 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 演習

中国経済論研究演習 王 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 演習

南アジア・ビジネス論研究演習 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 演習

《ワークショップ》

アジア・ビジネス・ワークショップⅠ 李 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

アジア・ビジネス・ワークショップⅡ 王 前期 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ＧＢ - - 講義

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

科目名 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

《専門科目》

【戦略経営】

経営管理論特殊研究 吉村 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営管理論特殊研究演習 吉村 後期 専門 経 戦略 経営 演習

経営労務論特殊研究 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営労務論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 経営 演習

経営史特殊研究 中瀬 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営史特殊研究演習 中瀬 後期 専門 経 戦略 経営 演習

コ－ポレ－トファイナンス論特殊研究 翟 後期 専門 経 戦略 経営 講義

コ－ポレ－トファイナンス論特殊研究演習 翟 後期 専門 経 戦略 経営 演習

経営戦略論特殊研究 山田 後期 専門 経 戦略 経営 講義

経営戦略論特殊研究演習 山田 後期 専門 経 戦略 経営 演習

コストマネジメント論特殊研究 後期 専門 経 戦略 会計 講義

原価計算論特殊研究 卜 後期 専門 経 戦略 会計 講義

原価計算論特殊研究演習 後期 専門 経 戦略 会計 演習

マ－ケティング論特殊研究 小林 後期 専門 商 戦略 金/流 講義

マ－ケティング論特殊研究演習 小林 後期 専門 商 戦略 金/流 演習

リスクマネジメント論特殊研究 後期 専門 商 戦略 産/地 講義

【経営情報】

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論特殊研究 太田 後期 専門 経 情報 経営 講義

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論特殊研究演習 太田 後期 専門 経 情報 経営 演習

証券分析論特殊研究 宮川 後期 専門 経 情報 経営 講義

証券分析論特殊研究演習 宮川 後期 専門 経 情報 経営 演習

財務会計論特殊研究 浅野 後期 専門 経 情報 会計 講義

財務会計論特殊研究演習 浅野 後期 専門 経 情報 会計 演習

会計情報論特殊研究 後期 専門 経 情報 会計 講義

企業分析論特殊研究 石川 後期 専門 経 情報 会計 講義

企業分析論特殊研究演習 石川 後期 専門 経 情報 会計 演習

流通システム論特殊研究 後期 専門 商 情報 金/流 講義

統計分析論特殊研究 高田 後期 専門 商 情報 金/流 講義

統計分析論特殊研究演習 高田 後期 専門 商 情報 金/流 講義

産業統計論特殊研究 藤井 後期 専門 商 情報 産/地 講義

産業統計論特殊研究演習 藤井 後期 専門 商 情報 産/地 演習

【国際ビジネス】

国際経営論特殊研究 石井 後期 専門 経 国際 経営 講義

国際経営論特殊研究演習 石井 後期 専門 経 国際 経営 演習

国際戦略会計論特殊研究 ○岡野 後期 専門 経 国際 会計 講義

国際戦略会計論特殊研究演習 ○岡野 後期 専門 経 国際 会計 演習

国際会計論特殊研究 小形 後期 専門 経 国際 会計 講義

国際会計論特殊研究演習 後期 専門 経 国際 会計 演習

国際金融論特殊研究 神野 後期 専門 商 国際 金/流 講義

国際金融論特殊研究演習 後期 専門 商 国際 金/流 演習

開発金融論特殊研究 後期 専門 商 国際 金/流 講義

貿易論特殊研究 高橋 後期 専門 商 国際 金/流 講義

貿易論特殊研究演習 高橋 後期 専門 商 国際 金/流 演習

国際産業立地論特殊研究 鈴木 後期 専門 商 国際 産/地 講義

国際産業立地論特殊研究演習 鈴木 後期 専門 商 国際 産/地 演習
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科目名 担当者 課程 種別 学位 学際 学問 形態

【産業創造】

企業形態論特殊研究 後期 専門 経 創造 経営 講義

商業論特殊研究 後期 専門 商 創造 金/流 講義

金融論特殊研究 清田 後期 専門 商 創造 金/流 講義

金融論特殊研究演習 清田 後期 専門 商 創造 金/流 演習

金融機関論特殊研究 後期 専門 商 創造 金/流 講義

流通組織論特殊研究 田村 後期 専門 商 創造 金/流 講義

流通組織論特殊研究演習 後期 専門 商 創造 金/流 演習

産業論特殊研究 富澤 後期 専門 商 創造 産/地 講義

産業論特殊研究演習 富澤 後期 専門 商 創造 産/地 演習

産業史特殊研究 後期 専門 商 創造 産/地 講義

地域経営論特殊研究 本多 後期 専門 商 創造 産/地 講義

地域経営論特殊研究演習 本多 後期 専門 商 創造 産/地 演習

地域再生論特殊研究 後期 専門 商 創造 産/地 講義

地域再生論特殊研究演習 後期 専門 商 創造 産/地 演習

【パブリック環境経営】

多文化経営論特殊研究 後期 専門 経 パブ 経営 講義

多文化経営論特殊研究演習 後期 専門 経 パブ 経営 演習

公会計論特殊研究 廣瀬 後期 専門 経 パブ 会計 講義

公会計論特殊研究演習 後期 専門 経 パブ 会計 演習

社会関連会計論特殊研究 向山 後期 専門 経 パブ 会計 講義

社会関連会計論特殊研究演習 向山 後期 専門 経 パブ 会計 演習

環境政策論特殊研究 除本 後期 専門 商 パブ 産/地 講義

環境政策論特殊研究演習 除本 後期 専門 商 パブ 産/地 演習

技術論特殊研究 田口 後期 専門 商 パブ 産/地 講義

技術論特殊研究演習 田口 後期 専門 商 パブ 産/地 演習

交通論特殊研究 後期 専門 商 パブ 産/地 講義

組織間関係論特殊研究 後期 専門 経 パブ 経営 講義

☆印は特任教員
○印は兼担教員
（　）講師
氏名に印のある教員は指導教員にはならない
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経営学研究科専門科目　科目ナンバーについて

研究科 連番

1 8・9.10

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

D 後期博士課程 2 学際科目 S 演習 C 商学 2 2年 1 1年

3 専門科目 T 論文 G GB 3 3年 2 2年

4 プログラム科目 R 課題 Ｏ その他 3 3年

Ｏ 口述

9

C

6 7

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

課程 科目分野 授業内容 学位 学習段階 対象学年

2 3 4 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期博士課程講義シラバス 
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定量的方法論研究 

Quantitative Methodology 

講 師 

川島 隆志 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目 NO. CM1LO0001.1 

【授業の主題】 

  本講義は、大学院で研究論文を作成するに際して、実証研究におけるリサーチの基本的な考え方

や技術を学んでいただく。 

座学理論の習得はもちろんのこと、定量的方法論による論文にも接していただく。 

また、グループワークにより、実際にリサーチを経験していただき、理論をいかに実現するかのハウツー

の習得も目指している。 

 

【到達目標】 

定量的方法論による論文を読む力をつけることを第一目標とし、最終目標は、研究論文において定量的

方法論を駆使できる力をつけることである。 

 

【授業内容・計画】 

第 1回： イントロダクション 第 9回： 調査項目ディスカッション 

第 2回： リサーチ・デザイン 第 10回： 統計解析 相関分析 回帰分析 

第 3回： 調査テーマのディスカッション① 第 11回： 調査項目ディスカッション 

第 4回： 調査項目の設定（変数による思考） 第 12回： さまざまな多変量解析 

第 5回： 調査項目ディスカッション 第 13回： 演習の発表(1) 

第 6回： 調査票の作成 第 14回： 演習の発表(2) 

第 7回： 調査項目ディスカッション 第 15回： 演習の発表(3) 

第 8回： 統計解析 記述統計   

 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習：講義の中で指定する課題を学習、専門用語等の下調べ 

事後学習：レジュメおよび課題・ワークショップについて復習する 

 

【評価方法】 

  講義への出席。グループ・ディスカッション、演習への参画態度。期末レポートにて評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

統計学を習得する講義ではなく、どのように統計学を駆使して、研究論文を書くのかを習得していただく

のが目的である。優れた実証研究論文を書きたいと願っている学生は、ぜひ受講していただきたい。 

 

【教材】 

  テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 
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定性的方法論研究 

Qualitative Methodology 

教 授 鈴木洋太郎  教 授 吉村典久 

准教授 小沢貴史  教 授 山田仁一郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目NO.CM1LO0001.2 

【授業の主題】 

 近年の社会科学においては、主に統計資料や質問紙調査等によって得られる数量化されたデー

タを扱う定量的研究（quantitative research）に加えて、主に社会現象の観察や当事者へのインタビュ

ー、文献・資料の収集・分析等によって得られる「質的データ」に依拠する「定性的研究」（qualitative 

research）の意義と重要性が広く認識されつつある。本講義では、受講者がこうした定性的研究の方

法論と代表的な手法についての基礎的な知識を習得することを目標とする。また適切な手続きに基

いて先行研究をレビューし、学術調査の設計を行うことも重視する。 

 

【到達目標】 

経営学の研究の基本的なリテラシーを取得し、学位論文作成のための基本スキルを身につけるこ

と。 

 

【授業内容・計画】  

かつては必ずしも意識されることなく、研究が進められてきた。しかし、自らの研究の妥当性と信頼

性を立証するために、また生産性を上げるためにも、「どのような研究課題を設定し、どのような研究

方法（Methods）をどのように用いてその課題を達成すればよいか」という研究方法論（Methodology）

が、不可欠な基礎知識となっている。本講義では、経営学のほか社会学、心理学、文化人類学など

の研究方法・方法論に言及した文献も参照しながら、大学院でアカデミック・リサーチに取り組むに

あたって最低限理解しておきたい、社会科学および定性的研究の特徴と研究方法論、および代表

的な研究方法を概説する。 

 

 1回：イントロダクション   

 2回：社会科学の方法と方法論 1    

 3回：社会科学の方法と方法論 2    

 

 4回～13回 社会科学の研究方法 各二回ずつ、経営学研究科教員による各自の研究方法の概説 

 

 14回：まとめとレポート指導 

 15回：まとめとレポート指導 

 

【事前・事後学習内容】 
指定文献を熟読し、A4用紙一枚程度のハンドアウト（レジメ）を毎回、用意してくることを事前学習の基本とし、事後的

には、講義の議論をまとめ、自分の研究計画の反映のための内省メモを作成することを事後学習とする。 

 

【評価方法】 

出席状況と期末レポートを総合して評価する。受講者は、講義内容を各自の研究テーマ・関

心に引き寄せて理解し、修士課程における自らの研究デザインの素案（必ずしも定性的研究

である必要はない）を期末レポートにまとめて提出することが期待される。 

 

【受講生へのコメント】 

研究計画と方法があることは、学位取得のための研究遂行の必須要件となる。大学院進学の際の

研究主題と計画に関する文献リストは、常に更新しなければならない。それらの文献についての

研究方法と設計・データなどについても確認をしておくことがオリジンリティのある研究を開始

するスタート地点である。そのような研究マインドを養成する。 

 

【教材】 

入門書として，高根正昭『創造の方法学』講談社現代新書 1979年は、事前に読んでおくこと。 

下記のテキストについては、随時紹介する。講義前に、十分に予習をして講義に出席することが望
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ましい。 

 

１．社会科学の方法と方法論（概論） 

  U.フリック 『質的研究入門—“人間の科学”のための方法論』春秋社、2011 年。コピー配布（予定） 

  R.K.イン 『ケース・スタディの方法』 千倉書房 改訂版 2011 年 

２．経営学や経営組織に関連して 

  沼上幹 『行為の経営学 経営学における意図せざる結果の探究』 白桃書房 2000 年。 

  佐藤郁哉 『組織と経営について知るための実践フィールドワーク入門』有斐閣 2002 年。 

３．インタビュー調査の方法と方法論 

  小池和男 『聞きとりの作法』 東洋経済新報社 2000 年。 

  小池和男、洞口治夫 『経営学のフィールド・リサーチ』 日本経済新聞社 2006 年。 

その他、講義の際に紹介する。 
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経営戦略論研究 

Entrepreneurship Strategy 

教 授 

山田 仁一郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目 NO.CM3LB0010.1 

【授業の主題】 

 経営戦略の論理を理解し、イノベーションやアントレプレナーシップとコーポレート・ガバナ

ンスとの関連など、きわめて現代的問題への応用能力を養成すること。 

  

【到達目標】 

 経営戦略の基本的な論理について企業のライフサイクルに適合した考えを身につけること。 

 

【授業内容・計画】 

  経営戦略論の系譜の知識を獲得するとともに、現代的問題について理解を深める。特に、複雑

な現代社会における組織の戦略経営の大きな課題である事業創造（アントレプレナーシップとイ

ノベーション）に関する理論的枠組みを習得する。多様な文献を読み解きながら進める。 

 課題書籍は、 J. Gabrielsson による Handbook of Research on Corporate Governance and 
Entrepreneurship (Edward Elgar, 2017 とする。イントロダクションの講義に加え、各自の予習に沿ってテ

キストを通じて学ぶ。 

 

【事前・事後学習内容】 

・毎回の講義では、とりあげる文献の要約・評価について事前に割り当てられた学生が報告し、ディスカッ

ションの材料を提供する。報告の割当ては、後掲の報告割当表をつくる。報告に際しては報告メモ（レジ

メ）を用意し、クラスで配付する。 

・ 他の学生は事前に文献を読んだ上で講義に出席し、ディスカッションに参加する。また、報告を割り当

てられた文献以外の文献の内の一定数について、事前のコメント（議論したいこと）をメールで提出するこ

とを参加条件とする。 

・報告担当者は、以下の内容を含む、簡潔なレジメを用意し、クラスで配布し、報告する：（1）文献の目的

（できるだけ、研究の問いは何かを示す）、（2）要旨（ごくごく簡潔に、ただし、その文献の主張（主題では

ない）の要点を示す）、（3）内容の要約、（4）貢献・重要な指摘、（5）問題点・疑問・議論したい点。レジメ

の分量は、最大A4 二枚とする（サイズ、枚数厳守のこと。ただし、付属資料をつけることは可）。報告の時

間は 15 分程度とする。他の学生から提出されたコメントメモと合わせて、ディスカッションの材料とする。 

・参加コメントは、最大 800 字程度（目安）で当該文献についてクラスで議論したい問題を提起する。メモ

に論文の要約は決して含めないこと。提出は電子メールで教員と履修者全員に送付。 

 

【評価方法】 

中間発表（20％）、期末発表（３0％）、平常発言点（30％）、最終レポート（20％） 

 

【受講生へのコメント】 

 最新の英文 Handbook をテキストとして指定するが、最低限の英語力を身に着けていることは、最新の

学術知識を吸収する上で前提として進める。 

 

【教材】 

http://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-research-on-governance-and-entrepreneurship 

 

 また上記に加え、追加的な参考書や論文は講義中に適宜指示する。なお、講義の中で直接とりあげる

ことはないが、ロバート・M・グラント『現代戦略分析』（中央経済社）、ならびに一橋大学イノベーション研

究センター編『イノベーション・マネジメント入門』（日本経済新聞社）がいささかの道案内として参考になる

かもしれない。 

 

 

http://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-research-on-governance-and-entrepreneurship
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金融論研究  
Monetary Economics  

教  授  

清田  匡  

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科 目 N O . C M 3 L C 0 0 3 3 . 1  

【授業の主題】 

様々の経済学者、経営学者の金融についての主張 

 

【到達目標】 

様々な経済学者の考えにもとづき、金融の機能を理解する。 

 

【授業内容・計画】 

 

第1回：Haltmann-Wendels          第9回：Proudhon  

第2回：Diamond,D.W.        第10回：Polak, N.J. 

第3回 Stiglitz             第11回: Schumpeter 

第4回：Petersen, M.A.       第12回：Wichsel 

第5回：Diamond and Dybvic       第13回：Wagner, V. 

第6回：Haltmann-Wendels       第14回：Kolbinger 

第7回：Basel Committee  第15回：まとめ 

第8回：Müller, A. 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に資料を配布し、毎回、宿題のレポートを課す。 

 

【評価方法】 

毎回、課したレポートに基づいて評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

出席点はありませんが、出席は評価の前提です。 

 

【教材】 

授業計画の中に出てくる英文の著者の一部については、原文を渡すので、読んでおくこと。 
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流通組織論研究  
M a r k e t i n g  &  D i s t r i b u t i o n  

准教授  

田村  晃二  

講義・前期・2単位 対象年次：前期博士課程 
科 目

N O . C M 3 L C 0 0 3 5 . 1  

【授業の主題】 

 本講義では，流通システム論やマーケティング論に関わる諸研究の基礎の「基礎」をなす，（社会）

システム理論をとりあげ，その分析道具としての可能性を解説していきます． 

 （社会）システム理論は，オーソドクスな新古典派経済学等と同様，汎用性の高い一般理論であり，

広く社会科学の各分野に応用されています．例えば「流通システム」という広く知られた言葉が示す

通り，流通研究もまた，（社会）システム理論に基礎づけられた分野のひとつです．おそらくシステム

の発想を欠いた経営・経済学関連の分野を探すほうが難しいかもしれません． 

 しかし，実際，システムに関する理論それ自体が議論される場はそれほど多くはありません．その

重要性が広く認められるにもかかわらず，これは不合理な状況です． 

 そこで今期は，（社会）システム理論そのものを独立してとりあげ，この分析道具がどのような歴史を

もち，どのような視点･接近法をもち，どのように変遷してきたのか，さらにどのように応用可能か，を

テーマにして吟味してみたいと思います（ちょうどいま，当研究科で「システム方法論」の授業がない

こともあり，この機会に基礎の「基礎」を確認してみたいと思います）． 

 

【到達目標】 

 本講義では，流通やマーケティングに関わる諸研究の基礎の「基礎」をなす，（社会）システム理論

について理解し，それを分析道具として使いこなして（応用して）もらうことを目標とします． 

 

【授業内容・計画】 

 各回，原則，教員側の講義を中心に授業を進めていきます． 

 機会をみつけて，講義内容を踏まえた上で，任意の事例研究等を発表してもらう予定です． 

 第1回：オリエンテーション                第9回 ：予期とダブル･コンティンジェンシー 

 第2回：システム理論の歴史—近代編         第10回：制度の働き 

 第3回：システム理論の歴史—現代編         第11回：行為と役割 

 第4回：理論の転回―意味と複雑性         第12回：パーソナル･システムとオートポイエシス 

 第5回：「社会」の一般理論                   第13回：サブシステムと機能分化 

 第6回：システムと秩序                 第14回：観察の「観察」 

 第7回：構造とシステム                  第15回：まとめと総括 

 第8回：社会秩序に対する諸説明 

 

【事前・事後学習の内容】 

 毎回，事前に読んでおくべき資料，および事後に復習として確認するべき資料について指示します． 

 

【評価方法】 

 授業への参加状況（議論へのコミットメント），および期末レポートにより評価します． 

 

【受講生へのコメント】 

 人数等確認のため，受講を検討される方は，必ず初回の授業に出席するようにしてください． 

 

【教 材】 

 橋爪大三郎（1994）「構造とシステム」山之内靖他編『岩波講座社会科学の方法Ⅹ』岩波書店． 

 H.A.サイモン=稲葉元吉他訳（1999）『システムの科学[第3版]』パーソナルメディア． 

 D.ベッカー=土方透監訳（2007）『N.ルーマン講義録[1] システム理論入門』新泉社．など， 

 授業時に，適宜，指示しますが，各回，オリジナルのレジメ（テキスト）を配布する予定です． 
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環境政策論研究 

Environmental Policy 

教 授 

除本 理史 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目 NO.CM3LC0041.1 

【授業の主題】 

 本講義では、地域環境と地域経済の関係性について、1970 年代以来のポスト工業化、そして近

年の認知資本主義といわれる構造変化の動向を踏まえつつ考察する。内発的発展、文化的価値、

固有価値、真正性（オーセンティシティ）などに関する経済理論・地域論について概観するとと

もに、具体的な地域を対象として、「地域の価値」にねざした発展の可能性を探りたい。 

 

【到達目標】 

 上記主題に関する基本的文献をよみ、論点を確実に理解しつつ、自身のフィールドワークに応用できる

ように学習することをめざす。 

 

【授業内容・計画】 

 

 第 1回： 導入                    第 9回：水俣「もやい直し」の現在：導入 

 第 2回： 基礎理論の概観               第 10回：水俣「もやい直し」の現在：展開 

 第 3回：福島原発事故と住民、地域社会：導入 第 11回：水俣「もやい直し」の現在：事例とまとめ 

 第 4回：福島原発事故と住民、地域社会：展開 第 12回：公害の加害と被害 

 第 5回：福島原発事故と住民、地域社会：事例 第 13回：公害から福島を考える 不均等な復興 

 第 6回：福島原発事故と住民、地域社会：まとめ 第 14回： 臨時試験 

 第 7回：公害訴訟から環境再生のまちづくりへ：導入 第 15回： 期末レポート指導 

 

【事前・事後学習の内容】 

指定した書籍については事前に熟読し、講義後はノートを整理し、疑問点を調べるなどに努める。 

 

【評価方法】 

出席度、授業中の討論への参加度などにより総合評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

意欲ある院生の参加を期待します。 

 

【教材】 

受講者と相談し、そのつど指示する。 
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国際会計論研究  

I n t e r na t i o na l  A cc o u nt i ng  

准教授  

小形 健介 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目NO.CM3LB0059.1 

【授業の主題】 

 市場のグローバル化が進む現代社会では、会計においても国際化が必要とされている。その役割を担

うものとして国際財務報告基準（国際会計基準）への期待が高まっている。本講義では、国際財務報告

基準が設定される背景（各国の経済システムの相違や各国基準の相違）およびその意義、そしてその内

容を検討するとともに、かかる基準がわが国に及ぼすインパクトについて、近年の主要文献をレビューす

ることをつうじて言及していく。 

 

【到達目標】 

①国際財務報告基準が設定される背景および意義についての理解 

②国際財務報告基準の内容の理解 

③国際財務報告基準がわが国に及ぼす影響への理解 

 

【授業内容・計画】 

 第1回： ガイダンス   第9回：Abela&Mora（2012）の欧州でのIFRS 

 第2回： 財務会計制度の多様性の存在と要因 第10回：Ramanna（2013）のIFRS導入類型化 

 第3回： 財務会計制度における国際化の意義 第11回：Ramanna（2013）のIFRS導入類型化 

 第4回： Zeff（2012）のIASB成立史  第12回：トモスズキ（2012）のOxfordレポート 

 第5回： Zeff（2012）のIASB成立史  第13回：トモスズキ（2012）のOxfordレポート 

 第6回： Ball（2016）によるIFRSの評価  第14回：金融庁（2015）のIFRS適用レポート 

 第7回： Ball（2016）によるIFRSの評価  第15回：レポートを実施する。 

 第8回： Abela&Mora（2012）の欧州でのIFRS 

 

【事前・事後学習内容】 

講義で利用する文献を事前に読んでおいて下さい。 

 

【評価方法】 

講義への貢献（積極的な発言や質問）とレポートを総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

国際会計の基本文献のレビューをつうじて、国際会計研究における基本概念、基礎知識、考え方を学ぶ

とともに、定性分析のリサーチ・メソッドやリサーチ・デザインを習得して下さい。 

 

【教材】 

テキストは使用せず、以下の必読文献をレビューする。 

Zeff SA (2012) “The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges It Faces,” The Accounting 

Review 87.3 pp.807-837 

Ball R (2016) “IFRS – 10 Years Later,” Accounting and Business Research 46.5 pp.545-571 

Abela M & Mora A (2012) “Understanding the Consequences of Accounting Standards in Europe: The 

Role of EFRAG,” Accounting in Europe 9.2 pp.147-170 

Ramanna K (2013) “The International Politics of IFRS Harmonization,” Accounting, Economics, and 

Law: A Convivium 3.2 pp.1-46 

トモスズキ（2012）オックスフォード・レポート「日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究」 

金融庁（2015）「IFRS適用レポート」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期博士課程講義シラバス 
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経営戦略論特殊研究 

Entrepreneurship & Strategy 

教 授 

山田 仁一郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目 NO.CD3LB0010.4 

【授業の主題】 

 This seminar focuses on the foundations and “cutting edge” research on Strategic 

Management, focusing mainly on topics of strategy content research (what strategies are 

used by firms, and what is their effect on performance) but also considering important 

related research streams of strategy process and implementation. 

 
【到達目標】 

Serve as a one-seminar introduction to research in Strategic Management. The seminar 

covers the theoretical foundations and major representative streams of research in 

Strategic Management formulation and implementation research. 

 

【授業内容・計画】 

Introduction. Concept of Strategy. Strategy formation., Models of performance 

Environmental influences on strategy and performance, Resource-based view of the firm: foundations & 

challenges, Knowledge and evolutionary organizational capabilities, Upper Echelons: Top Mgmt Teams 

and Strategic Decision Making, Business-level strategy: comparative views, Dynamic models of 

business-level strategy, Cooperative Strategies, Technological innovation and diffusion, Corporate 

Strategy: Diversification, Managing the diversified firm First draft of paper, International Strategy, 

Governance & Control 

 
【事前・事後学習の内容】 

1. Each student should develop a mental model of the literature in Strategic Management, and show an 

understanding of and appreciation for the key concepts, theories and interconnected research streams on 

Strategic Management. 

2. Each student should develop an advanced understanding of the major theories, issues, and 

contributions in the field of strategy formulation. 

3. Each student should be able to evaluate and critically review academic writings in the field of Strategic 

Management. 

 

【評価方法】 

Grades will be assigned on the following work and weightings: 

Class Preparation and Participation ............................................. 40% 

Reading summaries ................................................... 5% 

Thesis summary and presentation ............................. 5% 

Two paper reviews .................................................... 5% 

Idea pages .................................................................. 5% 

Class participation ......................................................20% 

Research Paper................................................................................ 40% 

Final Exam....................................................................................... 20% 

 

【受講生へのコメント】 

  Each participants will benefit from feedback from three people on the first draft: the instructor and two 

student peers. 

 

【教材】 

  The list of classic and/or very influential books in Strategic Management will be distributed. 
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金融論特殊研究  
Monetary Economics  

教  授  
清田  匡  

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科 目 N O . C D 3 L C 0 0 3 3 . 4  

【授業の主題】 

経済と金融の関係 

 

【到達目標】 

様々な立場からの経済における金融の役割について理解する。 

 

【授業内容・計画】 

 

 

 第1回：新制度派ミクロ経済学        第9回：需要の変化と金融 

 第2回：協同としての金融               第10回：生産の連続性と金融 

 第3回：逆選択とモラルハザード        第11回：経済発展と金融 

 第4回：リレバンとトラバン        第12回：金融と恐慌 

 第5回：期間変換と流動性リスク         第13回：生産のバランスと金融 

 第6回：様々のリスク                    第14回：連合化と金融 

 第7回：バーゼルIII             第15回：まとめ 

 第8回：金融の中立性 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に資料を配布し、毎回、宿題のレポートを課す。 

 

【評価方法】 

毎回、課したレポートに基づいて評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

出席点はありませんが、出席は評価の前提です。 

 

【教材】 

英文の論文のコピーを配布するので呼んでおくこと。 
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流通組織論特殊研究  
M a r k e t i n g  &  D i s t r i b u t i o n  

准教授  

田村  晃二  

講義・前期・2単位 対象年次：全年次 
科 目

N O . C D 3 L C 0 0 3 5 . 4  

【授業の主題】 

 本講義では，流通システム論やマーケティング論に関わる諸研究の基礎の「基礎」をなす，（社会）

システム理論をとりあげ，その分析道具としての可能性を解説していきます． 

 （社会）システム理論は，オーソドクスな新古典派経済学等と同様，汎用性の高い一般理論であり，

広く社会科学の各分野に応用されています．例えば「流通システム」という広く知られた言葉が示す

通り，流通研究もまた，（社会）システム理論に基礎づけられた分野のひとつです．おそらくシステム

の発想を欠いた経営・経済学関連の分野を探すほうが難しいかもしれません． 

 しかし，実際，システムに関する理論それ自体が議論される場はそれほど多くはありません．その

重要性が広く認められるにもかかわらず，これは不合理な状況です． 

 そこで今期は，（社会）システム理論そのものを独立してとりあげ，この分析道具がどのような歴史を

もち，どのような視点･接近法をもち，どのように変遷してきたのか，さらにどのように応用可能か，を

テーマにして吟味してみたいと思います（ちょうどいま，当研究科で「システム方法論」の授業がない

こともあり，この機会に基礎の「基礎」を確認してみたいと思います）． 

 

【到達目標】 

 本講義では，流通やマーケティングに関わる諸研究の基礎の「基礎」をなす，（社会）システム理論

について理解し，それを分析道具として使いこなして（応用して）もらうことを目標とします． 

 

【授業内容・計画】 

 各回，原則，教員側の講義を中心に授業を進めていきます． 

 機会をみつけて，講義内容を踏まえた上で，任意の事例研究等を発表してもらう予定です． 

 第1回：オリエンテーション                第9回 ：予期とダブル･コンティンジェンシー 

 第2回：システム理論の歴史—近代編         第10回：制度の働き 

 第3回：システム理論の歴史—現代編         第11回：行為と役割 

 第4回：理論の転回―意味と複雑性         第12回：パーソナル･システムとオートポイエシス 

 第5回：「社会」の一般理論                   第13回：サブシステムと機能分化 

 第6回：システムと秩序                 第14回：観察の「観察」 

 第7回：構造とシステム                  第15回：まとめと総括 

 第8回：社会秩序に対する諸説明 

 

【事前・事後学習の内容】 

 毎回，事前に読んでおくべき資料，および事後に復習として確認するべき資料について指示します． 

 

【評価方法】 

 授業への参加状況（議論へのコミットメント），および期末レポートにより評価します． 

 

【受講生へのコメント】 

 人数等確認のため，受講を検討される方は，必ず初回の授業に出席するようにしてください． 

 

【教 材】 

 橋爪大三郎（1994）「構造とシステム」山之内靖他編『岩波講座社会科学の方法Ⅹ』岩波書店． 

 H.A.サイモン=稲葉元吉他訳（1999）『システムの科学[第3版]』パーソナルメディア． 

 D.ベッカー=土方透監訳（2007）『N.ルーマン講義録[1] システム理論入門』新泉社．など， 

 授業時に，適宜，指示しますが，各回，オリジナルのレジメ（テキスト）を配布する予定です． 
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環境政策論特殊研究 

Environmental Policy 

教 授 

除本 理史 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目 NO.CD3LC0041.4 

【授業の主題】 

 本講義では、地域環境と地域経済の関係性について、1970 年代以来のポスト工業化、そして近

年の認知資本主義といわれる構造変化の動向を踏まえつつ考察する。内発的発展、文化的価値、

固有価値、真正性（オーセンティシティ）などに関する経済理論・地域論について概観するとと

もに、具体的な地域を対象として、「地域の価値」にねざした発展の可能性を探りたい。 

 

【到達目標】 

 上記主題に関する基本的文献をよみ、論点を確実に理解しつつ、自身のフィールドワークに応用できる

ように学習することをめざす。 

 

【授業内容・計画】 

 

 第 1回： 導入                    第 9回：水俣「もやい直し」の現在：導入 

 第 2回： 基礎理論の概観               第 10回：水俣「もやい直し」の現在：展開 

 第 3回：福島原発事故と住民、地域社会：導入 第 11回：水俣「もやい直し」の現在：事例とまとめ 

 第 4回：福島原発事故と住民、地域社会：展開 第 12回：公害の加害と被害 

 第 5回：福島原発事故と住民、地域社会：事例 第 13回：公害から福島を考える 不均等な復興 

 第 6回：福島原発事故と住民、地域社会：まとめ 第 14回： 臨時試験 

 第 7回：公害訴訟から環境再生のまちづくりへ：導入 第 15回： 期末レポート指導 

 

【事前・事後学習の内容】 

指定した書籍については事前に熟読し、講義後はノートを整理し、疑問点を調べるなどに努める。 

 

【評価方法】 

出席度、授業中の討論への参加度などにより総合評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

意欲ある院生の参加を期待します。 

 

【教材】 

受講者と相談し、そのつど指示する。 
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国際会計論特殊研究 

International Accounting 

准教授 

小形 健介 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目 NO.CD3LB0059.4 

【授業の主題】 

 市場のグローバル化が進む現代社会では、会計においても国際化が必要とされている。その役割を

担うものとして国際財務報告基準（国際会計基準）への期待が高まっている。本講義では、国際財務報

告基準が設定される背景（各国の経済システムの相違や各国基準の相違）およびその意義、そしてそ

の内容を検討するとともに、かかる基準がわが国に及ぼすインパクトについて、近年の主要文献をレビ

ューすることをつうじて言及していく。 

 

【到達目標】 

①国際財務報告基準が設定される背景および意義についての理解 

②国際財務報告基準の内容の理解 

③国際財務報告基準がわが国に及ぼす影響への理解 

 

【授業計画】 

第 1回： ガイダンス 第 9回： Abela&Mora（2012）の欧州での IFRS 

第 2回： 財務会計制度の多様性の存在と要因 第 10回： Ramanna（2013）の IFRS導入類型化 

第 3回： 財務会計制度における国際化の意義 第 11回： Ramanna（2013）の IFRS導入類型化 

第 4回： Zeff（2012）の IASB 成立史 第 12回： トモスズキ（2012）の Oxford レポート 

第 5回： Zeff（2012）の IASB 成立史 第 13回： トモスズキ（2012）の Oxford レポート 

第 6回： Ball（2016）による IFRSの評価 第 14回： 金融庁（2015）の IFRS適用レポート 

第 7回： Ball（2016）による IFRSの評価 第 15回： レポートを実施する。 

第 8回： Abela&Mora（2012）の欧州での IFRS   

 

【事前・事後学習の内容】 

講義で利用する文献を事前に読んでおいて下さい。 

 

【評価方法】 

講義への貢献（積極的な発言や質問）とレポートを総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

国際会計の基本文献のレビューをつうじて、国際会計研究における基本概念、基礎知識、考え方を学ぶ

とともに、定性分析のリサーチ・メソッドやリサーチ・デザインを習得して下さい。 

 

【教材】 

テキストは使用せず、以下の必読文献をレビューする。 

Zeff SA (2012) “The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges It Faces,” The Accounting 

Review 87.3 pp.807-837 

Ball R (2016) “IFRS – 10 Years Later,” Accounting and Business Research 46.5 pp.545-571 

Abela M & Mora A (2012) “Understanding the Consequences of Accounting Standards in Europe: The 

Role of EFRAG,” Accounting in Europe 9.2 pp.147-170 

Ramanna K (2013) “The International Politics of IFRS Harmonization,” Accounting, Economics, and Law: 

A Convivium 3.2 pp.1-46 

トモスズキ（2012）オックスフォード・レポート「日本の経済社会に対する IFRSの影響に関する調査研究」 

金融庁（2015）「IFRS適用レポート」 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員別演習シラバス 



演習１ 

 

１ 
経営管理論 

Theories of Management 

前期博士課程研究演習１，前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

吉村 典久 

授業の主題 

 企業に代表される組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていく。なかでも、Corporate 

Governance（企業統治、会社統治と訳される）に関わる諸問題について研究が主となる。経営学は、

「よいことを上手にするための方法」を考える学問と定義されることがある。この定義に従えば「よ

いこと」に関わる議論を中心に展開することとなる。ただし「よいこと」と「上手にする」こととの

関係にも留意する。その意味において、統治と戦略（の策定・実施）の関係についても取り扱うこと

となる。 

各種の組織体の経営管理に関わる諸側面について見ていくが、各側面が独立に機能しているのでは

なく、システムとして機能していることを学んで欲しい。 

“ B Corporation ”といった新たな動きや従業員所有会社の現在といった動きにも目配りをしてい

きたい。ただし議論に際しては、「よいこと」を論じるに規範的な議論に終始することなく、統治の

実態を踏まえた議論となるよう注意する。 

 主要な文献の輪読と具体的な事例の分析を進めていく。文献は、Corporate Governance: An 

International Reviewをはじめとする専門雑誌や、内外の研究者による研究書などから選んでいく。 

到達目標 

 株主、従業員をはじめとする多様な利害関係者の存在が「よいこと」の判断にいかなる影響を及ぼ

し、また、その判断が「上手にする」ことにいかなる影響を及ぼすのか。 

こうしたメカニズムを理解できるようにする。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0006.2 

ごく初期の研究も含め、統治の問題に関わる主要な文献を丁寧に読み込む。日本経営学会や組織学

会など、学会における最新の研究動向にも当然、注意を払っていく。必要に応じて、経済学の分野あ

るいはドイツで展開された（されている）議論などにも目配りをしていく。また、各社の所有構造な

り、経営者のキャリアなり、統治の実態に関わる実証的な分析も進めていく。こうした取り組みを深

めていく中で、自らの研究テーマを明確にしていく。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SB0206.3 

 研究演習１で明確化された研究テーマに沿って、修士論文の作成を進めていく。統治に関わる研究

には膨大な研究蓄積があり（また現在も蓄積が進められている）それらを包括的にレビューする、あ

るいは丁寧な実証分析を行うなど、修士論文の内容は様々なものとなろう。いかなる研究方法を採用

するかは受講生の判断となるが、何らかの理論的（and 実践的）なインプリケーションを提示する

研究成果を求める。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SB0006.5 

 研究演習 1 及び 2 で蓄積してきた研究成果をさらに磨き上げ、博士論文の完成に向けての検討を

進めていく。博士論文作成の過程では、学会発表、論文投稿などの形で研究成果を世に発していくこ

とを求める。そうした発信を通じて、学外の研究者らとのネットワーキング構築にも務められたい。 



演習１ 

 

事前・事後学習の内容 

 いずれの演習においても、指定した文献の熟読、検討など、相当な時間をかけての準備を求める。

もちろん、関連文献を自らでサーチし、それも熟読する必要もある。受講生の研究上の関心によって

は、コーポレート・ファイナンス論、労働経済学、経済史・経営史といった分野の研究もサーチする

必要があろう。 

また、演習のなかでの学び（特に他者からの学び）をいかに自らの研究に活かすことが出来るのか、

常に検討を怠らないこと。 

評価方法  

 個人の報告内容、演習における討議などでの貢献など、総合的に判断を行う。 

受講生へのコメント  

 受講予定者は、開講前に必ずメールなどでの連絡をお願いする。面談などを行う。吉村が共著者の

1人である『企業統治』（中央経済社、2017年）、上野恭裕・馬場大治編著『経営管理論（【ベーシッ

ク+】）』（中央経済社、2016 年）、それぞれの内容については、完全に理解できていることが求めら

れる。受講の前提となる。 

教材 

 以下はあくまでも例示であり、代表的な研究雑誌に掲載された論文などを含め、演習の中で指定し

ていく。 

宮島英昭編著『企業統治と成長戦略』（東洋経済新報社、2017 年）／ 宍戸善一・後藤元編著『コ

ーポレート・ガバナンス改革の提言－企業価値向上・経済活性化への道筋』（商事法務、2016年）／ 

藤田勉『コーポレートガバナンス改革時代の ROE戦略』（中央経済社、2016年）／ 田中一弘『「良

心」から企業統治を考える―日本的経営の倫理』（東洋経済新報社、2014年）など。 

 また、宮島英昭・早稲田大学教授をリーダーとする研究プロジェクト「企業統治分析のフロンティ

ア：リスクテイクと企業統治」（http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program_2016/pg-10/001.html）

の成果なども検討していく。 

 



演習２ 

2 

経 営 史 

Business History 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程演習 

教 授 

中瀬 哲史 

授業の主題 

 本演習では、現在および将来の企業経営のあり方を模索するために、過去の企業経営の事例を研

究します。その際､以下の点に留意します。第 1 に､「経営史」のうちの「歴史」について検討しま

す。ここで問われる「歴史」とは、年表のような編年史ではありません。提示者の意図のもとに構

成された「歴史的事実」＝ストーリーをもった物語です。そうしたストーリーをもった物語、「歴史

的事実」をどのようにして作るのか、どのような歴史的必然性があるのかを考えていきます。最近、

グローバル・ヒストリーなるもの、地域史に対する関心が高まっています。こうした歴史学の現状

にも留意します。第 2 に､企業経営をめぐる社会的な環境にも留意します。企業経営はそれ自体が単

独に存在するわけではありません。企業を取り巻く社会的な環境に影響されるからです。以上のう

えで，第 3 に、「経営史」のうちの「企業経営」について検討します。特に、今回はイノベーション

を史的な観点で検討したいと思います。また，「モノづくり」の面に留意します。 

今年度も、これまでと同様に優れた経営史（経済史も含みます）に関する古典，方法に関わる議

論も取り上げて検討するとともに、現在の企業経営の動向を知るため、経営戦略に関する研究も取

り上げ、実際に企業ヒアリングをも実施したいと思います。 

到達目標 

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

と思います。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0008.2 

 研究演習 1 では、上述したように、「経営史」のうちの「歴史」と「企業経営」を意識できるよう

に文献を取り上げて研究します。その際、生産と販売の活動を意識すること、そしてどのように社

会と取り結びながら企業経営は展開しているのか、を意識して、「歴史的事実」を捉えたいと思いま

す。また、上述しました企業ヒアリングの経験を生かせるあり方をも模索したいと考えています。

以上のような手順を通じて「経営史」をおこなう上での素養を身につけていただきます。 

前期博士課程研究演習２                                      科目 NO.CM3SB0208.3 

 研究演習 1 で培った素養をもとに、研究演習 2 では、参加学生各自に、具体的な企業経営を取り

上げていただき、それに関連する先行研究を総括しつつ、独自の視点を身に付けて、修士論文に結

実するように演習を進めます。 

後期博士課程                                                 科目 NO.CD3SB0008.5 

 前期博士課程で結実した修士論文を土台として最終的には課程博士論文に結びつくように指導し

ます。そのために、まず、改めて追求したいテーマを確定し、そのテーマをめぐる既存の研究状況

の中で、自らの研究がどのような意義をもちうるのか、を見出せるように進めます。そこで企業ヒ

アリングも考えたいと思います。また、あわせて修士論文を執筆するために学習した研究の方法、

方法論に一層の磨きをかけて水準を上げうるように進めます。次に、一層の研究能力を高めるため、

『経営研究』等雑誌への論文執筆、学会での報告等をおこなっていただき、それらの作業を通じて

指導します。 



演習２ 

事前・事後学習の内容 

 授業前に取り上げる本、論文を提示して予習が可能なようにします。授業終了後には学期末のレ

ポート作成につながるように簡単にまとめをつけていただくように指示します。 

評価方法 

 演習における発言などの平常点、レポート点等総合的に評価します。 

受講生へのコメント 

 前期博士課程演習履修に当たっては、前もって学部レベルの経営史や経営学のうち、基本的と考

えられる科目、また産業論等の科目の履修が望ましいです。後期博士課程履修に当たっては、専門

の学会への参加をお願いしたいと思います。 

教材 

 文献については、授業時に指示します。 

 



 

演習３ 
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コーポレート・ファイナンス論 
Corporate Finance 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

翟  林瑜 

授業の主題 

 資本市場は企業と投資家の出会いの場であり、そのあり方は当然企業のあり方、投資家の行動様式

及びこの両者の関係を規定する法律のあり方などに規定される。この三つの規定要因からコーポレー

ト・ファイナンスと資本市場を分析するのが本演習科目の研究テーマです。 

 企業のあり方とは、主として所有者、債権者と経営者間の利害関係や情報格差をいう。所有と経営

が分離し、多種多様な利害関係者の利害が複雑に絡み合っている現代企業のコーポレート・ファイナ

ンス問題を考えるとき、従来のＭＭ理論や資本コスト理論だけではなく、情報の非対称性を考慮に入

れ、エージェンシー理論や取引コスト理論などを援用して分析することが必要である。 

 投資家の行動様式とは、主として個人投資家や機関投資家がどのように情報の分析とリスク評価を

し、投資の意思決定を行うかなどの問題をいう。生身の投資家が情報分析とリスク評価などの能力に

関しては様々な限界を持っているため、現実の資本市場を理想的な市場に近づかせるためには投資家

の限定合理性や非合理性を考慮に入れなければならない。 

 法律のあり方とは、企業の情報開示の質と量をどの程度義務付けるか、権利とリスクを株主、債権

者と経営者の間にどう割り振るかなどの制度設計の問題をいう。資本市場の効率性を向上させるため

には法制度や規制の再検討が必要である。 

 

到達目標 

 ファイナンスに関する専門家や研究者に必要な知識と方法論を習得すること 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0009.2 

 コーポレート・ファイナンスと資本市場の理論的研究と実証的研究に最低限必要な統計や数学につ

いて一通り学習した後に、標準的なコーポレート・ファイナンスのテキストで完全資本市場理論（MM

理論や CAPMなど）や上の欄で挙げた研究テーマについて学習する。 

 

前期博士課程研究演習２                                      科目 NO.CM3SB0209.3 

 研究演習 1 で取り上げた諸テーマの中から学生の進路と問題関心に合わせて特定のテーマを選ば

せ、その特定の研究テーマを掘り下げ、最終的に理論的研究または実証的研究の方法で修士論文にま

とめさせる。 

後期博士課程特殊研究演習                                         科目 NO.CD3SB0009.5 

 コーポレート・ファイナンスと資本市場に関する問題関心を総合的に考慮して後期博士課程で取り

上げる研究テーマを選ばせ、そのテーマについて理論的研究または実証的研究の方法で分析し、博士

論文にまとめるよう指導を行う。 

事前・事後学習の内容 

 ある程度の予習と復習が必要である。 

評価方法 

 演習参加の意欲と理解度で評価する。 

受講生へのコメント 

 本演習では、当該分野の研究者と実務家（企業の財務部門の財務担当者や機関投資家の資金運用者）

の両方の養成を意識して研究テーマと研究方法を決定する。 

教材 

 特になし 
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４ 

経営戦略論 

Entrepreneurship Strategy 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

山田 仁一郎 

授業の主題 

 近年、注目が増えている革新や事業創造を行う企業家活動の様々な側面(営利、非営利を問わない)

について研究を行う。特に、経営戦略論について基礎的な知識を習得し、発展的な研究・調査をして、

地域・グローバル社会に対する貢献となる成果を作り出すことを主眼においている。文献の輪読とケ

ース開発研究などを中心に進めていく。 

主題に適当な論文を海外・国内のジャーナル掲載論文からピックアップして検討する。経営戦略の枠

組みで理解することによって、企業を中心とした組織行動を実践的に分析、戦略的思考を獲得する学

習する。本演習の目的は、この企業家の経営戦略に関わる新規事業の創造やイノベーションなどの

様々な局面について、分析的考察を行うフレームワークや思考法を身につけることである。 

到達目標  

 事業創造の経営戦略を中心に企業活動と社会の関係のメカニズムを理解し、説明できるようになる

ことである。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                     科目 NO.CM3SB0010.2 

文献報告担当者は、以下の内容を含む、簡潔なレジメを用意し、クラスで配布し、報告する：（1）文

献の目的（できるだけ、研究の問いは何かを示す）、（2）要旨（ごく簡潔に、ただし、その文献の主

張（主題ではない）の要点を示す）、（3）内容の要約、（4）貢献・重要な指摘、（5）問題点・疑問・

議論したい点。レジメの分量は、最大 A4 二枚とする（サイズ、枚数厳守のこと。ただし、付属資料

をつけることは可）。報告の時間は 15 分程度とする。他の学生から提出されたコメントメモと合わ

せて、ディスカッションの材料とする。コメントメモは、最大 800 字程度（目安）で論文の評価と

クラスで議論したい問題を提起する。メモに論文の要約は含めないこと。提出は電子メールで教員と

履修者全員に送付して共有することで討議のレベルを向上させる。 

前期博士課程研究演習２                     科目 NO.CM3SB0210.3 

研究方法としては、文献レビューと並行して、ケース・スタディを適宜行う。ケース・スタディと

は、一般に教育目的でつくられた具体的な企業や組織事例（＝ケース）をとりあげ、それを皆で分析・

議論することをいう。ケース・スタディは文献レビューを補完し、文献で得た知識（理論的枠組み）

が実際の現場で、どのように適用可能かをみるために行われる。特に、問題発見能力の構築が、それ

によって目指される。積極的に、重要なケース・スタディを取り上げ、事業創造と経営戦略について

の地図を共同でつくりあげていく。この演習では、すぐれた新しいケースの作成を求める。これは、

上記の問題意識や先行研究の検討に基づいて、既存の概念や理論的枠組みにどういったものがある

か、経験的調査として何が立証されていて何が立証されていないか、を踏まえた上で、経営学の調査

技法などを獲得・確認する。主題にあったケースを探索し調査を行い、ケース作成能力を身につける

ことを目指す。さらに、ケース・スタディを通じた理論構築能力を養う。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SB0010.5 

 博士論文の執筆を中心とした演習プログラムである。博士論文の要件の 1 つは、学術上の独創性と

裏付けるデータの内的・外敵妥当性である。3 年間の研究プログラムの射程の中で優先するべきこと

は、2 つある。1 つは該当研究分野の外部査読付き学術雑誌を 1 本でも多く掲載できる基準（最低で

も 2～3 本）を満たすことである。もう 1 つは、個別の研究論文の積み重ねによって、既存研究に対

する自分の学術上の発見や貢献の主張を行う調査研究の設計と実現である。 
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事前・事後学習の内容 

事前指定の学術論文等の資料ならびに自主的に探索して設定した学術論文などについて、整理し、

主題に関する新たな研究課題を設定し、明らかにするよう取り組むこと。 

評価方法 

当該学術分野にかんする知識を理解し、新たな研究課題について取り組めているのかどうかについ

て、ケース課題や投稿論文の作成状況を鑑みて学習状況を評価する。学年等を問わず、演習上の共同

作業への取り組みについても留意する。 

受講生へのコメント 

 受講予定者は、開講前に必ずアポイントをメール等で取って、面談を受けて下さい。事前面談なく、

演習には参加は困難です。 

 

教材 

追って指定しますが、海外雑誌では Strategic Management Journal, Academy of Management 

Journal 等、国内誌としては組織科学、日本経営学会誌などについては必須です。 
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５ 
原価計算論 

Cost Accounting 
前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

准教授 

ト 志強 

授業の主題 

 原価計算は現代企業・組織を適切に運営していくために不可欠なシステムである。近年、経済の成

熟化、市場のグローバル化、情報技術の開発・普及に伴い、企業を取り巻く経営環境は大きく変化し、

企業経営に多様な影響を及ぼしている。企業はこれらの経営環境の変化にうまく対応することなくし

ては、激しい市場競争に勝ち残ることができない。こうした中で、競争優位のツールとしての原価計

算システムが注目されつつある。近年、欧米や日本では原価計算の領域においていくつかの革新的な

手法が開発されている。 

  

到達目標 

本演習では、伝統的な原価計算および最新の原価計算の理論・技法を学習し、原価計算システムの

全体像を理解し、原価計算の各技法を習得することを目標とする。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0012.2 

 演習１では、原価計算に関するテキストなどの基礎的文献を精読する。演習の形式は輪読・討論を

中心に行う。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SB0212.3 

 演習２では、演習１において学習した内容から一つの課題を選択してもらい、修士論文の作成にむ

けて研究指導を行う。 

 

事前・事後学習の内容 

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

評価方法 

 出席状況、報告内容および討論へ参加により評価する。 

受講生へのコメント 

  

 前期博士課程研究演習１の履修に際し、管理会計全般に関する基本知識を事前にあるいは同時進行

的に習得することを希望する。 

 

教材 

本演習では次の教科書を使用する。 

 加登豊・李建[著]『ケースブック コストマネジメント』新世社。 

参考書は講義中に適宜指示する。 
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マーケティング論 
Marketing 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

准教授 

小林 哲 

授業の主題 

 企業の目的は利益の追求にあり、それは市場での売買によって達成される。マーケティングは、こ

の市場での売買活動（需給マッチング）および企業の長期的存続に必要な環境（競争環境および社会

環境）への適応行動を主な研究領域としている。このようにマーケティングは企業の境界活動をいか

に効果的かつ効率的に行うかに焦点をあてるが、これは最適な境界活動を実現する方法を考察すると

いう意味であり、境界活動のみに限らず必要に応じて組織問題やトップのリーダーシップなど企業内

部の問題にも言及する。また、最近注目されている非営利組織へのマーケティングの適用に関しても

機会があれば議論したい。 

 演習は、既存研究のレビューを通して、マーケティングの基本的な考え方、理論的示唆および現実

問題へ適用する際の問題等を議論し、理解を深める方法で進めるが、インターディシプリナリ・アプ

ローチ(interdisciplinary approach)というマーケティングの伝統的な研究方法に則り、マーケティン

グ課題に有用だと思われる他領域の既存研究も取り上げる。 

 企業の境界活動は多岐にわたり、これに対応するかたちでマーケティング研究の領域も広く多様な

ため、限られた時間でそのすべてを扱うことはできない。そこで、本演習では、毎年、特定のテーマ

を取り上げ集中的に議論することで、マーケティングをより深く理解できるよう心がけたいと思う。

詳しくは下記の演習内容を参照のこと。 

 

到達目標 

・前期博士課程研究演習１ ：自らの研究に関わるマーケティング知識を広く理解する。 

・前期博士課程研究演習２ ：修士論文作成に必要な知識と技法を修得する。 

・後期博士課程特殊研究演習：博士論文作成に必要な知識と技法を修得する。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                     科目 NO. CM3SC0013.2 

演習では、ブランド戦略、関係性マーケティング、マーケティング・イノベーションなどマーケテ

ィング戦略において重要と思われる概念をピックアップし、その概念に関わる論文等を参照しながら

ディスカッションする。なお、演習で使用する文献等の資料は、受講者と協議の上、最終的に決定す

るが、現在、予定している文献は以下の通り。 

 

前期博士課程研究演習２                     科目 NO. CM3SC0213.3 

 マーケティング課題は多岐にわたり、したがって、課題に対してどのようにアプローチするかが重

要な問題となる。研究演習２では、参加者の研究報告およびそれに関する議論を通して、研究領域の

絞り込みとアプローチ方法の確定、当該領域に対する既存研究のレビューとその理解、理論的課題の

導出およびその解決方法の提示を行い、最終的に修士論文を作成することを目的とする。なお、参加

者の研究領域等を見ながら共通テーマを設定し議論する場合もある。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO. CD3SC0013.5 

 前期博士課程での研究成果をもとに、主として博士論文作成に向けた研究報告を中心に運営する。 

事前・事後学習の内容 

 持ち回りで行われる演習の発表者は、授業前に入念に準備し発表に備えるとともに、授業後は演習

での議論を踏まえ、自らの発表内容を再構成すること。また、発表者以外のものは、授業前に関連分

野に関する知識を得ておくとともに、授業後は、演習の内容について、自らの研究に活かす方法を考

えること。 
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評価方法 

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

総合的に判断する。 

 

受講生へのコメント 

前期博士課程研究演習１の履修に際し、マーケティング全般に関する基本知識をテキスト等により

事前にあるいは同時進行的に身に付けることを希望する。 

教材 

・ 内田和成『仮説思考』東洋経済新報社 

・ 内田和成『論点思考』東洋経済新報社 

・ 田中洋『ブランド戦略論』有斐閣 
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オペレーションズマネージメント論 

Operations Management 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

太田 雅晴 

授業の主題 

 経営に関わるオペレーションナルな業務を体系化もしくはシステム化するための基礎理論および

その応用研究を中心テーマとします。なおオペレーションズマネージメントは日本語では業務管理、

運営管理とも呼ばれます。研究のアプローチとして、実体調査に基づく実証研究、そこから導出され

る枠組みから基礎理論に展開する帰納的アプローチ、それと並行してシステム論、ＯＲなどの数理的

手法の応用、情報科学的手法などの演繹的アプローチを採用します。具体的な研究対象分野として、

生産・販売などの製造業基幹業務の体系化、ＳＣＭ、計画・管理業務および創造性が要求される業務

のフレームワーク構築、企業間統合情報システム、グローバル生産・物流オペレーションのためのモ

デル化などを取り上げてきましたが、進行中の研究分野としてイノベーションマネジメント、ＳＣＭ、

品質戦略、製造戦略一般、情報技術の存在を前提とした組織戦略、グローバルオペレーション戦略の

理論化、ビジネスモデリングを軸とした製造戦略、情報品質、さらにはＮＰＯ等の第三セクターのオ

ペレーションマネージメントおよび情報化を取り上げています。 

 

到達目標 

過去の研究レビューを確実に行い、近年の実務の状況を把握した上で、受講者個々人が独自の研究の

方向性を見いだし、それを論文として仕上げることを最終の到達目標とする。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0015.2 

 オペレーションズマネージメントの学習・研究に際して、まず関連する方法論の歴史や理論、種々

の応用事例について考察する必要がある。研究演習１ではシステム論、情報科学的基礎理論、生産管

理やマーケティングなどにおいて醸成されてきた方法論、コンピュータ化・ネットワーク化とともに

発達した理論について演習を行い、独自で方法論の展開ができる素養を養う。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SB0215.3 

研究演習１で培った素養をもとに、研究演習２では独自の方法論の発見もしくは既存の方法論の効

果的な応用を考える。研究方法として、実務界における種々の事例分析、既存の論文のレビュー等に

より、独自方法論の発見が見いだせるオペレーション分野もしくは応用可能性があって実効性がある

と考えられる比較的狭いオペレーション分野を特定し、研究を行い、最終的に修士論文として完結す

る。得られた成果を関連学会で報告するのが好ましい。 

博士後期課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SB0015.5 

 オペレーションズマネージメントに関わる新たな方法論もしくは新たな分野でのオペレーション

マネージメントの展開についての独自の体系化に向けて後期博士課程では演習を行う。その方法論も

しくは分野におけるエキスパートとして認知されるような研究および成果が要請され、そのような結

果が得られるような指導を行う。また、オペレーションの現場での実証研究も行う。修了までに数回

の関連学会での報告および学会誌への論文投稿するのが好ましい。 

 

 



演習７ 

事前・事後学習の内容 

事前・事後の学習として過去の研究のレビュー、指摘された事項の把握・再検討が必要である。 

 

評価方法 

出席度合い、報告内容などから、総合して評価する。 

 

受講生へのコメント 

 前期博士課程演習履修に当たっては、前もって経営工学、オペレーションズマネージメント、情報

科学、統計学等の学部レベルの基礎的素養を身につけていた方が好ましい。 

教材 

状況に応じて指示する。 
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８ 

証券分析論 

Investment Analysis 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

宮川 壽夫 

授業の主題 

 コーポレートファイナンス理論に関する実証的研究を専門分野とする。中心となるテーマは CAPM では

説明できない企業価値に与えるファクターに関する課題となる。具体的な例として、企業の利益配分と企

業価値、ガバナンスと企業価値、資本構成と企業価値、企業の株主構成と企業価値、株主と経営者とのコ

ンフリクト、エイジェンシー理論、所有権理論、取引コスト理論など組織の経済学理論群と企業価値との

関係等が考えられる。これらの分野を大きく逸脱しない限り受講生各自が持ち込む問題意識によって研究

テーマには融通を利かせる予定であるが、コーポレート･ファイナンス理論に依拠した仮説を構築し、実

証的に検証するという研究スタイルを原則として採用している。 

 受講生各自が持ち込む問題意識はファイナンス理論のフレームワークから実証的に解明されるよう具

体的な研究テーマとして昇華させることが求められる。したがって、基本的なファイナンス理論の知識と

計量経済学の知識が必須となる。 

到達目標 

学会発表を行う水準に達すること（詳細は演習内容を参照のこと）。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0016.2 

 1年間の主な構成として、前半は受講生が持ち込んだ研究計画の検討、後半は研究計画に基づいた先行

研究レビューの 2段階に分けられる。 

演習を開始する前提として研究計画書の確立が重要となる。完成度の高い研究計画書を作成することに

よって、学術論文とはそもそも何か、修士論文に求められる条件とは何かという基本的な論文構成と研究

姿勢について修得する。その上で各自の研究計画書に基づいて徹底した先行研究のレビューを行うことが

演習１の最重要課題となる。毎回の演習は受講者の報告に対して教員を含めた参加者全員で討論と批判を

行う形式で進める。したがって受講生は毎回の演習において必ず何らかのアウトプットが求められ、同時

に相手のアウトプットに対するリアクトが要求される。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SB0216.3 

 受講生各自の研究テーマに応じた先行研究のレビュー並びに方法論の確立と修士論文の完成に向けた

論文指導を個別に進める形式となる。前半は受講生が各自で先行研究を持ち込んで毎回報告するとともに

リサーチデザインの確立までを目標とする。後半は毎回受講生各自が報告する論文の進捗状況に対して個

別指導を進めて行くことに専念する。論文完成後（場合によっては完成途中であっても）、各自が自分の

研究を学会で発表することを前提としている。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SB0016.5 

 本演習の目的は博士論文を書き上げることのみではなく、自ら独自性のある研究テーマを構築し、深い

考察と分析を行う知識と技術を体得し、最終的に独力で研究を完結する、というプロセスを博士学位に相

応しい水準で執行する総合的な能力を身につけることにある。演習 1 年目では研究計画書を精緻化させる

と同時に修士論文の研究成果を昇華させ、学会発表を行う。さらにこれを査読論文としてまとめる。2年

目前半までに徹底した先行研究の網羅を行い、レビュー論文を執筆する。2 年目後半から研究課題を具体

化させ、2 年以内に二つ目の査読論文を完成させる。3 年目は博士論文のまとめに集中する、というステ

ップで進める。クオリティに妥協はしません。無酸素運動と思って 3 年間を一気に突っ走って下さい。 



 

演習８ 

事前・事後学習の内容 

1 年目の演習では事前に必要分量の先行研究を読み込み、レジュメを準備し、演習で報告を行う。2 年目

は研究の進捗状況を資料にまとめ毎回の演習で報告を行う。 

評価方法 

演習での報告内容と論文の水準を評価する。 

 

受講生へのコメント 

履修希望者は研究計画書を持って必ず事前に相談に来ること。 

メールでアポイントを取って下さい（miyagawa@bus.osaka-cu.ac.jp）。 

言うまでもありませんが、クオリティには一切の妥協が許されません。明晰な頭脳よりも強靭な体力と健

康維持の努力が必須です。 

教材 

特になし。各自が選んだ、もしくは教員が指示した先行研究の論文が教材となる。 

 

mailto:miyagawa@bus.osaka-cu.ac.jp
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９ 
財務会計論 

Financial Accounting 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

准教授 

浅野 信博 

授業の主題 

 企業は様々な目的のもと、企業を取りまく多種多様な利害関係者に対して様々なレベルの情報を提

供している。企業によって公表される情報には、財務情報のみならず非財務情報も含まれる。加えて、

公表される情報には一般に公正妥当と認められた会計原則（Generally Accepted Accounting Principles）

によって強制開示が求められているもののみならず、企業によって自発的に開示されているものも存

在する。 

 本演習では、企業によって開示される多種多様な情報を詳細に分析し、その開示行動の経済的影響

について検討を行うことにしたい。 

 

到達目標 

企業による開示行動の経済的影響を解明した実証研究論文を丁寧にレビューすることによって、背

後にある理論、および研究遂行上必須となるプロセスを理解・習得することを到達目標とする。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0018.2 

 「Financial Accounting」もしくは「Financial Reporting」に関する基本的な文献をレビューすること

によって、会計手続選択および財務報告の経済的影響について検討する。 

 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SB0218.3 

 前期博士課程研究演習１に引き続いて、「Financial Accounting」もしくは「Financial Reporting」に関

する基本的な文献をレビューするとともに、欧米の数多くの実証研究論文についてサーベイを行う。 

 

後期博士課程演習                         科目 NO.CD3SB0018.5 

 「Financial Accounting」もしくは「Financial Reporting」に関する実証研究を実施するとともに、国

内外において報告・投稿するための資料および論文を作成する。 

 

事前・事後学習の内容 

 実証研究の理解および実施に必要となる統計手法を事前学習すること。事後学習内容の１つとし

て、実証研究論文を執筆することをあげておく。 

 

評価方法 

 出席状況および報告内容によって評価する。 

 

受講生へのコメント 

 英語力を高めておくこと。 

 

教材 

 追って指示する。 
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10 

企業分析論 

Business Analysis and Valuation 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

石川 博行 

授業の主題 

 財務会計の機能は、「利害調整機能」（契約支援機能）と「情報提供機能」（意思決定支援機能）に

大別することができる。前者は、会計数字を利用して経営者・株主・債権者間の私的な利害調整を図

るという役割である。一方、後者は、投資者に対して証券投資の意思決定に役立つ情報を提供して、

証券市場の円滑な運営を促進するという役割である。 

到達目標 

これらの機能を、財務会計は期待どおり遂行しているであろうか。本演習では、財務会計機能の遂

行程度を分析・推定するためのフレームワークを議論し、現実に入手可能な財務データや株価データ

を用いて、それらの検証課題を実証的に解明することを目的とする。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO. CM3SB0020.2 

演習１では、海外の有力ジャーナル (The Accounting Review, Journal of Accounting & Economics, 

Journal of Accounting Research, etc) に掲載された重要文献をビューする。毎週、事前に 1本の論文を

指定し、担当者が論文の要約を報告した後、全員で議論する。必要に応じて、実際の財務データや株

価データを用いたケース・スタディを取り入れる。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO. CM3SB0220.3 

 演習２では、演習１の基礎知識を踏まえた上で、Journal of Accounting & Economics 50に収録され

ている下記の論文等をディスカッションする。 

・ Hanlon and Heitzman. 2010. A review of tax research. 

・ Armstrong, Guay, and Weber. 2010. The role of information and financial reporting in corporate 

governance and debt contracting. 

・ Kothari, Ramanna, and Skinner. 2010. Implications for GAAP from an analysis of positive research in 

accounting. 

・ Beyer, Cohen, Lys, and Walther. 2010. The financial reporting environment: Review of the recent 

literature. 

・ Dechow, Ge, and Schrand. 2010. Understanding earnings quality: A review of the proxies, their 

determinants and their consequences. 

・ Richardson, Tuna, and Wysocki. 2010. Accounting anomalies and fundamental analysis: A review of 

recent research advances. 

さらに各自が選択した修士論文の研究テーマに関して、とくに実証分析と関係する部分について、

報告と討論を繰り返す形で個別的に指導を行い、最終的に修士論文の完成を目指す。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO. CD3SB0020.5 

 各自が選択した博士論文の研究テーマに関して、とくに実証分析と関係する部分について、報告と

討論を繰り返す形で個別的に指導を行い、最終的に博士論文の完成を目指す。 
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事前・事後学習の内容 

事前準備として、下記のテキストを十分に勉強しておくこと。 

・ 須田一幸 (2000)『財務会計の機能』白桃書房。 

・ パレプ他 (著)、斉藤静樹 (監訳) (2001)『企業分析入門 (第 2版)』東京大学出版会。 

評価方法  

演習での報告、ディスカッション等を総合的に勘案し、期末評価を行う。 

受講生へのコメント  

単にテキストの学習や海外論文の和訳を行うだけの演習は避けたい。活発な質問や批判的・創造的

な議論、財務データや株価データを用いた実践的な企業分析を行う意欲的な受講生を希望する。 

教材 

・ 須田一幸 (2000)『財務会計の機能』白桃書房。 

・ パレプ他 (著)、斉藤静樹 (監訳) (2001)『企業分析入門 (第 2版)』東京大学出版会。 
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統計分析論 

Statistical Analysis 
前期博士課程研究演習１，前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

准教授 

高田 輝子 

授業の主題 

 経営学分野の中でも金融市場データは制約が少なく、様々な高度な統計分析の適用が可能です。本

演習では、金融市場データの統計解析を通じ、金融資産価格変動のメカニズムを明らかにすることを

中心テーマとします。具体的には、金融市場データに潜む何らかの規則性の発見、発見事実に基づい

たモデル作成、実証分析による既存理論モデルの検証、金融市場データ解析のための新手法の開発、

仮想金融市場のシミュレーション、金融市場についてのテキストマイニングなどについて研究を行い

ます。特に注目するのは、金融バブルのように、構成要素間（投資家同士）の相互作用から内生的に

大きな構造変化が生じる現象です。これは従来の研究方法では対処が難しいため、ノンパラメトリッ

ク統計、機械学習といった、コンピュータを多用する手法を学ぶと同時に、大規模データの処理のた

めの高度なプログラミング能力が重要になってきます。 

 

到達目標 

ノンパラメトリック確率密度推定法をはじめとするノンパラメトリック解析手法、機械学習の諸手法、テキストマイ

ニング関連の手法などを用いて、有益な統計的パターン抽出を行い、投稿用の論文を作成し、学会発表を行

うことが目標です。後期博士課程学生については、大規模データ解析を使った投稿用英文学術論文作成・国

際学会発表が、上記到達目標に加わります。 

 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0022.2 

金融市場データの統計解析のための基礎的能力を培います。統計学、計量ファイナンス、統計解析パ

ッケージＲやＣ言語プログラミングを用いた統計解析やシミュレーション分析に習熟するための演習

を行います。これと同時に金融資産価格変動に関する理論と実際を学びます。 

 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0222.3 

前期博士課程研究演習１において学んだこと、及び統計分析論研究で習得した内容をベースに、各自

の設定するテーマによって必要になる方法論・知識を習得し、修士論文の完成に向けた個別指導を行

います。なお、修士論文の作成にあたっては、基本的には学会発表や投稿論文等の形で公表するレベ

ルを目指します。 

 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SC0022.5 

統計分析論特殊研究で習得した内容に加え、各自の設定したテーマについて更に深い考察を可能にす

るための技術と知識を習得し、独力で問題を解決していくための能力を培います。特に金融高頻度デ

ータやウェブ上のテキストデータなどの大規模データに、計算負荷の高い手法を適用することで、よ

り複雑な事実の発見や高精度な分析を行うことを目指します。博士論文の作成にあたっては、基本的

には国際学会発表や英文学術誌へ投稿するレベルを目標にします。 

 

事前・事後学習の内容 

授業１週間前までに次回の講義に関する資料を配布、ないし、テキストの講義範囲を告知します。必ず事前に

内容を予習した上で授業に臨んで下さい。授業内容の理解確認のため、プログラミング演習問題や、統計解

析演習問題を、宿題として適宜課します。講義後の復習を欠かさないようにして下さい。 
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評価方法  

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

 

受講生へのコメント  

前期博士課程研究演習１については、経営統計論、データ分析論など学部レベルの統計学やデータ解

析及びＲやＣなどによるプログラミング能力を身に付けていることが履修要件です。前期博士課程研

究演習２については、前期博士課程研究演習１履修内容を習得済みであることが履修要件です。後期

博士課程研究演習については、前期博士課程研究演習２の履修内容を習得済みであることが履修要件

です。履修希望者は、履修要件を満たしているかについて、事前に相談に来て下さい。 
 

 

教材 

講義中に配布するテキスト、論文、指示する参考書、及び以下の書籍： 

－『Ｒの基礎とプログラミング技法』、リゲス著、石田訳、シュプリンガー・ジャパン、2006． 

－Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Silverman. B.W., Chapman and Hall, 1986. 

－Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization, Scott. D., Wiley, 1992. 

－『Ｃ言語プログラミング』、ダイテル他著、小嶋訳、ピアソン・エデュケーション、1997． 

－『ニューメリカルレシピ・イン・シー日本語版-Ｃ言語による数値計算のレシピ』、技術評論社、1993． 

－『パターン認識と機械学習 －ベイズ理論による統計的予測』(上)、ビショップ著、元田他訳、「シュプリンガージャ

パン」、2007 年 

－『パターン認識と機械学習 －ベイズ理論による統計的予測』(下)、ビショップ著、元田他訳、「シュプリンガージャ

パン」、2008 年 

- The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data, Feldman, R. and Sanger, J., 

Cambridge University Press, 2007. 
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産業統計論 

Industrial Statistics 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

藤井 輝明 

授業の主題 

 社会経済統計：統計データ生成過程と統計利用 

 

 社会経済統計にあっては，社会的認識過程としての統計過程を通じて，統計データから見る認識が

可能となる。社会経済分野における統計利用・統計研究を考える際には，こうした社会経済統計の独

自性を考慮する必要がある。 

 近年の統計制度の変化として，2007 年に戦後 60 年ぶりに統計法が抜本改正された。統計データ

ポータルサイトの設置や統計の二次利用が開始され，産業分野においては，ながらく基礎調査そのも

のが存在しなかったことをふまえ，経済センサスが初めて実施された。また実体研究では，産業構造

の変化と社会構造の変化が近年急速に進行している。 

以上のような大問題を視野に入れつつ，演習では参加者と話し合って，課題は具体的に設定する。 

到達目標 

前期博士課程演習１ 

 統計及び統計方法についての理解を深める。専門的文献を講読，報告し，内容を要約する。統計的

方法により、もしくは数理的整合性を考慮に入れて事象を客観化する。獲得した成果についてレポー

トを作成する。 

 

前期博士課程演習２ 

 自らの研究分野についての専門性を充分に表現することができる修士論文を作成する。 

 

後期博士課程演習 

 主体的に研究計画に沿って学修し，発表することを繰り返し，成果をまとめて公表する。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0023.2 

演習１では，基礎的な文献を講読するとともに，実際のデータを用いて計算するなど，なるべく実

際的なデータ利用・実証分析と併せて考察するよう指導する。 

あわせて，参加者のときどきの研究の検討を行う。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0223.3 

 演習２では、より具体的なテーマについて議論を深めながら、修士論文作成を念頭に置いて、各自

の研究の報告と討論を行う。修士論文は外部発表に耐えられる水準を目標とする。 

後期博士課程演習                         科目 NO.CD3SC0023.5 

 自己の専修する分野で自立して研究することが求められる。当該分野での文献の収集と読解，研究

計画の再構築，論文作成にあたっての研究成果の再構成を経ての公表論文の完成，研究発表を体系的

に行えるようにし，博士論文の完成を目指す。 

事前・事後学習の内容 

前期博士課程演習１ 

 最初の授業までに具体的なテーマ等を考えておく。次の授業までに準備すべき事は授業中に明らか

にするので休まず出席する。内容を整理しておき，成果報告書が書けるように準備しておく。 
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前期博士課程研究演習２ 

 研究計画を準備し，年度を通じた予定を立て，それに従い修士論文を作成する。 

 

後期博士課程演習 

 自分の問題関心，能力，研究動向に注意し，研究計画の見直しを含め，限られた時間を有効に使え

るよう，総合的な自己管理を行う。 

評価方法 

筆答試験を行わない。「経営学研究科要覧」記載の規定通り所定の研究報告書によるが，演習では，

テーマ選択の方法，問題の立て方，記述の仕方その他は，演習の全体を通じて明らかとなるから，平

常の授業参加の積極性が反映される。 

受講生へのコメント 

内外の研究会に積極的に参加し，成果を発表し，知己を得て相互理解を深めようとする，意欲ある

院生の参加を期待する。 

教材 

国友直人, 山本拓（監修・編）（2008）『21 世紀の統計科学 I 社会・経済の統計科学』（東京大学出

版会） 

ハリントン，ニーハウス（2005）『保険とリスクマネージメント』（東洋経済新報社） 

ブランコ・ミラノヴィッチ（2012)『不平等について―― 経済学と統計が語る 26 の話』（みすず書

房） 

藤井輝明（2011）『統計学と統計利用』（産業統計研究社） 
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13 
国際経営論 

International Management 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

石井 真一 

授業の主題 

 国境を越えた企業活動に関わる問題を扱います。この演習では、各人のニーズ・関心に即

したテーマについて、理論的・実証的に研究を進めるのに必要な知識や方法を習得すること

がおもなテーマです。国際経営の議論は、戦略論や組織論、イノベーション、海外直接投資

論、文化人類学、言語学などの幅広い研究領域をベースにしています。 

修士課程は、下記の研究演習１にあるように、日本語・英語の文献にもとづいたレビューを

作成することから始めてもらいます。 

到達目標 

組織間関係や製品開発、国際経営の分野の文献や収集したデータをもとに議論することを

通じて、前期博士課程では修士論文を、後期博士課程では博士論文を執筆できるようになる

ことを目指す。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                  科目 NO.CM3SB0024.2 

 修士１年生の前期は、修士論文のテーマを決定し、日本語・英語の書籍や雑誌掲載論文 

（組織科学、日本経営学会誌、Academy of Management Review, Academy of Management Journal, 

Administrative Science Quarterly, Strategic Management Journal, Journal of International 

Management, Journal of International Business Studies, Research Policy等）を中心に

関連分野の既存研究を検討します。修士一年生の後期には、この文献レビューをもとに、各

自の研究をデザインする。 

前期博士課程研究演習２                   科目 NO.CM3SB0224.3 

 研究演習１で修得した知識をベースに、修士論文の執筆を進める。 

 なお、修士論文として完成された研究成果は、学会等での研究発表や投稿論文の執筆等の

形で公表することが望ましい。 

後期博士課程特殊研究演習                    科目 NO.CD3SB0024.5 

 修士課程で習得した知識、および修士論文の成果をもとに、博士論文の執筆を進める。 

 なお、博士論文の内容は、学会等での研究発表や投稿論文の執筆等の形で公表し、それら

を最終的にまとめる形で完成させるように、心がけて欲しい。 

事前・事後学習の内容 

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

、各自で事前に準備をおこなう。 

評価方法 

 各自の研究発表の内容、演習への参加状況を中心に評価する。 

受講生へのコメント 

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

教材 

 授業の時に指示します。 
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14 
国際戦略会計論 

Strategic Management Accounting: Global Emphasis 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

岡野 浩 

授業の主題 

近年、生産・研究開発の海外移転が加速され、品質・コスト・納期・信頼性・環境保全などを同時

的に確保するための「総合的・戦略的マネジメントコントロール」の再編成が求められています。本

演習では、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管理・情報管理などのトピックスと管理会計との接

点、とりわけ製品設計と生産システムとの融合、エコデザインと環境管理会計などを研究します。 

また、企業のみならず、地方公共団体、国連本体や UNESCO、UNDP などの国際組織、美術館や

博物館など文化産業・組織、NPO/NGO など、すべての業界も含みます。キーワードは原価企画、ア

メーバ経営、シェアード・サービスです。 

さらに、都市やまちの創造性、今年から５年間続く文部科学省の「共同利用」（国際社会デザイン）

なども含みます。本学内にある都市・文化の研究センターである「都市研究プラザ」の HP を見て、

第４ユニットの研究テーマをご参照ください。http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/gcoe/4th.html 

 

到達目標 

 国際ジャーナルに投稿したり、国際学会やワークショップなどで報告したりできるような、国際的

な視野の研究にアプローチできるように指導する。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0025.2 

経営学・会計学・管理会計の歴史を学習します。次に、戦略経営・生産管理・調達管理・技術管理・

情報管理などの中からトピックスを一つ選択して、それと管理会計との関連のなかからテーマを設定

し、国際比較・定性・定量・システムアプローチなどの方法論を用いながら、これを研究していきま

す。これと平行して、学部のゼミと協力しながら、プロジェクト研究をすすめます。２月には、研究

テーマ報告会で中間報告を行い、自己評価と受講生の評価、担当講師による評価により採点します。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SB0225.3 

 演習１で設定したテーマを引き続き研究していきます。とりわけ、従来の戦略論や組織論、社会理

論、工学をはじめとする自然科学の各領域の最新成果を取り入れながら、それら既存理論の改善・改

良を目指します。それらを基礎にして、修士論文の作成に取り掛かります。この段階では、講師との

マンツーマンの指導のウェイトが高くなります。１１月から１２月にかけて、ゼミナールで修士論文

の中間報告を行い、修士論文をまとめます。２月には、研究テーマ報告会で最終報告を行い、自

己評価と受講生の評価、担当講師による評価を加味して採点がなされます。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SB0025.5 

 修士論文の成果をまとめて『経営研究』に投稿したのち、インターナショナル・ジャーナルへの投

稿論文を作成します。国内学会はもとより、国際学会（手始めはヨーロッパ会計学会、アジア会計学

会）において担当講師と共同で報告します。本研究科前期博士を修了していない受講生は共通科目（定

性・定量・システムズメソドロジー）を履修し、方法論を習得します。海外の研究者との共同研究（国

際比較研究）やＰｈＤコースの指導を受けることをすすめます。こうした取り組みを通して、博士論

文の執筆に取り掛かり、個別指導が行なわれます。 
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事前・事後学習の内容 

各自設定したテーマについての過去の論文や著書（日本語、英語その他）を幅広くサーベイするとと

もに、毎回の報告課題についての周到な準備を行ってほしい（2時間程度の予習・復習を行うこと）。 

学情でダウンロードできる ScienceDirectを最大限活用することが望ましい。 

評価方法 

毎回の報告レジュメの内容（これまでの研究のサーベイ）と実際の報告、および提出する報告課題の

出来ばえから総合的に評価する。 

 

受講生へのコメント 

履修を考えている院生は、岡野が編集局長を務めている国際ジャーナル City, Culture& Society 

(Elsevier)の論文を事前に ScienceDirectで検索し、興味のある都市についての論文をいくつか読んでお

いてください。 

教材 

岡野 浩・小林英幸・トヨタ自動車(2015)『コストデザイン』大阪公立大学共同出版会。 

H.Okano (2015) A History of Management Accounting in Japan, Emerald.  

岡野 浩 執筆・編集の大阪市立大学都市研究プラザ・レポートシリーズおよびドキュメントシリー

ズ 
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15 
国際会計論 

International Accounting 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

准教授 

小形 健介 

授業の主題 

 1980 年代より企業活動ならびに資本市場のグローバル化が進み、それまで国ごとに設定されてい

た会計制度の国際的な統一化が要請されるようになってきた。そうした要請を受け、2001 年に民間

の会計基準設定機関である国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board：IASB）が

創設されると，欧州やオーストラリア、カナダがいち早く IASB の作成する国際財務報告基準

（International Financial Reporting Standards：IFRS）を導入し，IFRS は今や 100カ国以上で利用される

ようになっている。わが国においても 2001年以降、IASB との統合化（コンバージェンス）作業が進

められ、会計基準の多くの部分で IFRS との共通化が図られるとともに、2010年より日本市場での日

本企業による IFRS の適用が認められる状況になっている。 

 こうした状況は、国際会計研究において次のような論点を導く。すなわち、民間のルール・メーカ

ーである IASB が国際規制の一翼を担うようになった背景や要因は何か、その正統性はどこにあるの

か、IASB や IFRS への関与の仕方が国によって異なるのはなぜか、IFRS 適用は企業に、そのステー

クホルダーに、そして社会全体にどのような影響を与えているのか、である。 

 本演習では、国際会計研究に関わるこうした論点を踏まえた上で、分析視角を涵養・確立するとと

もに分析方法を習得し、修士論文の完成を目指す。 

到達目標 

①国際会計研究における上記論点を理解し、独自の視点する 

②独自の視点・分析方法の確立 

③修士論文の作成 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SB0059.2 

 国際会計研究を進める上での不可欠な重要な論点、たとえば、IASB が国際規制の一翼を担う背景

や要因、その正統性問題、IASB や IFRS に対する各国のアプローチが異なる背景と要因、IFRS 適用

がもたらす各種影響、に関する現在の議論の動向を理解した上で、受講者の分析視角および分析方法

を模索し、確立する。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SB0259.3 

 研究演習 1での学習にもとづき、分析視角および分析方法の一層の明確化および充実を図り、修士

論文を完成させる。 

事前・事後学習の内容 

日々の演習では、受講者の研究報告が基本となります。提示した課題等に対し、事前に十分な準備（課

題を読み込み、どこが分からないのかを把握するなど）をしておいて下さい。 

 

評価方法 

日々の課題やレポート等への取組み、修士論文を総合的に評価する。 
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受講生へのコメント 

国際会計研究では、多様なアプローチが実践されています。どこに新たなアイデアが眠っているか分

かりません。既存の価値観にとらわれず、広い視野を持つとともに、社会の様々な出来事に好奇心を

持ち、新たな分析視角や分析方法を一緒に模索していきましょう。 

教材 

学術論文を中心に演習を進めていく。その内容等については受講者と相談の上決定する。 
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16 
国際金融論 

International Monetary Economics 

前期博士課程研究演習１，前期博士課程研究演習２ 

准教授 

神野 光指郎 

授業の主題 

 主にアメリカについて個別金融機関の活動に関する研究と、金融システムの機能に関する研究を取

り上げ、それらの関係を整理していく。個別金融機関の活動に関する研究のほとんどは、特定の機関

のビジネスモデルや業界の勢力図について分析している。一方で、金融システムの機能に関する研究

の多くは、業界の集計データを利用して、そのマクロ的な影響を分析している。これらを統合すれば、

個別機関のビジネスモデルや業界の勢力図の動態が、金融システムの効率性や健全性をどのように規

定するのか理解できる。 

 

到達目標 

 商業銀行と投資銀行の基本的なビジネスモデルとその変遷について理解する 

 個別金融機関の財務データと集計データの差から、その機関の属性を説明できる 

 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO. CM3SC0026.2 

 個別機関のビジネスモデルや業界勢力図については、主にシンクタンクや業界紙の報告書を収集、

閲覧することで現状を把握する。金融システムの分析については主に公的機関が発行する報告書を収

集、閲覧することで課題になっていることを理解する。 

 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO. CM3SC0226.3 

 できるだけ多くの個別機関について財務諸表を集め、時系列データを作っていく。それら公的機関

が公表する集計データと比較し、異なる要因を考察する。 

事前・事後学習の内容 

 事前に指定範囲の資料について時系列で収集し、要点をまとめておく。また利用されているデータ

もできる限りオリジナルを入手し、確認しておく。授業後は、それら資料を理解する上での助けとな

る理論いついて文献を検索し、読んで毎回の異なるトピックを包括的に理解できるようにする。 

評価方法  

 毎回の準備（資料の理解度）、最終的に出来上がったデータの範囲、期末レポートでそれらをどの程

度利用できているかによって評価する。 

受講生へのコメント  

 金融論や証券市場論についての基本的な知識はすでに持っていることを前提とする。 

教材 

 個別競争分野については Bloombergが証券引受、シンジケートローン、M&Aについて報告書を発

表している。その他は NRIの資本市場クォータリーなどを利用する。金融システムの分析については

Board of Governors、地区連銀、FDIC、OCCなどの報告書を主に利用する。 
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17 

貿 易 論 

Trade  Theory 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

高橋 信弘 

授業の主題 

 貿易や外国投資がその国の経済にどのような影響を与えるかを考察する。それに関する理論的考察

の文献を読み、その内容を丁寧に理解していくことを繰り返す。これにより、各分野における研究の

進展状況を理解するとともに、論文を執筆する能力を養う。 

  

到達目標 

 貿易や外国投資の理論の概要を理解し、その論文が読めるようになることを目標とする。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                       科目 NO.CM3SC0028.2 

 まず、基本的な文献を読む。 

 次に、各人の関心に応じて、自分の興味のある文献を発表してもらう。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0228.3 

 演習２では、演習１において扱った内容について更なる議論を深めながら、修士論文のテーマの絞

込みや論文の構成など、修士論文完成に向けた個別的な指導を行う。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SC0028.5 

 各人の研究成果を報告する。 

事前・事後学習の内容 

 事前に教科書を読んで、授業の概要を把握しておく。また、授業後に、授業で取り上げた論文の論

理展開の要点をまとめ、それが既存研究の問題点をどう克服したのかを理解しておくこと。これをし

ないと、翌週の授業の内容を理解できない。 

 

評価方法 

 期末試験またはレポート課題 

 

受講生へのコメント 

 本演習に参加するには、ミクロ経済学および貿易論の基礎理論をすでに修得していることが望まし

い。 

 

教材 

William Milberg and Deborah Winkler (2013) Outsourcing Economics: Global Value 

Chains in Capitalist Development, Cambridge, Cambridge University Press など。 
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18 
国際産業立地論 

International Location of Industries 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

鈴木 洋太郎 

授業の主題 

 産業活動の地理的配置の観点から、グローバル化の中での「企業の立地行動」や「経済社会の立地

環境」について、幅広く研究します。 

 たとえば、日本企業のアジア進出を事例とする場合、日系多国籍企業が中国などアジア諸国へ事業

活動拠点をどのように配置させているのか。その結果、日本とアジア諸国との間の分業関係はどのよ

うに再編されることになるのか。こうしたことが検討課題となります。 

 地理学・経済学・経営学にまたがったユニークな学問である産業立地論の立場から、グローバル化

の中での企業経営問題や経済社会問題について複合的に考察したいと思います。国際経営、地域経営、

クラスター政策などが関連分野です。 

到達目標 

 国際産業立地に関する専門的な知識とともに、国際産業立地の実態についての分析を独自に行って

いく能力を身につけてもらう。最終的に各自の研究内容を、前期博士課程の場合は修士論文に、後期

博士課程の場合は博士論文にまとめることが目標となる。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0030.2 

 国際産業立地に関する理論的および実証的な文献を整理・検討するとともに、具体的な産業活動や

進出先国・地域を設定しながら、国際産業立地の実態についての分析を行う。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0230.3 

 研究演習１で得た知識をさらに深めるために、立地行動や立地環境についての独自の分析視角を身

につけ、研究を進めながら、最終的に修士論文としてまとめる。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SC0030.5 

 国際産業立地研究に関する独自の体系化を図り、博士論文の完成に向けて研究をさらに進めてい

く。 

事前・事後学習の内容 

 事前学習としては、報告準備など次回の授業に向けての準備を行う。文献の輪読を行う場合は、事

前に十分に文献を読んでおく。 

 事後学習としては、授業で得た知識を、自分の研究に活かせるようにする。 

評価方法 

 授業での報告や作成した研究論文の内容で評価する。 

受講生へのコメント 

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

い。 

教材 

 以下の本を参考書とする。 

 鈴木洋太郎編『日本企業のアジアバリューチェーン戦略』新評論、2015年。 

 鈴木洋太郎・桜井靖久・佐藤彰彦『多国籍企業の立地論』原書房、2005年。 
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19 
金 融 論 

Monetary Theory and Practice 
前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

清田 匡 

授業の主題 

 地域経済における金融の機能についての研究 

 1980 年代以降、米国の新制度派ミクロ経済学によって金融仲介機関の機能や存在理由等について

の研究が行われている。もっとも、銀行の機能、銀行の存在理由についての議論は、ドイツでは、歴

史学派の時代から存在している。ハルトマン-ヴェンデルス他『銀行経営学』,4.Aufl.2007,は、新制

度派ミクロ経済学の立場からの金融の機能に関する著書であり、V.ヴァーグナー 『信用理論の歴

史』),1937 は、代表的な経済学者の金融の機能についての理論を整理している。コルビンガー『銀

行経営学の原理』Verlag Anton Hein、1964 年は、ドイツの普遍主義国民経済学の立場から経済にお

ける銀行の機能について考察している。これらの理論の研究にあわせて、実証的な研究も予定してい

る。研究の目的は、(地域)経済において、金融の果たしうる役割を明らかにすることである。 

 

到達目標:  

金融の機能について、あるいはその他のテーマについて、先行研究を調査・学習した上で、自身の考

えを自立して論理的に展開し、独自性のある論文を作成する能力をつちかうことを目標とする。 

 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0033.2 

演習では、金融の個別の諸機能について学習する計画である。教材としては、清田『清田ゼミ資料』

2004 年、ハルトマン-ヴェンデルス他著/清田訳『銀行経営学』,4.Aufl.2007 をもとに清田が作成した

資料、N.J. ポラーク/清田訳『金融の基本特徴』1926、M.W.ホルトロップ『貨幣の循環速度』1933、

V.ヴァーグナー 著/清田訳『信用理論の歴史』,1937、コルビンガー著/清田訳『銀行経営学の原理』

1964 年などから選択するととも、各自の修士論文のテーマに即した資料を使用する。事前・事後の

学習としては、上記の教材の読解、要約、論文作成を予定している。評価は、論文に基づき行う。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0233.3 

演習計画や事前・事後の学習、評価方法、教材は、前期博士 1 と同様だが、修士論文の作成の指導

が中心となる。 

後期博士課程研究演習                       科目 NO.CD3SC0033.5 

演習内容、事前・事後学習、教材については前期博士課程と同様だが、学位論文に向けての研究指

導を行う。履修者の研究目的が明白な場合は、その目的に即して、演習内容を修正することもある。

学位論文に向けての論文に基づいて評価を行う。 

 

事前・事後学習の内容 

 教材の読解、要約、論文作成を予定している。 

 

評価方法 

 論文に基づき行う。 
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受講生へのコメント 

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

メモ程度でも結構です。 

 

 

教材 

清田『清田ゼミ資料』2004 年、ハルトマン-ヴェンデルス他著/清田訳『銀行経営学』,4.Aufl.2007、

V.ヴァーグナー 著/清田訳『信用理論の歴史』,1937、コルビンガー著/清田訳『銀行経営学の原理』

Verlag Anton Hein、1964 年の他、各自の論文のテーマに即した資料を使用する。 
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20 
流通組織論 

Marketing and Distribution 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

准教授 

田村 晃二 

授業の主題 

 流通組織論は，学部の講義名で言い直せば，マーケティング競争論になります．後者のよび名

の通り，流通組織論のテーマは「マーケティング競争の動態分析」です．もう少し詳しく言えば，

マーケティング競争の形態と販路ないしは流通システムの変動の行方（競争の成果的指標）との

関連性を観察するのが流通組織論のテーマだ，ということになります． 

 この流通組織論には，産業組織論（応用ミクロ経済学）との差異を明確に意識しつつ取り組む

必要があります．端的に言って，産業組織論は，所与の特定産業における生産者間の競争だけを

分析の対象として当該産業の状態をみようとし，また歴史的なコンテクストを脱色しようとする

傾向をもちます．これに対して，流通組織論は，生産者と流通業者とを含みかつ必ずしも既成の

産業枠組みに収まりきらないプレーヤー間の競争・対立が販路（市場）を変動させるメカニズム

をみようとし，また通史的な状態遷移についても明示的に取り込んで説明しようとします。 

 それゆえ流通組織論のアプローチはやや複雑になりがちですが，そこを何とか工夫しつつも，

マーケティング競争の動態を「よりリアルな」かたちで論理化しようとすることこそが，本研究

の狙いであり，魅力だとも言えます． 

到達目標 

 まず，マーケティング競争の基礎的な分析枠組みを理解してもらうこと，これが最初の目標になり

ます．その際，競争戦略論（事業システム戦略論）や産業組織論（経営の経済学）等の隣接科目との

差異，特に複合市場である流通システム内での競争を扱う点に当該科目の独自性がある，ということ

を理解してもらう必要があります．その上で受講生には，応用として任意の事象や市場を切り取って，

その動態を流通組織論のアプローチでもって分析してもらうことが最終目標です． 

演習内容 

前期博士課程研究演習 1                      科目 NO.CM3SC0035.2 

流通組織論のテーマにかかわる古典的名著を，論文ベースでこちらが列挙します．その中から，

参加者と相談の上で，テキストをピックアップします．このテキストをもとにして演習を進める

予定です．もちろん，担当者（私）を含め，適宜，個人研究報告をはさみます． 

前期博士課程研究演習 2                      科目 NO.CM3SC0235.3 

分析の「道具立て」として不可欠な方法論の基本文献を，こちらがいくつか挙げます．その中

から，参加者と相談の上で，テキストをピックアップします．このテキストをもとにして，また

PC も使いながら演習を進める予定です．もちろん，担当者（私）を含め，適宜，個人研究報告

をはさみます． 

事前・事後学習の内容 

 適宜，授業前に各回で用いる教材を指示していきますので，事前に必ずその教材に目を通す必要が

あります．さらに，各回の発表担当者には，レジメ作成等の発表準備が求められます． 

 事後的には，各回で特に議論を重ねた箇所について，教材の読み直し，および次回での質疑（論点）

の準備が必要になります． 

 



演習 20 

 

評価方法 

 各受講生の研究発表をも含めて，日頃の取り組みとしての平常点が評価ベースの 8割を占めます．

残りの 2割は，学期末の研究報告書による評価です． 

受講生へのコメント 

履修を予定される方は，必ず事前にご相談ください． 

教 材 

 特定のテキストは指定しませんが，下記を参考文献とします． 

 石原武政（1982）『マーケティング競争の構造』千倉書房，田村正紀（1986）『日本型流通システ

ム』千倉書房，青島矢一・加藤俊彦（2003）『競争戦略論』東洋経済新報社，淺羽 茂（2004）『経営

戦略の経済学』日本評論社，ミルグロム, P.･J. ロバーツ（1997）『組織の経済学』NTT 出版，丸山

雅祥・成生達彦（1997）『現代のミクロ経済学』創文社，丸山雅祥（2011）『経営の経済学』有斐閣． 

 



演習 21 

21 
産 業 論 

Industry 
前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

富澤 修身 

授業の主題 

 研究テーマは、グローバル競争の進展の中での、先進国および新興国・途上国における産業や地域

の構造調整（競争環境の変化とそれへの対応）である。これとの関わりで、さまざまな産業と大企業

のみならず中小企業も検討対象となる。歴史的視点も重視する。 

 

到達目標 

 産業論の視角から、研究プロセス、研究方法、研究のまとめ方を学ぶ。 

 履修者間の相互発表と相互コメントを通じて、多様な産業について学ぶとともに、産業研究に関し

て広い視野を養う。 

 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0036.2 

 グローバル経済化の過程で進展している国際的産業構造調整について、実証分析的手法で検討す

る。対象としては、日本の産業及び地域が中心となるが、構造調整を中心にすえるため、国際競争の

観点も重要なポイントになる。また、新産業の創出に関するテーマや中小企業についても取り上げた

い。履修者の研究テーマに関する報告（文献紹介を含む）を中心に運営する。どの国（あるいは地域）

の、どの時期の、どの産業の、どのような論点に関心があるのか、を重視したい。あわせて歴史的視

点をも重視したい。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0236.3 

 演習２では、演習１において扱った内容について一層議論を深めながら、修士論文の完成に向けた

個別的な指導も行う。どの国（あるいは地域）の、どの時期の、どの産業の、どのような論点に関心

があるのか、を重視したい。あわせて歴史的視点をも重視したい。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SC0036.5 

 グローバル経済化の過程で進展している国際的産業構造調整について、実証分析的手法で検討す

る。対象としては、日本の産業及び地域が中心となるが、構造調整を中心にすえるため、国際競争の

観点も重要なポイントになる。また、新産業の創出に関するテーマや中小企業についても取り上げた

い。歴史的視点をも重視したい。履修者の研究報告を中心に進める。自立できる研究者を目指した学

術的トレーニングを行なう。 

 履修者の問題意識と研究内容を深めながら、課程博士論文提出申請の条件となる公表論文の作成に

向けた個別的な指導も行なう。 

 博士論文提出申請の条件論文で論じた研究課題とその内容をさらに深めつつ、博士課程における研

究の集大成を課程博士論文にまとめるための個別的な助言と指導を行なう。 

事前・事後学習の内容 

 次週に検討する報告内容に関わって文献を紹介し、予習を求める。 

 演習で学んだ事柄について取りまとめを求める。 

 

 

評価方法 

 授業への参加度と貢献度によって評価する。 
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受講生へのコメント 

  運営方法については、履修者と相談して決めたい。 

 

 

教材 

  演習の中で指示する。 
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22 
地域経営論 

Regional Management 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

本多 哲夫 

授業の主題 

 地域分権の進展や地域経済の低迷などを背景に、「地域経営」が重要視されつつある。地域経営と

は、地域内のさまざまな主体の協働による能動的・戦略的な地域の取り組みを指すものである。かつ

て多くの地域で行われてきた国主導の大規模公共事業や地域外の大企業による「外来型」開発とは違

い、地域経営は自治体や地元中小企業の「内発的」な発展を志向している点に大きな特徴がある。本

演習では、地域経営を考える際にキーとなる「中小企業」と「自治体」について着目しつつ、地域発

展とそのための政策について研究していきたい。 

地域経営は地域における福祉や環境といった幅広い領域をカバーするものであるが、本演習では地

域における産業・経済分野を中心に扱う。中小企業論、地域産業政策論、産業集積論、内発的発展論、

地方財政論などの既存研究をふまえ、かつ、中小企業や自治体の実態分析を行いながら、地域をベー

スとした中小企業政策・産業政策・地域経済発展について検討する。 

到達目標 

地域、中小企業、自治体政策に関する研究についての理解を深める。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0043.2 

 基礎的文献の輪読と各自の研究報告を行う。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0243.3 

 演習１における研究をもとに、各自の研究テーマに関連する文献レビューや実態調査を行い、修士

論文として研究成果をまとめる。 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SC0043.5 

 文献の輪読、博士論文作成に向けた研究報告を行う。 

事前・事後学習の内容 

 演習で取り上げる文献を事前に読み、内容を把握しておくこと。事後学習として関連するほかの文

献にあたることが望ましい。 

評価方法 

 授業への取り組み姿勢、出席状況、期末レポートによって総合的に評価する。 

受講生へのコメント 

 履修を希望する学生は事前にメールで連絡してください。 

 honda@bus.osaka-cu.ac.jp 

教材 

 授業中に適宜指示する。 
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23 
公会計論 

Public Sector Accounting Research 

前期博士課程研究演習１，前期博士課程研究演習２ 

准教授 

廣瀬 喜貴 

授業の主題 

 本演習の主題は，パブリックセクターにおける会計に関する諸問題を論じることである。公会計は

非営利性を前提としており，営利企業における会計とは異なる論点が数多く存在している。そこで，

本演習では，非営利性に焦点を当て，公会計に固有の論点を発見し，それを明らかにするための手段

を議論することに重点を置くこととする。 

 

到達目標 

 公会計に関する体系的な理解と自ら分析する能力の修得を目指す。公会計研究に関する一次情報の

内容を要約し，他人に伝達することを到達目標とする。また，そのような作業を通じて，公会計に関

する新たな問題を発見し，皆で解決策を議論する。 

 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO. CM3SB0039.2 

 欧米における主要学術雑誌に掲載されている文献を，1 週間に 1 本のペースで要約し報告を行う。

また，その報告をもとに皆で議論を行う。修士論文のテーマになりうる論点を設定することができる

ように，実験やテクノロジーなど，公会計研究における方法論に関する文献も取り扱うこととする。 

 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO. CM3SB0239.3 

 演習 1に引き続き，主要学術雑誌に掲載されている文献の要約と報告を行う。また，それに加えて，

演習 2 では，各自の修士論文の進捗に応じて当該内容を報告し，改訂に資する議論を行う。修士論文

を完成させることが最終目標となる。 

 

事前・事後学習の内容 

上記演習内容に耐えうるだけの事前・事後学習を行う。具体的には，事前学習として，学術論文の

精読及び，その前提となる知識の習得を行う。特に，自らが知らない単語を調べ上げ，自らが理解で

きる箇所と理解できない箇所を明確に把握することが極めて重要である。また，事後学習として，演

習でなされた議論の反復・反芻を行い，思考を深める必要がある。事後学習では，当該文献で何が明

らかになって，何が明らかになっていないのか，そして貢献は何かを常に意識することが重要である。 

評価方法  

 演習における報告の質及び期末に課すレポート課題を総合的に評価する。 

受講生へのコメント  

 英文和訳を行うだけではなく，自ら主体的に学ぶ意欲のある学生の履修を期待している。また，実

験やテクノロジーなどの研究手法に興味のある学生にとっても意義のある演習としたい。 

教材 

 演習内で適宜指示する。 
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24 
社会関連会計論 

Social and Environmental Accounting & Reporting 

前期博士課程研究演習 1、前期博士課程研究演習 2 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

向山 敦夫 

授業の主題 

 財務会計は、歴史的に企業の価値形成活動、すなわち経済的側面（利益追求組織としての側面）を

捕捉してきたが、時代や社会環境の変化とともに、考慮すべきステイクホルダー（stakeholders）の範

囲は拡張し、企業に対する考え方（企業観）は変化してきている。「社会関連会計」あるいは「社会

環境会計」という領域は、企業の社会的側面（社会における企業の存在）を「会計的に」捕捉する要

請から 1960年代後半から 70年代にかけて生起してきた。そこでは、企業の社会的側面にかかわる情

報開示の在り方が問われることになる。1990 年代に入ってとくに注目を集めている社会的事象は地

球環境問題であり、環境会計は社会関連会計の重要な構成要素である。 

 わが国企業は、1990 年代に入って環境報告書の作成など、環境情報を積極的に開示し始めた。近

年企業が作成する環境報告書は、トリプル・ボトムラインと呼ばれる経済・社会・環境の 3つの領域

からなる持続可能性報告（Sustainability Reporting）、さらには企業の社会的責任報告書へと変化して

いる。企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility：CSR）は、かつて 1960年代後半から 70年

代にかけて盛んに議論されたが、当時の議論は企業批判的な視点であり、一株株主運動などが起こっ

たのに対して、近年の CSR の議論は企業価値、経営リスクと結びつけて議論されるという違いがみ

られる。また、財務情報と非財務情報の統合報告（Integrated Reporting）の可能性が論じられている。 

 社会関連情報開示を論じる上で、利用者指向・作成者指向・規制者指向の 3つ視点が重要であり、

現実の企業の情報開示行動にはこの 3つの視点が錯綜している。本演習では、これらの視点から総合

的に「社会関連会計」・「環境会計」にアプローチする。 

 

 

到達目標 

企業がどのような社会環境情報を、なぜ開示しているのかについて理解する。また、社会環境情報

開示の制度化の傾向についての理解を深める。 

演習内容 

前期博士課程研究演習 1                      科目NO.CM3SB0040.2 

比較的新しい問題領域である社会関連会計（および環境会計）を議論する上で、会計情報開示（情

報公開）の論理に関する知識が不可欠である。研究演習 1では、歴史的展開を含めた会計情報開示に

かかわる基礎的概念の修得をめざし、企業と社会との関係を、情報（開示）を通して検討するための

独自の視点を養うことを目標とする。 

 

前期博士課程研究演習 2                      科目 NO.CM3SB0240.3 

研究演習 2では、研究演習 1 で修得した理解をもとにして、各自の問題関心に応じた研究課題を深

めていく。この領域では、常に企業が実際にどのような情報を開示しているのかに関心をもつことが

重要である。国際比較研究の必要性や環境情報の実証分析などを視野に納めながら、独自の視点での

修士論文の完成をめざす。 
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後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SB0040.5 

歴史的展開を含めた会計情報開示にかかわる基礎的概念の修得をめざすとともに、独自の視点を形

成する。具体的には、社会環境情報開示に関する理解を深め、わが国をはじめとする社会環境情報開

示の内容および問題点について考察し、国際比較研究の必要性や実証分析などを視野に納めながら、

国内外の企業の環境報告書・持続可能性報告書・社会的責任報告書等の分析をおこなう。 

 

事前・事後学習の内容 

国内外の文献に目を通しておくことは当然であるが、企業が紙媒体や HP を通じてどのような情報

を開示しているのかを観察しておくことが望ましい。 

 

評価方法 

期末にレポートの提出を求める。 

 

 

受講生へのコメント 

 社会関連情報や環境情報開示を検討する場合、情報内容（認識・測定の問題）だけではなく、社会

システム（社会的機能）としての検討が必要である。また、アカウンタビリティ概念は社会関連情報

開示だけではなく、コーポレート・ガバナンス（Corporate Governance）や公会計においても重要な

意義を有するので、広い関心をもつことが望まれる。 

 

教材 

 講義中にそれぞれの課題書を指示する。 
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25 
環境政策論 

Environmental Policy 

前期博士課程研究演習１，前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

除本 理史 

授業の主題 

 本講義では、地域環境と地域経済の関係性について、1970年代以来のポスト工業化、そして近年の

認知資本主義といわれる構造変化の動向を踏まえつつ考察する。内発的発展、文化的価値、固有価値、

真正性（オーセンティシティ）などに関する経済理論・地域論について概観するとともに、具体的な

地域を対象として、「地域の価値」にねざした発展の可能性を探りたい。 

 

到達目標 

上記主題に即して、環境問題、環境政策、地域経済に関する専門的知見を習得し、環境を保全しなが

ら地域社会が発展していくために何が必要か、論じられるようになることをめざす。 

 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0041.2 

文献の輪読を中心に演習を進める。必要に応じ，映像による学習，現地調査，学外研究会への参加な

ども検討する。テキストとして用いる文献の選定を含め，具体的には履修者と相談の上，進めること

にしたい。 

 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM3SC0241.3 

演習２では、演習１において扱った内容について一層議論を深めながら、修士論文の完成に向けた 

個別的な指導も行う。 

 

後期博士課程特殊研究演習                     科目 NO.CD3SC0041.5 

履修者の研究報告を中心に演習を進める。必要に応じ，映像による学習，現地調査，学外研究会へ

の参加なども検討する。具体的には，履修者と相談の上，進めることにしたい。 

 

事前・事後学習の内容 

テキストの輪読や自らの研究課題について、事前によく学習・研究し、論点を整理して発表を準備

する。 

評価方法  

 授業に対する取り組みの積極性、研究の到達度により評価する。 

受講生へのコメント  

 座学も重要だが、それだけでなく現場に積極的に出向く意欲をもった院生の履修を希望する。 

教材 

 適宜指示する。 
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26 
技術論 

Economics of Technology 

前期博士課程研究演習１、前期博士課程研究演習２ 

後期博士課程特殊研究演習 

教 授 

田口 直樹 

授業の主題 

 社会発展の歴史は生産力の発展の歴史でもあり、生産力の発展は諸科学の成果が生産手段に結実し

た時に生じる。もっとも狭義に捉えれば、生産手段の体系が技術である。技術の発達により生産様式、

労働様式そして、生活様式は変革され、人類は物質的には豊かさを享受するようになってきた。しか

し、その反面、環境問題や公害問題、戦争の被害が大規模化したり、先端技術の利用が倫理的な問題

を生み出したりしていることも事実である。 

 技術がいかなる社会的要請と市場的需要に伴って発展し、それがどう生産過程の中に取り込まれる

ことにより生産力を発展させてきたのか。また、同時に、その過程が如何なる効果と弊害を生み出し

てきたかを歴史的・理論的に考察することにより、社会発展の法則と技術発達のメカニズムの相互関

係を明らかにすることが基本的テーマである。 

 具体的方法としては、技術史、産業技術論、産業技術史、科学史・科学技術史等における代表的な

研究成果をサーベイしながら現代技術論の課題を研究していく。 

到達目標 

 技術論は、経済、経営、社会的諸問題を技術の側面に着目して理解する学問である。技術論の学問

体系の基礎を理解するととみ、受講者の専門領域において技術論的視角から分析することによる新た

な知見の獲得が出来るようになることが到達目標となる。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM3SC0042.2 

 本演習では、現代資本主義における産業技術に照射し、経済のグローバル化、リージョナル化、技

術の情報化（IT 化）を背景とした産業技術の今日的特徴について様々な実態をサーベイするととも

に、産業技術の今日的段階をどう規定するかについての理論的考察を行う。 

 対象としては、欧州、アメリカ、アジアを中心に、産業技術連関と当該諸国の企業競争力の関係性

等について研究していく。 

 また、環境技術論、環境政策史、環境・公害史についても一つの柱としてとりあげ、テキストクリ

ティークを行っていく。 

 取り扱う文献等については、授業開始段階での最新の学術書、学術論文をピックアップし、受講生

の研究テーマとの関係で最も有意義なものを選定し、扱っていく。 

前期博士課程研究演習２                       科目 NO.CM3SC0242.3 

 本演習では、参加者の研究報告を中心に議論を行い、研究成果に結実するよう集団的に当該報告者

の研究テーマについて検討していく。 

 修士論文作成にあたり、「テーマ」「問題意識」「学術的意義」の妥当性の検討、「方法論」、「叙述の

方法」等を報告の進捗段階に合わせて繰り返し議論していく。 

 また、当演習には、後期博士課程在籍の院生も参加するので、当該院生の博士論文に向けた研究報

告の検討を通して、修士課程の院生には研究イメージを膨らませてもらう。 

後期博士課程演習                            科目 NO.CD3SC0042.5 

 本演習では、博士論文作成に向けて、参加者の個人研究報告を中心に授業を進めていく。尚、研究

テーマと関連する文献を適宜輪読していく予定である。 
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事前・事後学習の内容 

授業 1週間前に、次回の講義に関する資料を指示致します。必ず事前に内容を確認し、授業に臨む

こと。また、授業のはじめに前回の講義内容について論点整理をしてもらいますので、各自講義の要

点をまとめるなど、準備を欠かさないようにすること。 

評価方法 

 授業中の議論の質・内容および学期末に課すレポート内容の水準によって評価します。 

受講生へのコメント 

 受講を希望する院生は事前に、taguchi@bus.osaka-cu.ac.jpに問い合わせ下さい。 

教材 

 教材に関しては、当該分野における最新の議論を扱うため、当該年度の最初の授業の際に指示する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア・ビジネス研究プログラム 

シラバス 



 

                   

アジア企業論研究  
Analysis of Asian Firms  

教  授  

李  捷生  

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目NO.CM4LG0003.11 

【授業の主題】 

近 年 、ア ジ ア で は 域 内 新 規 市 場 の 成 長 と グ ロ ー バ ル 競 争 の 激 化 に 伴

っ て 、 多 国 籍 企 業 の 経 営 現 地 化 戦 略 お よ び ロ ー カ ル 企 業 の 成 長 方 式

が 大 き く 変 化 し て い る 。 本 科 目 は そ の ダ イ ナ ミ ッ ク な 変 化 に 焦 点 を

当 て 、 域 内 多 国 籍 企 業 と ロ ー カ ル 企 業 の 動 向 を 文 献 研 究 と 現 地 調 査

の 諸 成 果 に 依 拠 し つ つ 考 察 す る 。  
 

【到達目標】 

域内多国籍企業の経営現地問題とローカル企業の成長方式に関する現状認識を深める。 

 

【授業内容・計画】 

 第1回： 講義概要と分析視角       第9回： 米系企業の事例 

 第2回： 経営現地化のメカニズム  第10回： 欧州系企業の事例 

 第3回： 海外事業の統括方式  第11回： アジアNICE系企業の事例 

 第4回： 内部統制の諸類型   第12回： ローカル企業の成長方式 

 第5回： 人材現地化の比較分析  第13回： ローカル企業の事例（１） 

 第6回： 従業員管理の比較分析  第14回： ローカル企業の事例（２） 

 第7回： 日系企業の事例（１）  第15回： 総括（およびレポート指導等） 

 第8回  日系企業の事例（２） 

 

【事前・事後学習内容】 

事前に授業で使用する資料の配布を通じて、基本概念や専門用語等について事前に予習してお

く。事後には授業を通じて理解できなかったことを書面で提出し、次回の授業のはじめに回答を行う。 

 

【評価方法】 

レポート（６0点）と平常点（４0点）によって評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 事前に配布資料を予習し、専門用語などを調べつつ理解するようにする 

 

【教材】 

参考書は講義中に適宜に指示する。 

 

 

 



 

 

アジア産業論研究  
Analysis of Asian Industries  

特任教授  

森澤 恵子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目NO.CM4LG0003.13 

【授業の主題】 

ASEANでは、域内経済協力が深化し、2016年にASEAN経済共同体が発足した。電気・電子産業をはじ

めとする多国籍企業の生産配置の集中・再配置が一層進展すると共に、持続的な経済成長による内需

拡大よって、耐久消費財（家電や自動車）をはじめとした消費財市場やサービス産業の市場が大きく拡

大している。本講義ではこのような新しい経済環境のなかでのASEAN産業の現状と諸課題、その発展可

能性について考察する。 

 

【到達目標】 

急速な成長と変化を遂げるASEANの産業が、多国籍企業による工程間分業の進展や、切り分けたタスク

の経営・サービスのネットワークの一環に参入することによって、成長を遂げてきた実態について理解を

深め、このASEAN産業の発展が現在直面している課題について理解する。 

 

 

【授業内容・計画】 

 第1回： 講義の概要と方法論   第9回：自動車・自動車部品産業の輸出拠点 

 第2回： 輸入代替工業化の挫折      第10回：工程間分業の進展と新しいサービス産業 

 第3回： 輸出志向工業化への政策転換  第11回：IT-BPO産業の急成長 

 第4回： 輸出志向工業化の進展と外国直接投資  第12回： 国際的生産ネットワークへの参入 

 第5回： 電気・電子産業の世界的輸出拠点     第13回：地域間格差と所得格差の拡大 

 第6回： サポーティング産業の未成熟と育成   第14回：中所得国の罠からの脱出の道 

 第7回： 域内経済協力の進展    第15回：総括とレポート指導 

 第8回：モータリゼーションの到来 

 

 

【事前・事後学習内容】 

授業で使用する資料がある場合は事前に資料を配布するので読んでおく。参考文献がある場合も事前

に提示するので予習しておく。授業を受けた後、質問がある場合は次回に議論するために、事後に質問

を文章でまとめておく。 

 

【評価方法】 

レポート（60点）と平常点（40点）によって評価する 

 

【受講生へのコメント】 

ASEANの産業は、東アジア生産ネットワークと国際的生産ネットワークへの参入によって成長してきまし

た。ASEAN産業の勉強は日本、韓国、台湾、中国の産業発展を研究する上でも大きく役立ちます。

ASEANについてあまり関心がない院生も一度受講してみてください。 

【教材】 

テキストは使用しない。参考文献・書籍は講義中に適宜指示する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

アジア・ビジネスワークショップⅠ  
Asia Business WorkshopⅠ  

教 授 

李 捷生 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目NO.CM4LG0003.09 

【授業の主題】 

 アジア・ビジネスの現場を熟知する第一線の実務家・研究者をゲスト・スピーカーとして迎え、生きた実

例で域内日系企業やローカル企業が直面している課題、自治体のアジア観光ビジネス推進策、アジア

金融の最新動向を学ぶ。 

【到達目標】 

 アジア・ビジネスのダイナミックな変化を洞察する能力、課題解決のための実践的知見を涵養する。 

 

【授業内容・計画】 

・内容 

 アジア・ビジネスの第1線の実務家・社会人出身研究者がそれぞれの担当テーマについて、2コ

マ連続でオムニバス方式の講義を行う。 
 

濱田英次 明治大学経営学部非常勤講師、元昭和シェル石油㈱会社員 

津川礼至 日本経済大学経営学部准教授、株式会社津川製作所代表取締役 

今道幸夫 明治大学経営学部非常勤講師、三協国際特許事務所勤務（元国際部長） 

小田利広 関西中小工業協議会事務局（機関紙編集長、経営支援・社会保険等を担当） 

安井良三 大阪市経済戦略局観光部観光課長（元大阪市上海事務所長） 

住田弘之 南海電気鉄道㈱、取締役・プロジェクト推進室副室長、営業推進室副室長 

（インバウンド・アウトバウンド推進担当） 

谷口直樹 滋賀県産業支援プラザ創業支援課長（元株式会社滋賀銀行東京支店外為課長） 

 

・計画 

 第1回： アジア・ビジネスの研究視角（李）  第9回： リサイクルビジネスの日中比較（小田） 

 第2回： 日系企業の現地経営（濱田）  第10回：日中観光企業の事業戦略（住田） 

 第3回： 日系企業の従業員管理（濱田）    第11回：日中観光企業の人的資源管理（住田） 

 第4回： 日系中小企業の現地経営（津川）    第12回：アジア観光ビジネスと大阪Ⅰ（安井） 

 第5回： 日系中小企業の技能形成（津川） 第13回：アジア観光ビジネスと大阪Ⅱ（安井） 

 第6回： 中国新興企業の経営戦略（今道） 第14回：人民元の国際化（谷口） 

 第7回： 中国新興企業の技術と人材（今道）   第15回：中国銀聯カードの国際展開（谷口） 

 第8回： リサイクル企業のアジア進出（小田） 

 

【事前・事後学習内容】 

  事前に配布されるレジメや資料を予習しておく。講義内容および感想について、各自が２回程度レポ

ートを提出する。 

 

【評価方法】 

 レポートやデスカッションへの取り込みによって評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 質疑応答の機会を多く設定するので、事前準備のうえ積極的に質問してください。 

 

【教材】 

テキストは使用しないが、参考文献は適宜に指示する。 
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東アジア・ビジネス論研究 

East Asian Business 

前期博士課程研究演習１，前期博士課程研究演習２ 

教 授 

李 捷生 

授業の主題 

 文献サーベイを通じて、東アジア・ビジネスの研究方法を習得しつつ、課題研究、実態調査と論文

作成の能力を涵養する。 

到達目標 

 自己の研究成果を課題研究論文としてまとめるためのノウハウを身につける。 

演習内容 

前期博士課程研究演習１                      科目 NO.CM4SG0103.01 

 東アジア・ビジネスの課題研究を地域経済（経済・産業等）と企業経営（戦略・組織等）の両側面

から進める。各自で自らの問題関心に基づいて課題設定と研究計画の立案を行いつつ、先行研究を整

理・検討する。そして論文完成の準備作業として資料収集、調査研究とプレゼンテーションを行う。 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM4SG0203.02 

 課題研究論文の中間報告会を行いつつ、質疑応答やデスカッションを通じて、各自の研究を改善し

て進化させ、論文を完成させる。 

事前・事後学習の内容 

 プレゼンテーションにおいて、パワーポイントによる発表を行う。 

評価方法  

 各自の研究やデスカッションへの取り込みや研究成果によって評価する。 

受講生へのコメント  

 受講者が選んだテーマについて、分析視角、文献サーベイ、現状分析などを発表する機会を多く設

定するので、研究発表や質疑応答に積極的な取り込みが不可欠である。 

教材 

 研究テーマに応じた論文や書籍 

 



                                                              A1 

東南アジア・ビジネス論研究 

Southeast Asian Business 

前期博士課程研究演習１，前期博士課程研究演習２ 

特任教授 

森澤 恵子 

授業の主題 ASEAN域内経済ネットワークの深化と国際的生産ネットワークへの参入とによって

急速な成長と変化を遂げている東南アジアのビジネスについて学ぶ。関連文献の検索と検討を通し

て分析方法や分析視角を学び、各自の研究能力を養う。 

到達目標 

受講者の問題意識を明確にし、課題研究論文のテーマを設定すると同時に、論文作成の方法を習得

する。 

 

演習内容 

東南アジアの域内経済協力の進展、経済統合について先行研究の整理と検討を行う。 

東南アジア・ビジネスの現状と直面する課題（格差の是正、中所得国の罠等）について、文献サー

ベイを行う。 

東南アジア・ビジネスの成長を、政策論、直接投資論、国際的生産ネットワークや産業集積論等の

分析枠組みから考察する。各自が自ら関心のある分析視角を選び、先行研究の整理と検討を行う 

前期博士課程研究演習２                      科目 NO.CM4SG0203.04 

課題研究論文のテーマ、分析視角、研究対象とする地域（東アジア、東南アジア、中国等）を明確

にして、それに関連する先行研究の探索と検討を行う。各自は研究の中間報告を発表し、相互に意

見交換することによって、研究を発展・深化させる。 

事前・事後学習の内容 

事前に提示、配布する参考資料・文献を読んで、各自が順次報告をする。演習中に生じた疑問や問

題点については、事後に調べて、次回の講義で報告し、各自の理解を深める。 

評価方法  

各自の講義内での報告や議論への参加、研究成果によって評価する。 

受講生へのコメント  

東南アジア・ビジネスについて知識の無い院生も、関心のある院生も共に歓迎します。東南アジア

・ビジネスについての知識を習得しながら、課題研究論文のテーマ設定（東南アジア地域には限定

しません）と論文作成の方法を学びます。 

教材 

演習の進展状況に合わせ、その内容に応じた文献・書籍を順次選んで提示する。 

 


