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科目群 分類 科目コード 科目名 中継 東京 名古屋 大阪 福岡 配当年次 単位数 単位区分 掲載ページ

101 事業構想原論　※4/8-13実施 ○ 1・2 2 選択必修

102 事業構想事例研究(事業構想スピーチ)Ⅰ ○ 1 2 選択必修

103 事業構想事例研究(事業構想スピーチ)Ⅱ ○ 1 2 選択必修

104 事業構想事例研究(事業構想スピーチ)Ⅲ ○ 2 2 選択必修

105 事業構想事例研究(事業構想スピーチ)Ⅳ ○ 2 2 選択必修

106 社会変革と事業構想 川山竜二 富井久義 富井久義 川山竜二 1・2 2 選択必修

107 技術革新と事業構想 松本三和夫 田浦俊春 田浦俊春 松本三和夫 1・2 2 選択必修

108 経済動向と事業構想 高田伸朗 長田貴仁 長田貴仁 若林宗男 1・2 2 選択必修

109 経営環境と事業構想 ○
(竹安)

竹安聡(谷野豊) 丸尾聰 竹安聡 丸尾聰 1・2 2 選択必修

201 クリエイティブ発想法 丸尾聰 丸尾聰 渡邊信彦 井上滋樹 1・2 2 選択必修

202 実践アイデア発想演習 渡邊信彦 西根英一 中島宏史 井上滋樹
※夏期集中

1・2 2 選択必修

203 イノベーションの発想 田浦俊春 高村徳康・竹内在 早川典重 大野尚 1・2 2 選択必修

構想案 204 ビジネス・モデルの策定 江端浩人 橋本良子 橋本良子 石井歓 1・2 2 選択必修

フィールドリサーチ 205 顧客仮説リサーチ 岸波宗洋 中畑千弘 岸波宗洋 大野尚 1・2 2 選択必修

206 マーケティング 村山貞幸 川北眞紀子 森井理博 井手隆司 1・2 2 選択必修

207 構想計画策定演習 岸波宗洋 井手隆司 二村暢朗 井手隆司 1・2 2 選択必修

208 収支計画の立て方　※夏期集中 ○ 1・2 1 選択必修

209 統合的マーケティング・コミュニケーション 丸岡吉人 足達則史 小宮信彦 藤本浩司 1・2 2 選択必修

210 プレゼンテーション 八代華代子 八代華代子 八代華代子 八代華代子 1・2 2 選択必修

301 企業内における事業構想 渡邊信彦 橋本良子 渡邊信彦 永吉健一 1・2 2 選択

302 起業を目指す事業構想 見山謙一郎 丸尾聰 中島宏史 坂本剛 1・2 2 選択

303 健康・医療産業における事業構想 根来秀行 西根英一 松村啓史 谷野豊 1・2 2 選択

304 事業構想とITソリューション 江端浩人 本間充 本間充 長谷川秀樹
※夏期集中・春期集中

1・2 2 選択

305 グローバルビジネス 野口恭平 岡部聰 森山進
※夏期集中・春期集中

石井歓 1・2 2 選択

306 地域活性と事業構想 重藤さわ子 雲井純 青山忠靖 青山忠靖 1・2 2 選択

307 組織と人材 片岡幸彦 田中洋 片岡幸彦 早崎栄一 1・2 2 選択

308 ビジネス会計 ○ 1・2 2 選択

309 ファイナンス 結城秀彦 古田芳浩 古田芳浩 森大介 1・2 2 選択

310 組織変革 - 高村徳康・竹内在 - - 1・2 2 選択

311 ブランド戦略 野口恭平 岩田正一 並木将仁 小柳俊郎 1・2 2 選択

312 事業経営の基礎知識 ○ 1・2 2 選択

313 知識創造論 ○ 1・2 2 選択

314 知識創造経営論 ○ 1・2 2 選択

315 知が創る未来ビジネス 早川典重 早川典重 - - 1・2 2 選択

316 事業構想特論Ⅰ(事業構想実践論)　※集中 - - - 唐池恒二 1・2 1 選択

317 事業構想特論Ⅱ(事業構想実践論)　※夏期集中 杉本哲哉 - - - 1・2 1 選択

318 事業構想特論Ⅲ　※夏期集中 ○ 1・2 1 選択

319 事業構想特論Ⅳ　※集中 ○ 1・2 1 選択

320 事業構想特論Ⅴ(イノベーションと企業革新)　※春期集中 ○ 1・2 1 選択

321 信州大学連携科目　※集中(信州大学で開講) 1・2 1 選択

330 プレゼン演習Ⅰ(1年次発表会) ○ 1 1 選択

331 プレゼン演習Ⅱ(2年次発表会) ○ 1 1 選択

332 プレゼン演習Ⅲ(1年次発表会) ○ 2 1 選択

333 プレゼン演習Ⅳ(2年次発表会) ○ 2 1 選択

谷野豊・岸波宗洋 岩田修一・岩田正一 二村暢朗・竹安聡 坂本剛・谷野豊 1 2 選択

根来秀行・田浦俊春 西根英一・谷野豊 森井理博・竹安聡 永吉健一・内田一博 1 2 選択

野口恭平・松本三和夫 - - - 1 2 選択

※調整中 - - - 1 2 選択

谷野豊 - 橋本良子 石井歓 2 2・2 選択必修

竹安聡 - 渡邊信彦 小柳俊郎 2 2・2 選択必修

田浦俊春 - 森井理博 大野尚 2 2・2 選択必修

岸波宗洋 - 二村暢朗 井手隆司 2 2・2 選択必修

野口恭平 - 早川典重 坂本剛 2 2・2 選択必修

村山貞幸 - 青山忠靖 - 2 2・2 選択必修

見山謙一郎 - - - 2 2・2 選択必修

二之宮義泰 - - - 2 2・2 選択必修

重藤さわ子 - - - 2 2・2 選択必修

事業構想計画書 - 2 認定 必修

※カリキュラムは一部変更になる場合があります。

事業構想計画演習
(2年次のみ)

通年

※主ゼミ、副ゼミの
2つのゼミを履修
することを推奨

※履修は通年、
単位付与は

前期・後期で
各2単位

事業構想計画演習(2年次ゼミ)

小計30科目(演習科目の中から4単位以上選択必修)

合計74科目(修了要件34単位以上)

501-520

小計25科目(履修要件なし)

演
習
科
目

展
開
科
目

事業構想の展開

発表会
谷野豊(全教員)

1年次発表会：Ⅰ(1年次)、Ⅲ(2年次)
2年次発表会：Ⅱ(1年次)、Ⅳ(2年次)

事業構想基礎演習
(1年次のみ)

後期
401-410 事業構想基礎演習(1年次ゼミ)

限定開講科目 中島好美

丹野清美

松江英夫

岩田修一

経営学

和田貴郎

二之宮義泰

一條和生

一條和生

専
門
科
目

発着想

構想計画

和田貴郎

コミュニケーション

小計10科目(専門科目の中から10単位以上選択必修)

2019年度事業構想大学院大学カリキュラム

基
礎
科
目

事業構想の
綜合的理解

東英弥・谷野豊・岩田修一　他

小計9科目(基礎科目の中から10単位以上選択必修)

田中里沙(通年・水)
前期：Ⅰ(1年次)、Ⅲ(2年次)
後期：Ⅱ(1年次)、Ⅳ(2年次)

事業構想に必要な
洞察力
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４月 ５月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

入学式・
オリエン

祝日 祝日 憲法記念日 みどりの日

4校舎

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

授業開始 こどもの日 振替休日

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

教授会

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

教授会・ＦＤ

28 29 30 26 27 28 29 30 31

昭和の日 祝日

６月 ７月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6

Ａ

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

海の日 教授会

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

教授会・
同窓会総会

23/30 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

８月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

1年次発表会

A

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

B 1年次発表会

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

山の日 振替休日 敬老の日 教授会・FD

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

2年次発表会 秋分の日

B

25 26 27 28 29 30 31 29 30

教授会・FD
青楠祭

2年次発表会 オリエン

2019年度　事業構想大学院大学　学年暦

前
期

休館

導
入
集
中

導入集中授業（1年次） 休館 Ｂ

前
期

オリエンテーション（A/B週） A

Ａ B

休館 Ａ

前
期

前
期

B

B A

A Ｂ

A Ｂ

B A

夏季集中期間

休　館 夏季集中期間

夏季集中期間（1年次面談） 夏季集中期間

後
期

夏季集中期間

前
期
・
夏
季
集
中

夏
季
集
中

Ｂ 夏季集中期間

補講期間（1年次面談）
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１０月 １１月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

文化の日 振替休日

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

体育の日 教授会 教授会

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

祝日 勤労感謝の日

Ａ 2年次中間審査会

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

2年次中間審査会

１２月 2020年 １月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

2年次中間審査会 休館 B

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

教授会

Ａ

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

成人の日 教授会

B

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

B A

29 30 31 26 27 28 29 30 31

２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6 7

1年次発表会

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

事業構想計画
書提出期限

教授会

Ａ 補講期間 2年次発表会

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

教授会・ＦＤ 春分の日 3校舎合同

補講期間 建国記念の日 ゼミ説明会
（社会情報大学学

位授与式） 学位授与式

16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

ＭＰＤサミット

天皇誕生日 振替休日

※予定は一部変更する可能性があります。ご了承ください。教授会、FD研修会は教員のみ対象です。

※複数日程が予定されている発表会、審査会等は全キャンパス分の日程です。キャンパスごとの日程は決定次第お知らせします。

2019年度　事業構想大学院大学　学年暦

後
期

後
期

オリエンテーション（A/B週） Ｂ

Ａ Ａ

Ｂ B

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

後
期

後
期

Ａ

B Ｂ

Ａ Ａ

Ｂ

Ａ

後
期
・
春
季
集
中

春
季
集
中

春季集中期間

事業構想計画書最終審査期間 春季集中期間

春季集中期間

- 4 -



2019年度　時間割＜前期＞ 遠隔授業 巡回授業 校舎別授業 2年次ゼミ

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

306 201 210 501 201 311

重藤 丸尾 八代 谷野 丸尾 岩田正一

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

109 309 504 503 502 309 306

竹安・谷野 結城 岸波 田浦 竹安 古田 雲井

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

206 106 313 506 315 204 203 313

村山 川山 一條 村山 早川 橋本 高村・竹内 一條

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

308 312 508 507 206 312 308

和田 二之宮 二之宮 見山 川北 二之宮 和田

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

302 204 311 107 303

見山 江端 野口 田浦 西根

205 107 509 505 304 202

岸波 松本 重藤 野口 本間 西根

技術革新と
事業構想

顧客仮説リ
サーチ

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想とIT
ソリューション

健康・医療産
業における事

業構想

実践アイデア
発想演習

田中里沙

ビジネス会計
事業経営の
基礎知識

マーケティン
グ

社会変革と
事業構想

事業構想計
画演習

知識創造論 知識創造論
知が創る未
来ビジネス

ビジネス・モ
デルの策定

イノベーショ
ンの発想

401教室

マーケティン
グ

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

301教室

301教室

地域活性と
事業構想

クリエイティブ
発想法

プレゼンテー
ション

事業構想計
画演習

経営環境と
事業構想

ファイナンス
事業構想計

画演習
事業構想計

画演習
事業構想計

画演習

301教室

201教室

金

土

月

18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

14:40〜
　16:10

16:20〜
　17:50

4

3

301教室

401教室

203教室201教室

201教室

201教室

201教室

火

水

木

1

2

18:30〜
　20:00

20:10〜
　21:40

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

1

(教授会・
委員会)

2703教室

2703教室

2
20:10〜
　21:40

1
10:30〜
　12:00

2
13:00〜
　14:30

1
18:30〜
　20:00

起業を目指
す事業構想

ビジネス・モ
デルの策定

ブランド戦略
技術革新と
事業構想

ビジネス会計

2701教室 2702教室

2702教室

(教授会・
委員会)

2701教室

2702教室2701教室

東京 名古屋

30名(中継可能)

203教室201教室

20名

301教室

10名

2702教室

15名

401教室 2701教室

60名(中継可能)

2703教室

36名(中継可能)

2701教室401教室 2703教室

2702教室

22名(中継可能)

2702教室

2703教室

ファイナンス
地域活性と
事業構想

ブランド戦略
クリエイティブ

発想法

301教室203教室

事業経営の
基礎知識

2701教室401教室

401教室

2703教室

203教室

203教室

203教室

田中里沙

事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する
場合があります

102・103 102・103

事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する
場合があります
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2019/3/19

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

303 210 515 206 301 518 519

松村 八代 青山 井手  永吉 大野 井手

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

202 109 205 311 517

中島 竹安 岸波 小柳 小柳

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

207 313 512 513 313 106 201

二村 一條 森井 二村 一條 川山 井上

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

206 203 308 312 308 203 312

森井 早川 和田 二之宮 和田 大野 二之宮

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

304 201 514 306 302 516

本間 渡邊 早川  青山  坂本 石井

307 204 510 511 107 204 520

片岡 橋本 橋本 渡邊 松本  石井 坂本

土

1
10:30〜
　12:00

2
13:00〜
　14:30

3
14:40〜
　16:10

4
16:20〜
　17:50

2
20:10〜
　21:40

水

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

木

1
18:30〜
　20:00

月

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

火

1
18:30〜
　20:00

事業構想計
画演習

技術革新と
事業構想

ビジネス・モ
デルの策定

事業構想計
画演習

事業構想とIT
ソリューション

クリエイティブ
発想法

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

組織と人材
ビジネス・モ
デルの策定

田中里沙

知識創造論 知識創造論
構想計画策

定演習
事業構想計

画演習
事業構想計

画演習

マーケティン
グ

イノベーショ
ンの発想

2

702教室701教室

701教室1003教室

地域活性と
事業構想

起業を目指
す事業構想

金

1
18:30〜
　20:00

ビジネス会計 ビジネス会計

702教室 703教室

1003教室 701教室

102・103

事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する
場合があります

イノベーショ
ンの発想

20:10〜
　21:40

2
20:10〜
　21:40

703教室702教室

702教室 703教室

22名(中継可能)  11名(中継可能)

マーケティン
グ

企業内にお
ける事業構

想

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

ブランド戦略
事業構想計

画演習

702教室 703教室

703教室

703教室702教室

(教授会・
委員会)

(教授会・
委員会)

1001教室 1003教室1002教室

社会変革と
事業構想

クリエイティブ
発想法

事業経営の
基礎知識

事業経営の
基礎知識

福　岡大　阪

25名(中継可能)12名

1002教室 701教室1003教室1001教室

16名(中継可能)32名(中継可能)

701教室1003教室

1001教室

1002教室

1002教室

経営環境と
事業構想

顧客仮説リ
サーチ

701教室1003教室

事業構想計
画演習

健康・医療産
業における事

業構想

プレゼンテー
ション

実践アイデア
発想演習

1001教室

1001教室

1001教室

102・103

事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する場合があります

田中里沙

1002教室

1002教室
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2019年度　時間割＜後期＞ 遠隔授業 巡回授業 校舎別授業 2年次ゼミ 1年次ゼミ

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

301 202 501 210 302 307

渡邊 渡邊 谷野 八代 丸尾 田中洋

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

304 401 504 503 502 410 109 205

江端 谷野・岸波 岸波 田浦 竹安 西根・谷野 丸尾 中畑

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

303 314 402 506 108 310 314

根来 一條 根来・田浦 村山 長田 高村・竹内 一條

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

209 508 507 301 207 315

丸岡 二之宮 見山 橋本 井手 早川

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

203 108 403 305 106

田浦 高田 野口・松本 岡部 富井

305 207 307 509 505 409 209

野口 岸波 片岡 重藤 野口 岩田修一・岩田正一 足達

203教室 301教室

401教室203教室 2702教室301教室

事業構想計
画演習

事業構想基
礎演習

104・105
事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する
場合があります

田中里沙

2702教室

2701教室 2702教室

企業内にお
ける事業構

想

実践アイデア
発想演習

起業を目指
す事業構想

プレゼンテー
ション

組織と人材

事業構想とIT
ソリューション

健康・医療産
業における事

業構想

イノベーショ
ンの発想

グローバル
ビジネス

統合的マーケ
ティング・コミュ
ニケーション

経済動向と
事業構想

構想計画策
定演習

組織と人材

事業構想基
礎演習

事業構想基
礎演習

経営環境と
事業構想

組織変革

構想計画策
定演習

社会変革と
事業構想

4
16:20〜
　17:50

104・105

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想基
礎演習

2
20:10〜
　21:40

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

1
18:30〜
　20:00

2

401教室

1
18:30〜
　20:00

水

1
10:30〜
　12:00

2
13:00〜
　14:30

3
14:40〜
　16:10

2703教室

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

1
18:30〜
　20:00

2
20:10〜
　21:40

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

201教室 2701教室 2702教室401教室

2701教室

月

名古屋

2701教室201教室 203教室 301教室 401教室

401教室

(教授会・
委員会)

グローバルビ
ジネス

統合的マーケ
ティング・コミュ
ニケーション

東京

2703教室2702教室

10名20名30名(中継可能) 22名(中継可能)36名(中継可能) 15名60名(中継可能)

知識創造経
営論

2703教室

301教室

経済動向と
事業構想

企業内にお
ける事業構

想

201教室

火

203教室 301教室
土

201教室

203教室

203教室

301教室

木
201教室

201教室

20:10〜
　21:40

金

知識創造経
営論

事業構想基
礎演習

事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する
場合があります

田中里沙

2701教室401教室

2701教室

(教授会・
委員会)

2703教室2702教室

知が創る未
来ビジネス

顧客仮説リ
サーチ

2703教室

2703教室
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2019/3/19

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

311 515 207 408 518 519

並木 青山 井手 永吉・内田 大野 井手

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

302 309 109 309 517

中島 古田 丸尾 森 小柳

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

108 405 314 512 513 307 314 108 210

長田 二村・竹安 一條 森井 二村 早崎 一條 若林 八代

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

106 406 205 209

富井 森井・竹安 大野 藤本

A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週 A週 B週

209 301 514 407 516

小宮 渡邊 早川 坂本・谷野 石井

306 107 510 511 303 305 520

青山 田浦 橋本 渡邊 谷野 石井 坂本

ブランド戦略

104・105 104・105

事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する場合があります

事業構想事例研究
(事業構想スピーチ)

※他の曜日にも開講する
場合があります

田中里沙

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

技術革新と
事業構想

地域活性と
事業構想

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

事業構想計
画演習

企業内にお
ける事業構

想

703教室1001教室

703教室702教室

構想計画策
定演習

経営環境と
事業構想

ファイナンス

 11名(中継可能)22名(中継可能)

702教室 703教室

福　岡

701教室1002教室

大　阪

1003教室

16名(中継可能)32名(中継可能)

1001教室

知識創造経
営論

事業構想基
礎演習

事業構想基
礎演習

1001教室 1002教室 1003教室 701教室

(教授会・
委員会)

(教授会・
委員会)

社会変革と
事業構想

経済動向と
事業構想

事業構想計
画演習

田中里沙

ファイナンス

1001教室

1002教室

1002教室

起業を目指
す事業構想

グローバル
ビジネス

701教室

701教室1003教室

701教室1003教室 702教室

25名(中継可能)12名

事業構想計
画演習

統合的マーケ
ティング・コミュ
ニケーション

顧客仮説リ
サーチ

事業構想基
礎演習

知識創造経
営論

健康・医療産
業における事

業構想

1003教室

1003教室 701教室

組織と人材

事業構想基
礎演習

702教室

事業構想計
画演習

703教室

事業構想計
画演習

702教室

経済動向と
事業構想

プレゼン
テーション

703教室702教室1001教室

1001教室 1002教室

事業構想計
画演習

703教室1002教室

統合的マーケ
ティング・コミュ
ニケーション
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４月

日 8 9 10 11 12 13

曜 月 火 水 木 金 土

時間 10：30-17：50

科目名

東京
東英弥理事長

特別講義
講義 講義 講義 講義 院生発表

名古屋 講義
東英弥理事長
特別講義

講義 講義 講義 院生発表

大阪 講義 講義 講義
東英弥理事長

特別講義
講義 院生発表

福岡 講義 講義 講義 講義
東英弥理事長

特別講義
院生発表

詳細は別途お知らせします。

18：30-21：40

導入集中期間（主に1年次対象）：4月8日（月）～13（土）

事業構想原論
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第１章 

大学院での諸手続・設備・

ICT・規程 
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✼院生生活の窓口 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○事務局の役割 
本学では、院生の皆さんが有意義で充実した学生生活を送ることができるように業務を行っています。諸手続き等の取り扱いの他、各種

相談にも応じていますので、困ったことや心配なことが起きた場合には遠慮せず、気軽にご相談下さい。 

 

○窓口・施設開設時間 
 春期、夏期及び冬期休業期間中など、授業の行われない日は（ ）内の時間となります。 

 なお、年末年始、5 月の連休、8 月のお盆期間、入学試験実施等で、休館する場合があります。 

 また授業がない日でも、行事等で延長開館する場合があります。詳細は都度メール等でお知らせします。 

 ※全館禁煙です。 

 

 ＜東京＞  

  月～金曜日  ： 10:00～22:00 （授業実施日以外 10:00～19:00） 

  土曜日     ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

 

＜名古屋＞ 

  月～金曜日 ： 13:00～22:00 （授業実施日以外 13:00～19:00） 

  土曜日 ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

 

＜大阪＞ 

  月～金曜日 ： 13:00～22:00 （授業実施日以外 13:00～19:00） 

  土曜日 ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

 

＜福岡＞ 

  月～金曜日 ： 13:00～22:00 （授業実施日以外 13:00～19:00） 

  土曜日 ： 10:00～19:00 （授業実施日以外 10:00～17:00） 

  日曜日、祝日 ： 休館 

   

 ※開館、閉館時間を変更する場合は都度お知らせいたします。 
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✼証明書・願・届 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○証明書 
証明書等の交付には、交付申請をした日から種類によっては 1 週間程度（いずれも土・日・祝日は含まない）の時間を要しますので、十

分余裕をもって手続を行うようにしてください。特に、各種英文証明書の交付については、それ以上の時間を要することがありますので注意し

てください。尚、各種証明書の発行に際しては、各証明書に必要事項をご記入の上、事務局へ申請して下さい。 

 

 

 

  

 種 類 窓 口 手 数 料 発 行 日            摘 要 

在学証明書 事務局 200 円 １週間 諸手続の申請等で証明を必要とするとき 

成績証明書 事務局 200 円 １週間 就職試験等で証明を必要とするとき 

卒業見込証明書 事務局 200 円 １週間 就職試験等で証明を必要とするとき 

卒業証明書 事務局 200 円 １週間 卒業証書を授与した日から発行します 

各種英文証明書 事務局 200 円 1 ヶ月程度 外国留学等で英文の証明を必要とするとき 

院生証再発行 

（紛失） 
事務局 2,000 円 1 ヶ月程度

紛失した場合に発行します 

（警察への届出と印鑑が必要） 

院生証再発行 

（汚損） 
事務局 2,000 円 1 ヶ月程度

汚損した場合に発行します 

（汚損した学生証と印鑑が必要） 

通学証明書 事務局 ― 即時 

通学定期券購入時に使用。大学院までの通学のために通

学定期券を購入することができます。事務局で発行しますの

でお申し出ください。通学証明書と学生証を駅窓口にご提示

ください。有効期限は発行から１ヶ月です。 

（通学区間以外の証明書は発行できません） 

学割証 

（学校学生生徒旅

客運賃割引証） 

事務局 ― 即時 

帰省、正課教育、就職活動、クラブ活動などで、JR 線を片

道 100km を超えて乗車する時に利用できます。発行枚数

は、1 人年間で 10 枚以内、有効期限は発行日から 3 ヶ月

以内です。割引率は普通乗車券の 2 割引です。1 枚で往

復券の購入が可能です。 
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✼証明書・願・届 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○願・届 
 履修が困難になった場合は、早めに、事務局または教員にご相談下さい。 

 
種 類 窓 口 摘 要 

休学願 事務局 
疾病その他やむを得ない理由により 6 ヶ月以上修学が困難で、休学

を希望するとき（病気による休学の場合は、医師の診断書が必要） 

復学願 事務局 
休学期間中に休学事由が消滅し、復学を希望するとき 

（病気による場合には医師の診断書が必要） 

復学届 事務局 休学期間満了により、復学を希望するとき 

退学願 事務局 疾病その他の事情により学業継続が困難となり、退学を希望するとき 
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✼学籍 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○学籍番号 
入学と同時に各人に学籍番号が付与されます。在学中の学内における全ての事務手続は、学籍番号によって処理されます。学籍番

号（7 桁）の構成は次のようになっています。 

 

   1    9      1              1            １         0    1～  

  ―――――――    ―――            ―――         ―――       ―――― 

  入学年度      1.事業構想研究科   1.正規生        1.東京     個人番号（2 桁） 

（西暦下 2 桁）     事業構想専攻    2.科目等履修生    2.名古屋  

                              ・聴講生          3.大阪 

                                           4.福岡 

 

○修業年限 
修業年限は 2 年です。また、5 年を超えて在学することはできません。 

 

○休学 
病気その他やむを得ない事情のため 6 ヶ月以上修学することができないと本大学院が認めた者は、学長の許可を得て休学することが

できます。また、病気のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができます。 

休学期間は、通算して 2 年を超えることはできません。また、休学者は休学した学期の試験を受けることができません。休学者は、休学

期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができます。尚、休学期間は学則第5条の在学年限に参入せず、

休学期間中の学費については学則第 30 条第 3 項に定めるところによります。休学在籍料は学則を参照してください。 

休学しようとする院生は、まず、教員・事務局に相談してください。 

 

○退学 
退学しようとする場合には、退学を願い出て学長の許可を受けなければなりません。なお、退学した者で、3 年以内に再入学を願い出た

場合は、教授会の議を経て、これを許可することがあります。この場合、退学以前の在学期間及び単位取得科目は、所定の在学年限及

び単位取得科目に参入します。また、再入学を志願する者は、本大学院所定の書類に再入学選考料を添えて提出しなければなりません。 

退学しようとする院生は、まず、教員・事務局に相談してください。 

 

○除籍 
次のいずれかに該当する院生については、教授会の議を経て学長が除籍します。 

① 学則第 5 条に定める在学年限を超えた者 

② 学費の納付を 1 ヶ月以上、無届で怠り、納付しない者 

③ 学則第 16 条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

④ 長期間にわたり行方不明の者 

- 15 -



 

✼院生証、通学・学割証 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○院生証 
院生証は、院生の身分を証明するだけでなく、各証明書の発行や、図書の貸し出し等に使用するもので、汚損したり、折り曲げたりしない

よう大切に取り扱ってください。学外においても、学割（学校学生生徒旅客運賃割引、美術館等、各種施設での学生割引）など、学生とし

ての特典を受けるために必要ですので、常に携帯するようにしてください。退学等により学籍を離れるときは、ただちに院生証を返還してくださ

い。 

また、院生証は授業の出席カード、コピーカードも兼ねており、複合機に院生証をかざして、印刷やコピーが可能です。出力費用につい

ては、半年ごとに別途実費を徴収いたします。 

 

○院生証の有効期限 
院生証に記載された有効期限（入学から 2 年間）までです。 

 

○院生証を紛失・汚損したとき 
院生証を紛失または汚損したときは、直ちに「院生証再発行願」に必要事項を記入して、事務局に届け出てください。なお、再発行には、

所定の手数料が必要となります。手続方法は「証明書・願・届」を参照してください。ただし、手続さえ整えば何回でも再発行できるような軽

いものでないことを認識し、再発行しないですむよう厳重な管理を心掛けてください。紛失した場合は、悪用防止のため、必ず警察にも届け

出てください。 

 

○通学定期券の購入 
バス、JR、私鉄などの公共交通機関で通学定期券を購入する場合は、通学証明書が必要です。各交通機関によって証明書の提出

の有無が異なりますので注意してください。通学証明書の有効期間は発行から 1 ケ月です。通学区間以外の証明書は発行しません。通

学証明書の発行手続きについては、「証明書・願・届」を参照してください。 

 

○自動車・自転車通学について 
学内に駐車場・駐輪場はありません。大学周辺の学校、飲食店、商店、一般駐車場、その他空き地への無断駐車・迷惑駐車は、しな

いでください。 

 
○学割証（学生生徒旅客運賃割引証） 

学割証は、帰省・正課教育等で、JR 線を片道 100km を超えて乗車するときに普通運賃が 2 割引となります。発行枚数は 1 人年間

原則として 10 枚までで、発行日から 3 ヶ月有効です。学割証は本人が使用するもので、他人に譲渡あるいは譲り受けて使用してはいけま

せん。不正使用した場合は、本人の処分はもとより、大学として学割証を発行できなくなることがあります。 
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✼学費納入 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○学費納入 
本学の授業料は年額授業料を一括して納入していただきます。 

（入学時は入学前までに、入学後 2 年目以降は新年度が始まる前の 3 月 31 日まで） 

※授業料の納入について心配な点がある場合は、まず事務局に相談して下さい。 

※学費については、後述の学則２９条および別表をご覧下さい。 

 

○学費の納入方法 
  本学の学費納入は、原則・銀行指定口座への振込とします。提携ローンをご利用の場合は、金融機関から本学に直接納付されます。 

 

【取扱金融機関】 

三菱ＵＦＪ銀行 青山支店 普通口座 0130323 学校法人先端教育機構 ｶﾞｸ)センタンキョウイクキコウ 

 

【督促】 

指定期日までに学費納入が確認できなかった場合は、督促状を送付します。 

※提携ローンについては、後述の「教育ローン、学費支援制度」をご覧下さい。 

 

○退学・休学の場合の学納金 
学納金は、授業出席の有無にかかわらず在学中は納入しなければなりません。前期は 4 月 1 日、後期は 10 月 1 日に在学しているこ

とにより、学納金の納入義務が生じます。したがって、退学及び休学は、前期は 3 月 31 日、後期は 9 月 30 日までに学長に許可されな

いと、次期の学納金の納入義務が生じますので、申請の際は十分に注意してください。 

※退学及び休学を希望する者は、早め（遅くとも１ヶ月前）に教員、事務局に相談してください。 

 

○授業等の減免制度 
  現在、授業等の減免制度はありません。 
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✼奨学金 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会） 
本学では、独立行政法人 日本学生支援機構（H16. 4. 1 に日本育英会より移管）が行う各種奨学金制度を紹介しています。日本

学生支援機構は、優れた学生で経済的に修学が困難な人に学資の貸与を行うことにより、国家および社会に有為な人材を育成するとと

もに、教育の機会均等を図ることを目的とする公の機関です。 

 

【募集時期】 

①定期採用：4 月（～6 月） 

②緊急採用・応急採用：随時 

 ※主たる家計支持者の転職・失職、破産、会社の倒産、病気、死亡、離別等または風水害等による家計急変のため、 

緊急に奨学金貸与の必要が生じた場合に適用することができる制度です。 

 

【出願手続】 

希望する院生は事務局にご相談ください。 

また、緊急採用・応急採用を申込む場合は、事務局に相談して下さい。 

 

【交付】 

奨学生名義の銀行・信用金庫または労働金庫の口座に、原則として毎月１回、日本学生支援機構から直接振込 

まれます。 

 

【継続手続】 

毎年秋期に「適格認定奨学金継続願」を配布しますので、奨学金の継続を必要とする場合には、指示する期日までに必ず提出し

てください。大学は「適格認定奨学金継続願」の記入内容と平素の学業成績等を総合的に審査し、継続の可否を判断します。学

業成績不振の場合、奨学金の交付が停止もしくは廃止されることがありますので、十分注意してください。 

 

【異動および届出】 

奨学生は、退学・休学・復学・転学・死亡等身分の異動、自宅通学と自宅外通学の変更、奨学金振込口座の変更、および連帯

保証人の住所等変更があったときには、遅滞なく所定の様式によって、事務局まで届け出てください。 

 

【返還】 

貸与終了後、借用金額に応じた所定の方法により、所定の年限で返還しなければなりません。返還金は後輩の奨学金として再び活

用されますので、もし返還を滞ると、新規奨学生の採用に支障をきたします。なお、第二種奨学金は貸与終了後の翌月から、年 3％を

上限とする利子が付きます（在学中及び返還期限猶予中は無利息です） 

 

●日本学生支援機構 HP  http://www.jasso.go.jp/ 
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✼教育ローン、学費支援制度 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○本学提携金融機関の教育ローン 

 本学では下記金融機関と提携しており、優遇金利での学費借入ができます。 

【提携機関】 株式会社セディナ  【提携機関】 株式会社オリエントコーポレーション（オリコ） 

【提携ローン】セディナ学費ローン  【提携ローン】学費サポートプラン 

 

詳細は下記ホームページをご覧ください。返済シミュレーションができます。 

（セディナ）http://www.cedyna.co.jp/moneylife/loan/gakushi_loan/index.html 

（オリコ） http://orico.jp/gakusapo/ 

 

※学校名検索で「事業構想大学院大学」を入力してください。 

 

また、電話でのお問い合わせは、「事業構想大学院大学」学生の旨をお伝えください。 

    0120-686-909 （セディナコールセンター 平日 9:30～17:30） 

    0120-517-325 （オリコ学費サポートデスク 平日 9:30～17:30） 

 

※本ローンは比較的制約が少なく、また Web 上で申込を完結することができます。 

※申込完了後、提携金融機関より直接本学に学費が支払われます。 

 

○国の教育ローン 

 日本政策金融公庫・国民生活事業（旧国民金融公庫）の教育ローンが利用できます。 

    

※世帯収入・扶養家族数によって利用できない場合があります。詳細は下記ホームページをご覧ください。 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

 

 

○学費支援制度 

 本学独自の支援制度として、上記教育ローンを利用の場合、在学期間中の金利負担分を本学で支援する制度があります。詳しくは本

学事務局までお問い合わせください。 
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✼健康管理、学生傷害保険 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○病気、けが 
 学内で体調が悪くなったり、けがをされた場合は、事務局にお声がけください。 

 

○定期健康診断 
原則毎年 1 回実施します。この健康診断では、身体計測、レントゲン検査、血圧測定、尿検査、問診等を行います。健康診断は学校

保健安全法により年 1 回必ず実施するよう義務づけられているものです。定期健康診断は、疾病の早期発見や健康管理を目的として行

うものですから、毎年必ず受診してください。 

※ただし、所属する会社、団体等で健康診断を受けている場合、本学では受ける必要がありません。 

 

○学生教育研究災害保険 
本学では、院生が安心して学内活動や学外での教育活動を行うことができるよう、財団法人日本国際教育支援協会が運営する保険

に全院生が一括加入しています。事故が発生した場合は、直ちに事務局まで連絡してください。 保険期間は 2 年間です。 

（病気には適用されません。通学途上の事故やケガは適用されます） 
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✼地震等の災害対策 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○大地震発災の場合の対応 
 

本学校舎は、耐震基準に適合しておりますが、発災の態様・規模等に応じ、的確な判断と臨機応変な行動をとってください。 

 

【授業中】 

ア 出入り口の扉を開け、一時机の下などに退避するなど身の安全を確保する。 

イ 火災発報を聞いたときは発生場所を確認して、教職員の指導により初期消火にあたる。 

ウ 地震がおさまってから、担当教職員の指示に従い、落ち着いて避難する。 

エ 負傷者を発見したときはこれを保護する。 

 

【休憩時間中】 

ア 建物内にいる場合は、授業中に準じた行動をとる。 

イ 屋外の場合は、建物から離れ、落下物に注意して安全な場所で待機する。 

 

○安否連絡のお願い 
 大規模な災害が発生した場合は、下記のいずれかの方法で大学に安否を連絡してください。 

【大学へ電話連絡】 

東京  03-3478-8411 

名古屋 052-541-8411 

大阪  06-6372-8411 

福岡  092-737-8411 

 

【大学へ E-Mail での連絡】 

sos@mpd.ac.jp 

 

※自身の安否確認情報については、同メールにお送りください。 

   （例）○○です。○月○日○時、無事、○○公園に避難しています。 

 

○災害への備えについて 

 ・万一の災害に備えて、校舎内に水、非常食を備蓄しております。 

 ・事務局に救急セットを常備しております。 

 ・年に 1 回、教職員の避難誘導訓練を実施しております。 

※上記以外に４キャンパスにおいて、個別の防火・防災関連情報がある場合は、別途、当該キャンパス事務局からご案内します。
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✼台風・大雨・大雪時の休講措置 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○台風、大雨、大雪のときの休講措置 

暴風、暴風雪、大雨、大雪の特別警報、警報が発令された場合の授業は以下の通りとします。 

 

（１）月曜～金曜 ：  

午後 4 時現在、東京 23 区／名古屋市／大阪市／福岡市に暴風、暴風雪、大雨、大雪の「特別警報」、および自治体から「避難指

示（緊急）」が発令されているときは、原則として、該当地域内の校舎の全授業を休講とします。 

 

（２）土  曜  ： 

午前 8 時現在、東京 23 区／名古屋市／大阪市／福岡市に暴風、暴風雪、大雨、大雪の「特別警報」、および自治体から「避難指

示（緊急）」が発令されているときは、原則として、該当地域内の校舎の全授業を休講とします。 

 

※「警報」および自治体からの「避難勧告」、「避難準備」が発令されている場合は、校舎所在地域の交通機関の運行状況等や通学の

安全性を判断の上、校舎別に決定します。 

※交通機関の大幅な遅延、運休が発生または予想される場合は、あらかじめ休講を決定することがあります。 

※授業の開講、休講は、決定次第、事務局からメール一斉配信等によりアナウンスします。 

※台風、大雨、大雪のときは無理をせず安全第一で行動してください。 

 

※休講した場合には、補講を実施します。 
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✼ライブラリー 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○概要 
 図書室は４キャンパスで約 1 万冊の蔵書が整備されています。図書だけでなく、雑誌も閲覧できます。同室内にはパソコンを設置しており、

インターネットや、図書の検索が行えます。また、院生自身が持参したパソコン、モバイル端末は、大学内で無線 LAN 接続が可能です。

その他、デジタルデータベースの閲覧も可能です。本学の全蔵書はライブラリー設置のパソコンを利用して検索できます。目的の資料が学

内に見つからない場合は、学外から取り寄せることもできますので、事務局に気軽に声を掛けてください。 

東京、名古屋、大阪、福岡の各キャンパス、本学のグループ校「社会情報大学院大学」に蔵書されている図書も検索や貸し出しが可

能です。 

 

○利用の範囲 
（１）ライブラリー内資料の検索 

ライブラリー内に設置しているパソコンを利用して、迅速に検索することができます。著者名・書名・分類番号等のキーワードを入力して、

目的の資料を探してください。 

 

（２）ライブラリー内資料の閲覧 

開架図書や閲覧コーナー等を利用して、図書や雑誌などを自由に閲覧できます。 

 

（３）事業構想計画書の閲覧 

これまでの修了生が提出した「事業構想計画書」を閲覧することができます。閲覧はライブラリー内に限り、写真撮影や書き写しはご遠

慮ください。 
（4）館内資料の貸出・返却 

ライブラリー内の貸出、返却等の手続は、事務局にて行います。 

       貸出冊数    貸出期間 

    20 冊以内    2 週間以内 

借りた資料は期日までに返却してください。資料の返却が遅延した場合は、その間の新規貸出を停止します。 

 

（５）コピーサービス／プリントサービス 

所蔵資料を著作権法の範囲内で、コピーすることができます。館内には複合機があり、カラーコピーができます。コピー機の利用は有料

（モノクロ 1 枚 5 円、カラー1 枚 10 円）です。なお、パソコンからのプリントサービスも同様に可能です。コピー、プリントの際には院生証をカ

ードリーダーにかざすことで利用可能です。パソコンからのプリントアウトは、ドライバーを web からインストールすれば利用可能です。出力費

用については、半年ごとに別途実費を徴収いたします。 

 

（６）デジタルデータベース、電子書籍の利用 

下記を利用することができます。本学構内並びに自宅からも利用が可能です。 

○日経 ValueSearch 
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（企業、業界情報の検索、経済統計・商品情報の検索、日経各紙の検索）  別途メールで URL をお送りします。 

○電子書籍 NetLibrary 

   （経営、マーケティング、広告、組織コミュニケーション等の電子書籍）  別途メールで URL をお送りします。 

○政策リサーチ（学内：図書室内にある Mac のみで利用可） 

   （政府・省庁の政策立案過程の資料や予算・法律策定の検討資料など入手困難な資料の閲覧） 

 

※上記は PC より VPN 接続（IP アドレス認証）により使用することができます。 

   VPN 接続のための院生用 ID、パスワードは別途院生のみなさんの大学院メールへお送りします。各自メールを確認した上で接続し

てください。 

※ＶＰＮ接続方法については、後述のＶＰＮ接続をご覧下さい。 
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✼LAN へのアクセス 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○無線 LAN 
本学では、個人のパソコン、タブレット、スマートフォン等を無線 LAN 接続することができます。LAN は下記のとおり 3 つのセグメントに分

けられています。院生のみなさんは「院生セグメント」にて接続することができます。 

「院生セグメント」  ・・・ MPD-Student   院生が使用します。 

「教員セグメント」  ・・・ MPD-Professor  教員が使用します。 

「職員セグメント」  ・・・ MPD-Staff     職員が使用します。 

 なお、「院生セグメント」ではインターネット接続と複合機へのプリントサービスの 2 つが使用できます。 

 

○ID、パスワード 
  「院生セグメント」の ID、パスワードは別途院生のみなさんの大学院メールへお送りします。 

  各自メールを確認した上で接続してください。 

  ※詳細の接続設定につきましては、別途事務局よりお知らせいたします。 
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✼大学院メール（初期設定） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○メールアドレス 
院生には、それぞれ 1 つずつメールアドレスを付与します（利用料等は一切かかりません）。設定のためのパスワード等は別途個別にご案

内いたします。 

 （例）山田太郎さん 

   t.yamada@7.mpd.ac.jp 
    イニシャル     姓      第 7 期入学生 
 

○既に Gmail のアカウントをお持ちの方 

 既に Gmail のアカウントをお持ちの方は、下記手順でメール設定が可能です。 

① メール画面右上の丸印をクリック  ② 「アカウントを追加」をクリック 

次画面で新しいメールアドレスと仮パスワードを入力。パスワードの変更を求められるので、パスワードの再設定をして、メール設定が完了で

す。 

 

 
○本学からの連絡 

本学からの連絡は、大学院メールへお送りします。大学院メールを直接確認するか、もしくは転送設定をして個人のメールアドレスで確認

するようにしてください。尚、転送設定の方法は次ページのとおりです。 

②  

①  
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✼大学院メール（転送設定） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 【転送設定】 

 （１）【画面右上の歯車マーク】－【設定】をクリック          （２）【メール転送と POP/IMAP】－【転送先アドレスを追加】をクリック 

 

 

（３）転送先アドレスを入力  （４）【転送先アドレスの許可を確認するための確認コードの送信】－【OK】をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この後に、転送先のメールアドレスに確認コードが送信されますので、「リクエストの承認」をしてください。 
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✼Google Classroom 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○Google Classroom 
本学では Google Classroom を使って授業管理を行います。また、講義資料・動画、カレンダーはこの Google Classroom 

で一元管理できるようになります。 

 

○Google Classroom へのアクセス方法 

① 大学院メールアドレスでログインの上、メール受信画面右上の四角をクリック   

② Classroom を選択 

     

 
○Google Classroom の各クラスへの参加方法 

Google Classroom 内に、授業科目ごとに、「クラス」を作成いたします。 

履修登録後、皆さまの大学院メールアドレス宛に、履修もしくは聴講で登録した科目の「クラス」への招待メールをお送りしますので、 

参加をクリックしてください。※履修登録については、Google Forms を使用して行います。詳細は別途事務局よりご案内いたします。
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○Google カレンダーについて 
履修登録した（Google Classroom に参加した）科目については、 

自動的にご自身の Google カレンダー上に、講義スケジュールが反映されます。 

上記の赤枠箇所をクリックすることで Google カレンダーに入ることができます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
○Google ドライブについて 
Google ドライブについては、主に下記の 2 種類のフォルダをご利用いただくかたちになります。 

① Google Classroom のクラスのドライブフォルダ 

② 講義資料・講義動画をアップロードしているフォルダ 

 

それぞれ下記の手順でアクセスしてください。 

① Google Classroom のクラスのドライブフォルダ 

下記よりドライブへアクセスしてご確認下さい。  

クラス内で提出した資料や課題のデータなどが、こちらのフォルダに格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 講義資料・講義動画をアップロードしているフォルダ 

Google Classroom の各科目のクラス内に、事務局より格納場所のリンクをご連絡させていただきますので、 

そちらをご確認の上、アクセスしてください。 
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○課題の提出について 
 Google Classroom 内で、教員から「課題」を主題されることがあります。主題された課題に対しては、オンラインでレポートや発表資料を 

提出することができます。なお、課題についてはメール提出の場合もあるので、適宜教員の指示に従ってください。 

 

① 課題提出に関する投稿の「開く」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「追加」ボタンをクリックし、「ファイル」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30 -



 

③ 下記の要領でファイルを選択し、アップロードを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  アップロードが完了すると下記の画面に切り替わるので、 後に「提出」ボタンをクリックしてください。 
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✼プリンターの設定方法 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○プリンタードライバーのインストール、および、設定について 
 プリンタードライバーのインストール、および、設定の方法については、各キャンパス別に異なりますので、別途お知らせします。 

 

各キャンパス内にある複合機に院生証をかざして、印刷やコピーが可能です。 

印刷やコピーをする場合は、別途設定が必要ですので、ご希望の方は事務局にお申し出ください。 

出力費用については、別途実費を徴収いたします。 

 

 

✼VPN 接続 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○VPN 接続方法について 
 VPN の接続方法については、ご使用の機器により異なりますので、別途ご案内します。 
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✼方針（３ポリシー・固有の目的） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【アドミッション・ポリシー】 

本学では、求める人材像と入学試験の基本方針を「アドミッション・ポリシー」として制定しております。 

 

1. 求める人材像 

 事業構想大学院大学は、卓越した発想及びその発想を実現する構想力を持ち、かつ事業を継続的に進化させ日本社会

の一翼を担う志を持ち実行できる人材の育成を目的としています。そのため、講義を通じて知識を得るのみでなく、柔軟な発想

のもと、その知識を応用し異なる立場での意見をもつ教授陣、学友との論理的で建設的な議論を展開することのできる院生を

求めています。 

 具体的には、下記の人物を対象としています。 

 

①新規事業担当者（及び将来携わりたいと希望する者） 

②事業承継者（及び事業承継予定者） 

③地域活性化を志す者 

④ベンチャーを興したいと考える者 

 

2. 入学試験の基本方針 

そのため事業構想大学院大学の入学試験は、下記の基本方針のもと実施されます。 

（１） 卓越した発想に基づく一方で、実現可能性に支えられた説得性のある事業を立案する能力を習得できる素養を要

求します。 

（２） 社会課題を読み解き、その課題を解決する事業の構想を論理整合的に論述できる思考能力を要求します。 

（３） 論理的かつ建設的な議論を展開し、共感を得ることのできるコミュニケーション能力を要求します。 

 

事業構想大学院大学はこのようなアドミッション・ポリシーのもと、社会の一翼を担う人材として成長することのできる者を受け入

れます。 

 

【カリキュラム・ポリシー】 

 事業構想大学院大学は、院生にプロジェクトデザインの基礎と応用を体得させ、事業構想をより実現性をもった計画書へと

落とし込むための能力を身につけさせるための組織的な教育の実施を行います。 

 具体的には、事業構想の知見を体系化した「事業構想論」を基盤とし、事業構想の綜合的理解と事業構想を構築していく

ための基礎を形成する基礎科目、事業構想の流れを一通り実践的に学ぶ専門科目、事業構想を構築する方法及び事業

構想を実現可能にする方法の研究を行う展開科目、事業構想を具体的に構築して「事業構想計画書」に落とし込む実践的

なトレーニングを行う演習を実施します。 
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【ディプロマ・ポリシー】 

 事業構想大学院大学は、修業年限以上在学し所定の単位数を修得し、必要な演習（指導）を受けるとともに、下記の能

力を身につけ、修了審査に合格した院生に対して修了を認定します。 

 

（１） 他者を説得できる発想力と構想力をともに備えたうえで、理想的な社会像や事業像から企業や地域などの構想を描

き出すことのできる能力を身につける。 

（２） いかなる社会状況においても、開かれた視座のもと、広く社会課題を発見し、その解決への過程を描くことのできる能

力を身につける。 

（３） 事業構想が解決する社会課題を論理的で建設的な議論をつうじて見出し、他者に説明ならびに説得できる能力を

身につける。 

 

 

【事業構想大学院大学固有の目的】 

 事業構想大学院大学は、高等教育機関としての新たな役割を担い、社会的責務を十分に全うするために、幅広い視野と

高い見識を備えた「高度専門職業人」の育成をめざすものである。 

 低迷する社会に新たな活路をひらき、未来を拓こうとする逞しい意思、豊かな知性、卓越した指導力を具備した未来を担う人

材育成を求める声は高い。このような社会状況に鑑みて企業経営、とくに事業構想の分野で高度な専門性をもつ「人財」の

育成を行なうのが本大学院大学設置の目的である。 

 

 

 

- 34 -



 

✼学則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

事業構想大学院大学 学則 

第1章 総 則 

（目的） 

第1条 広い視野に立って精深な学識を授け、事業構想学の研究教授を通して創造的問題解決能力を有する高度な専門的職業人の

育成を目的とする。 

 

（名称） 

第2条 本大学院は事業構想大学院大学と称する。 

 

（自己評価等） 

第3条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命を達成するため、大学院における教育研究活動

等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

2 前項の点検及び評価については、別に定めるところにより、実施するものとする。 

 

第2章 研 究 科 

（研究科・専攻・課程及び学生定員） 

第4条 本大学院に設置する研究科・専攻及び課程と学生定員は、次のとおりとする。 

事業構想研究科 

 

 

 

 

  

 専門職学位課程 

事業構想専攻  
入学定員 収容定員 

90名  180名 
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第3章 修業年限・学年・学期・休業日 

（修業年限） 

第5条 専門職学位課程の標準修業年限は2年とする。ただし、在学年限は5年とする。 

 

（学年） 

第6条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。 

 

（学期） 

第7条 学年を分けて、次の2学期とする。 

前期 4月1日から9月30日まで 

後期 10月1日から翌年3月31日まで 

 

（1年間の授業期間） 

第8条 各学年の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。 

 

（休業日） 

第9条 休業日は次のとおりとする。 

（1）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号)の規定する休日 

（2）春期休業日 3月1日～3月31日 

（3）夏期休業日 7月20日～9月10日 

（4）冬期休業日 12月21日～翌年1月5日 

2 必要がある場合、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

第4章 入学・休学及び退学 

（入学の時期） 

第10条 本大学院の入学の時期は学年の始めとする。ただし、再入学については、学期の始めとすることができる。 

 

（入学資格） 

第11条 専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。 

（1）大学を卒業した者。 

（2）学校教育法（昭和22年法律第26号）第68条の2第3項の規則より大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与され

た者。 

（3）外国において学校教育における16年の課程を修了した者。 

（4）文部科学大臣の指定した者。 
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（5）本大学院において修了課程を受けるにふさわしい学力または実務経験があると認めた者。 

 

（入学の出願） 

第12条 本大学院に入学を志願する者は、本大学院所定の書類に検定料をそえて提出しなければならない。 

2  入学検定料は別表のとおりとする。 

 

（入学者の選抜） 

第13条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選抜を行う。 

 

（入学手続き及び入学許可） 

第14条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに本大学院所定の書類を提出するとともに、所定の学

費を納付しなければならない。 

2  学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

 

（休学） 

第15条 病気その他やむを得ない事情のため6か月以上修学することができないと本大学院が認めた者は、学長の許可を得て休学する

ことができる。 

2  病気のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。 

 

（休学期間及び復学） 

第16条 休学期間は、通算して修士課程においては2年を超えることはできない。 

2 休学者は、休学した学期の試験を受けることはできない。 

3 休学者は、休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 

4 休学の期間は第5条の在学年限に算入しない。 

5 休学期間中の学費については第30条第3項に定めるところによる。 

 

（退学及び再入学） 

第17条 退学しようとする者は、退学を願い出て学長の許可を受けなければならない。 

2  退学した者で、3年以内に再入学を願い出た場合は、教授会の議論を経て、これを許可することがある。この場合、退学以前の

在学期間及び単位取得科目は、所定の在学年限及び単位取得科目に算入する。 

3  再入学を志願する者は、本大学院所定の書類に再入学選考料を添えて提出しなければならない。 

 

（除籍） 

第18条 次の各号の1に該当する者は、教授会の議論を経て学長が除籍する。 

（1）第5条に定める在学年限を超えた者 

（2）学費の納付を1か月以上、無届で怠り、納付しない者 

（3）第16条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

（4）長期間にわたり行方不明の者 
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第5章 教育課程及び履修方法等 

第1節 履修方法等 

（授業科目） 

第19条 本大学院の授業科目の種類は別に定めるとおりとする。 

 

（授業及び指導） 

第20条 専門職学位課程の教育は、授業科目の授業及び指導によって行うものとする。 

2  指導についての細目は別に定める。 

 

第21条 教育上特別の必要があると認められる場合には、教授会の議論を経て、特定の時間又は時期において授業又は指導を行う等

の適当な方法により教育を行うことができる。 

2  授業又は指導の特例については、別に定める。 

 

（単位） 

第22条 研究科における授業科目並びにその必修科目及び選択科目の単位数は別に定めるとおりとする。 

2  授業科目の履修及び単位の取得方法は、本大学院の履修要項に準拠するものとする。 

3  授業科目に対する単位の算出は、次の基準によって計算する。 

（1）講義については、毎週1時間、15週の講義をもって1単位とする。 

（2）演習・論講については、毎週1時間、15週の演習をもって1単位とする。 

（3）実験，実習などの授業については、毎週2時間、15週の実験又は実習をもって1単位とする。 

   4 入学前に他の大学院で習得した単位がある場合、定められた期間内に本人が申請し教授会にて適当と認められた場合は、１０

単位を上限に本大学院の所定単位への算入を行う。  

 

（単位の授与） 

第23条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

第 2 節 試験及び成績 

（単位の認定及び成績の評価） 

第24条 単位の認定は試験によるものとし、試験は原則として学期末あるいは学年末に、その履修した科目について筆記，口述などによっ

て行う。ただし、論文，レポートの提出その他の方法によることができる。 

2  試験の成績及び修了認定の審査又は第26条の特定の課題についての研究の成果の審査の成績は、100点を満点とし、80

点以上を優、80点未満70点以上を良、70点未満60点以上を可、60点未満を不可とし、不可は不合格とする。 
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（追試験） 

第25条 病気その他やむをえない事故のために前条第１項の試験を受けなかった者には、追試験を行うことがある。 

第3節 課程の修了要件 

（修了要件） 

第26条 修士課程を修了するためには、休学、停学期間を除いて2年以上在学し、所定の科目について３４単位以上を修得し、必要な

演習（指導）を受け、かつ、別に定める修了審査委員会の規定に従って審査に合格しなければならない。 

第4節 学 位 

（学位の授与） 

第27条 学位の授与に関しては、別に定める事業構想大学院大学学位規程による。 

 

（学位の種類） 

第28条 修士課程を修了した者には、次の学位を授与する。 

事業構想修士（専門職） 

 

第6章 学 費 

（学費） 

第29条 本大学院の学費は、別表のとおりとする。 

 

（授業料等の納入） 

第30条 入学を許可された者は、入学金，授業料等を指定された入学手続き期間内に納めなければならない。 

2 在学生は、授業料等を年額一括して、次の期間内に納めなければならない。 

 

 

 

 

3 授業料等は休学中もこれを納めなければならない。ただし、休学期間が学則第30条第2項に定める授業料等納入区分の前期ま

たは、後期の期間の全部となる場合は、その該当学期の授業料を免除する。ただし、休学を承認された者は休学在籍料として別

に定める額を納入しなければならない。 

4 学期の途中で復学した場合は、復学した日の属する該当学期の授業料を、その月の末日までに納めなければならない。 

5 学期の途中において、学則第17条第１項の規定による退学及び第18条の規定による除籍の場合は、その退学日、除籍日の属

する該当学期の授業料を納めなければならない。 

6 学則第17条第2項により、再入学を許可された者は、入学金及び授業料を指定された再入学手続き期間内に納めなければなら

ない。 

区        分 納     期 

前期（4月1日から9月30日まで）  
3月中に一括納入 

後期（10月1日から翌年3月31日まで） 
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7 いったん納入した入学検定料、再入学選考料及び授業料等は返還しない。ただし、学則第30条第3項の規定により、翌年度以

降の学期分の授業料等を前納していた者が休学または退学した場合には、翌年度以降の学期分の前納授業料を返還する。休

学期間が学則第30条第2項に定める授業料等納入区分の前期または、後期の期間の全部となる場合は、その該当学期の授

業料を返還する。また、退学時期が前期期間内である場合は、後期以降の前納授業料を返還する。 

8 前項の規定にかかわらず、入学辞退者の学費返還については別に定めるところによる。 

 

第7章 教 職 員 組 織 

（教員組織） 

第31条 本学学長、副学長のほか、大学院に研究科長、専任教員を置く。 

（1） 学長は大学院の学事を掌り、所属教職員を統轄する。 

（2） 副学長は学長を補佐し、大学院に関する事項を掌る。 

（3） 研究科長は学長および副学長を補佐し、大学院に関する事項を掌る。 

2 本大学院の授業及び指導は、本学の専任教員のうちから選任されたものが担当する。ただし、必要がある場合は、兼任教員が

担当することができる。 

3 前項の教員の任免は別に定める。 

 

（教授会とその構成員） 

第32条 本大学院の教育に関する重要な事項を審議し、議事について決するために教授会をおく。教授会の構成員は次のとおりとする。 

（1）研究科長 

（2）本大学院の授業及び指導を担当する専任教員 

2 教授会の規程は、別に定める。 

 

（教授会の招集） 

第33条 研究科長は教授会を招集し、その議長となる。 

 

（教授会の審議事項） 

第34条 教授会は、学長の求めに応じ、下記事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。 

（1）授業・指導、及び担当者に関する事項 

（2）入学・休学・退学等、学生の身分に関する事項 

（3）研究の成果、修了の審査に関する事項 

（4）学生の指導、及び賞罰に関する事項 

 

 

（事務組織） 

第35条 事務組織については別に定める。 
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第8章 他 大 学 と の 交 流 

（単位互換） 

第36条 教育研究上有益であると認めるときは、他大学院との間に単位互換の協定を結ぶことができる。 

2 協定校の認定、その他協定に関する重要事項については、教授会の議を経なければならない。 

 

（認定許容単位） 

第37条 学生が協定校において履修した授業科目の単位は、10単位の限度内で課程修了に必要な単位として認定することができる。 

 

（研究指導） 

第38条 教育研究上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な指導を受けることを認めることができる。ただ

し、指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。 

 

第9章 科目等履修生・聴講生 

（科目等履修生・聴講生） 

第39条 本大学院の学科目の履修を希望する者または聴講を希望する者に対しては、本学の教育に支障がない限り、選考の上、それぞ

れ科目等履修生として履修、聴講生として聴講を許可することがある。 

2  科目等履修生、聴講生となることができる者は、第11条の各号の1に該当する資格を有する者及び本学において科目等履修

生、聴講生として適当と認めた者 

3  科目等履修生、聴講生に関して必要な事項は別に定める。 

 

第10章 委 託 生 ・ 研 究 生 

（委託生） 

第40条 企業・行政体等から特定の授業科目の履修及び研究指導の委託があったときは、本大学院学生の教育研究に支障をきたさな

い限り、選考のうえ委託生として受け入れを許可することがある。 

2  委託生に関し、必要な事項は別に定める。 

 

（研究生） 

第41条 本大学院において特定の研究課題について指導を受けようとする者については、教育研究に支障のない場合に限り、研究生と

して受け入れを許可することがある。 

2  研究生に関し、必要な事項は別に定める。 
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第11章 施 設 及 び 設 備 

（講義室等） 

第42条 本大学院には、その教育研究に必要な講義室・研究室・演習室等を備えるものとする。 

 

（図書等の資料） 

第43条 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他、本大学院の教育研究に必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。 

2  学生、聴講生、委託生及び研究生は前項の図書等の資料を利用することができる。 

第12章 賞 罰 

（表 彰） 

第44条 人物及び学業の優秀な者、また学生として模範的行為があった者については、学長は教授会にはかって、これを表彰することが

ある。 

 

（罰 則） 

第45条 本学則又は本大学院で定める諸規則にしたがわず、その他学生にあるまじき行為があったときは、学長は教授会にはかって懲戒

することがある。 

2  懲戒には、戒告，停学及び退学がある。 

 

第13章 改 正 

（改 正） 

第46条 本学則の改正は、教授会の諮問を経て理事会の承認を得なければならない。 

 

第14章 雑 則 

（施行の細目） 

第47条 本学則に特に定めるものを除くほか、この学則の実施の手続きその他実施について必要な細目は、別に定める。 

 

附  則（平成25年3月26日一部改正） 

１．本学則は平成25年4月1日から施行する 

 

附  則（平成26年11月27日一部改正） 

１．本学則は平成27年4月1日から施行する 

 

附  則（平成27年4月18日一部改正） 

１．本学則は平成27年5月1日から施行する 
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附  則（平成28年3月24日一部改正） 

１．本学則は平成28年4月1日から施行する 

 

附  則（平成29年3月23日一部改正） 

１．本学則は平成29年4月1日から施行する 

 

附則（平成29年9月1日一部改正） 

１． 本学則は平成30年4月1日から施行する。 

 

附  則（平成30年9月1日一部改正） 

１．本学則は平成31年4月1日から施行する 

 

 

学則 別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※休学在籍料については、休学事由によっては、学長が減免の決定を行うことがある。 

 

 専門職学位課程学生 

入学金 100,000円

授業料（年額） 1,600,000円

検定料 35,000円

休学在籍料（半期休学） 300,000円

休学在籍料（通期休学） 600,000円
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「修了審査委員会」規程 

（事業構想大学院大学 学則の付随規程） 

 

 本規程は、学則第 26 条に示した「修了要件」ならびに「修了審査」について定めるものである。 

第１項 本研究科の 2 年の課程を修了しようとするものは、「修了審査委員会」（以下、委員会）による「修了審査」を受けなければなら

ない。「委員会」は当該学生 2 年次の後期（おおむね 1 月）に開催する。 

第２項 委員会は、研究科長を長とし、本研究科専任教員 3 名以上 5 名以内をもって構成する。うち、当該学生が「演習・指導科目」

を履修する教員１名以上の参加を要する。（演習・指導教員は院生の履修状況により 2 名の場合もある）。 

第３項 修了審査にあたっては、学生の申し出により、事務局によって「判定表」個表を作成し、これを審査資料として「委員会」に提出に

しなければならない。 

第４項 「判定表」は、①成績状況（科目評価、レポート評価、演習評価）、②履修状況（取得単位数、履修科目）、③出席状況（授

業出席、討論参加）の三分野からなり、事務局が学生と教員の双方からの資料をもとに作成する。 

第５項 委員会は、この「判定表」をもとに意見交換し、それぞれ採点して修了の合否を決定する。合否ラインは、すべての委員が 100 点

満点中 60 点以上の評価とする。 

第６項 審査にあたっては、判定内容の確認や意見聴取のため学生との面談をおこなうこともある。また、合格点に満たない学生には履

修指導を行なう。 

 

この規程の定めにないこと、または規程の改変は「教授会」の議を経て研究科長が決定する。 

 

附  則 

1．本付随規程は平成24年4月1日から施行する。 

 

附  則（平成28年3月24日一部改正） 

１．本付随規程は平成28年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※修了に必要な事業構想計画書提出のスケジュール、様式、発表会、審査会等につきましては、ゼミ説明会やメール等でお知らせしま

す。  
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✼禁止行為細則 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

禁止行為細則 

（事業構想大学院大学 学則の付随細則） 

 

 本細則は、学則第 47 条に基づき、禁止行為について定めるものである。 

 

第 1 項 本学の学生（科目等履修生、聴講生を含む）は、以下の行為をしてはならない。 

1． 大学の他の学生や教職員を誹謗中傷する行為又は名誉毀損行為等、損害を与える行為 

2． 本学の施設内における政治、宗教の勧誘行為 

3． 本学の施設内における選挙に関する依頼・勧誘行為 

4． 本学の施設内における営利を目的とした他の学生や教職員への勧誘行為 

5． 学生証を不正に利用する行為 

6． 本学の他の学生や教職員の個人データを収集・蓄積または漏洩したりする行為 

7． 本学の許可を得ずにポスターを学内に掲示したりビラ等を配布したりする行為 

8． 本学の許可を得ずに教室他施設を使用する行為 

9． 本学の施設内において指定された場所以外でお弁当等を食べる行為 

10．本学の施設内において喫煙する行為 

11．講義内容について録画・録音・撮影をする行為 

12．本学の許可無く講義内容の記録や配布資料等を第三者へ公開する行為 

13. 反社会的勢力等と社会的に非難される関係を持つなど学生の本分に反する行為 

14．その他本学の運営に支障を及ぼすなど本学が不適切又は不都合と判断した行為 

 

第 2 項 本細則にしたがわない場合は、学則第 45 条の罰則規定を適用する。 

 

この規程の定めにないこと、または規程の改変は「理事会」の議を経て理事長が決定する。 

 

附  則 

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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✼ハラスメント防止に関する規程 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ハラスメント防止に関する規定 

 

（目的） 

第 1 条  この規程は、事業構想大学院大学（以下、｢大学｣という。）において、学生及び教職員等が個人として尊重され、人権を阻害

されることなく、修学、就労及び教育・研究（以下「修学・就労」という。）を健全で快適な環境のもとに遂行できるよう、ハラスメン

トの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切に対応するために必要な事項を定

める。 

 

（定義） 

第 2 条  この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） セクシュアル・ハラスメント 

他の者を不快にさせる性的な言動 

（2） アカデミック・ハラスメント 

教員等の権威的又は優越的地位にある者が、その優位な立場又は権限を利用し、又は逸脱して、その指導を受ける者の研究

意欲及び研究環境を著しく阻害する結果となる、教育上不適切な言動、指導又は取扱いをいう 

（3） パワー・ハラスメント 

教職員等の職務上優越的地位にある者が、その地位及び職務上の権限を利用し、又は逸脱して、その部下、その指導を受ける

者、又は同僚の意欲又は環境を著しく阻害することとなる不適切な言動、指導又は取扱いをいう 

（4） ハラスメントに起因する問題 

ハラスメントにより学生及び教職員の修学・就労の環境が阻害されること並びにハラスメントに対する苦情の申し出、相談（以下

「苦情相談」という。）及び抗議等の対応に起因して修業・就労上の不利益を受けること 

（5） 院生等 

大学学則（以下｢学則｣という。）の適用を受ける全ての者 

（6） 教職員等 

学校法人先端教育機構（以下｢法人｣という。）就業規則（以下｢就業規則｣という。）第 2 条に規定する職員及び人材派遣職

員等大学内で就労する全ての者 
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✼ハラスメント防止に関する規程 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（禁止及び啓発） 

第 3 条 法人は、ハラスメントを人権侵害として禁止するとともに、その防止に向け学生及び教職員等に啓発を行うものとする。 

2  前項の啓発は、院生に対しては大学院事務局（以下｢事務局｣という。）が、教職員等に対しては法人本部が行うものとする。 

 

（相談窓口及び相談員） 

第 4 条 法人は、ハラスメントに対する苦情相談に対応する相談窓口と相談員を定め、これを学内に周知するものとする。 

2  相談窓口及び相談員は、次のとおりとする。 

（1） 学生の相談窓口は事務局。 

（2） 教職員等の相談窓口は法人本部。 

3  相談委員は、苦情相談を受けるにあたり、必要に応じて相談者との同性の教職員を指名して相談業務を補助させることができる 

 

（苦情相談への対応） 

第 5 条 相談員は、苦情を受けた場合は問題の事実確認及び当事者に対する助言等により、当該事案を迅速かつ確実に解決するよう

努めるとともに、原則として本人の同意を得て、具体的事項を速やかに理事長及び学長に報告しなければならない。 

2  当事者は、案件について虚偽の申告又は証言をしてはならない。 

 

（調査委員会） 

第 6 条 理事長は、前項の報告を受けて当該事案の内容を勘案して必要と認めた場合は、常務理事を委員長とする調査委員会（以下

「委員会」という。）を設置して事実確認及び救済等の必要な措置をとるものとする。 

   2   委員会の構成は、理事長又は学長が当該事案の内容を勘案して定め、教職委員から任命するものとする。 

   3  委員長は、委員会を招集して、その議長になる。 

   4  委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議事を審議することができない。 

   5  委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

   6  委員会は、必要と認めた場合は理事長又は学長の承認を得て、委員以外の教職員の協力を求めることができる。 

7  委員会は、必要があると認めた場合は、当該事案の当事者及び調査に必要と認められる者に対して出席を求め、事情を聴くこ

とができる。 

8  委員会は、当該事案に係る事実確認の結果及び事案の概要並びに救済等の処理方針案を理事長又は学長に報告するもの

とする。 

9  委員会は、前項の報告をもって解散するものとする。 

10  委員会の事務は、理事長が設置した委員会については法人本部が、学長が設置した委員会については事務局が行う。 

 

（プライバシー保護） 

第 7 条 相談員（補助の教職員を含む）及び委員会委員（協力の教職員を含む）は、苦情相談、委員会の調査活動等により知り得た秘

密を正当な理由なく他に漏洩し、又は私的な目的に利用してはならない。なお、退任後も守秘義務を負うものとする。 
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（セクシュアル・ハラスメント行為に対する措置） 

第 8 条 理事長又は学長は、委員会の報告により修学・就労の環境改善及び救済等の措置を講ずる必要があると認めた場合は、遅滞

なく所要の措置を講ずるものとする。 

 

2  理事長又は学長は、セクシュアル・ハラスメントの行為者に対して懲戒処分の必要があると認めた場合は、本人の弁明を聴いて

就業規則又は学則に基づき所要の措置を講ずるものとする。 

 

（委任） 

第 9 条  この規定に定めるもののほか、この規定の施行について必要な事項は理事長が定める。 

 

（事務） 

第 10 条 この規定に関する事務は、事務局が担当する。 

 

（改廃） 

第 11 条 この規定の改廃は、理事会の議を経て行う。 

 

（罰則） 

第 12 条 本細則にしたがわない場合は、学則第 45 条の罰則規定を適用する。 

 

本規程は学則の関連規程であり、条文にないものは学則に従うものとする。 

 

附  則 

この規定は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

ハラスメントに関する相談窓口 

  

 TEL.  

東京  03-3478-8411 

名古屋 052-541-8411 

大阪  06-6372-8411 

福岡  092-737-8411 

 

 E-mail. request@mpd.ac.jp 
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※内容は一部変更する場合があります。また、掲載されてない科目については別途お知らせします。 

 

 

 

 

履  修  要  項 
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✼履修・試験・成績 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○履修登録 
 

履修登録は、自分が履修しようとする科目を届け出る手続きであり、この手続きを正しく行わなければ、たとえ授業を受けても単位の修得

はできません。履修登録のミスは単位を修得できないことであり、ひいては卒業・修了できないことにもつながります。履修登録に関して疑問

点や不明点があれば、自分で判断せず、必ず事務局または教員へ相談してください。 

 

・年間履修登録上限は 40 単位までです。 

 

 

○聴講制度 

 

  年間履修単位の上限は 40 単位ですが、それ以上の科目受講を希望される場合は、「聴講制度」があります。聴講の場合、修了に必

要な単位数にはカウントされません。履修登録の際に一緒に聴講手続きをとってください。尚、聴講の場合も、履修登録した場合と同様に

出席、課題の提出、グループワーク等への参加が求められます。 

 

○成績評価 
 

成績は、各授業によって評価方法を定めています。シラバスを確認の上、十分に理解してください。 

 

○成績通知 
 

各学期末に出された成績の結果については、成績通知書として、原則として次の学期の初めに事務局から院生本人に渡します。 

「優」「良」「可」「不可」の 4 段階で評価します。 

 

○追・再試験 
 

  各担当教員または事務局へ相談してください。 

 

○再履修 
 

単位を修得できなかった授業科目は、再び履修することができます。 
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✼履修・試験・成績 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

○履修登録科目の取消 

 

 科目履修の取消は、授業を受けてみたものの、内容が学習したいものと違った場合や、授業についていけるだけの知識が不足している

場合等、そのままでは単位の修得が難しい場合に、不合格評価になるのを回避するため、登録した科目の履修を取りやめることのできる制

度です。 履修登録科目の取消を希望する場合は、下記期日までに科目履修取消届に記入の上、事務局へ届け出てください。届け出

があった科目の評価は「取消」となります。この届け出を行わず、授業に出席しない等の理由により単位修得を認められない場合の評価は

「不可」となります。 

 また、取り消す科目の担当教員へは，取り消しすることを各自、届け出前に必ず連絡してください。 

 

 

取消期日 

原則、3 回目の授業開始前まで 
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✼授業 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○学期 
1 年間を前期と後期の 2 つの学期に分け、それぞれ 15 週で授業が開講されます。 

前期 ： 4 月～9 月    後期 ： 10 月～翌年 3 月 

 上記以外にも、夏季（８~９月）、春季（２~３月）に集中授業を開講します。 

 

○授業 
授業は開講される時期によって次のように分類されます。 

（1） 前期科目    ： 前期期間中に隔週で開講 

（2） 後期科目    ： 後期期間中に隔週で開講 

（3） 通年科目    ： 1 年間の継続開講科目 

（4） 集中講義科目 ： 時期的に集中開講される科目 

また、授業科目は次のような区分に構成されています。 

基礎科目、専門科目、展開科目、演習（ゼミ）科目 

そして、その性格により次のように分類されます。 

必修科目、選択必修科目、選択科目 

 

前期、後期それぞれ第 1 週目の授業はオリエンテーションとして開講します。その後、基本的に授業は、２週間毎に２コマ 

連続で設定されており、それらを A 週、B 週と呼んでいます。 

 

各授業、1 コマ（90 分）のみ実施します。興味のある授業を受けていただき、受講するかどうかを決めていただきます。 

 A 週の授業・・・平日 18：30～20：00 

       土曜 1・2 時限 10：30～12：00 

       土曜 3・4 時限 14：40～16：10 

 B 週の授業・・・平日 20：10～21：40 

       土曜 1・2 時限 13：00～14：30 

       土曜 3・4 時限 16：20～17：5 

次週以降は A 週、B 週の通常授業です。 

 

○授業時間 
 授業は月曜から金曜までが 2 コマ、土曜は 4 コマにて行います。 

月曜～金曜 1 時限：18:30～20:00、2 時限：20:10～21:40 

土曜  前半：1 時限：10:30～12:00、2 時限：13:00～14:30、後半 3 時限：14:40～16:10、4 時限 16:20～17:50 
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○休講・補講 
休講があったときは、クラスルームまたはメールにてご案内します。必要に応じて、これを補うために補講を実施することがあります。補講の

日程等については、担当教員、事務局へお問い合わせください。 

 

○欠席 
授業を欠席する場合は、各自、当該授業担当教員（または事務局）にご連絡ください。なお、病気その他やむを得ない理由により授業を

引き続き１週間以上欠席する場合は、事務局に申し出てください。 

 

○動画ストリーミング配信による補講 
演習を除く授業科目は動画収録を行っています（一部科目及びゲスト講師の希望により収録しない場合もあります）。動画補講は、担当

教員の許可を得た上でグーグルドライブ上から視聴が可能です。本学では、動画補講はあくまでもやむを得ず授業に出席できない場合の

補完手段としておりますので、基本的には授業に出席するように心がけて下さい。 

 

○授業資料の共有 
教員、ゲスト講師の許可があった授業資料（パワーポイント等）につきましては、科目毎のメーリングリスト、またはグーグルドライブで共有い

たします。グーグルドライブへのアクセス方法は別途お知らせいたします。 

 

○教員への相談 
研究や授業に関する相談は随時、担当教員にメール等でアポイントをお取りください。面談場所は事務局で確保いたします。 

  授業を受けていない教員にもお気軽にご相談ください。 
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✼修了要件、単位、学位 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○修了要件 
（1） 修業年限は 2 年とします。 

 

（2） 修了するためには、前項に定めた年数以上を在学し、所要科目を履修して 34 単位以上を修得し、必要な演習（指導）を受け、か

つ、修了認定の審査に合格しなければなりません。 

 

（3） 修了要件単位数の内訳 

基礎科目 10 単位以上（選択必修科目） 

専門科目 10 単位以上（選択必修科目） 

展開科目 下限なし 

演習（ゼミ） 4 単位以上（選択必修科目） 

 

※上記に加え事業構想計画書の 終審査に合格することが修了要件となっております。 

 

○学位 
修了とともに与えられる学位は次のとおりです。 

 

事業構想修士（専門職） 

 

 

○他大学・他大学院等で修得した単位の認定 
  

 入学前に他の大学院で取得した単位を本学の単位として認定することを希望される場合は事務局にご相談ください。 
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講  義  概  要 
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科目名 事業構想原論 担当教員 東英弥、岩田修一、

谷野豊 

科目コード 101 

配当年次 1年次 学期 導入集中 

キャンパス 東京／名古屋／大阪／福岡 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

 事業構想大学院大学4校の知的基盤を活用し、それぞれの事業構想へと発展させるための導入講義である。 

（1）事業構想とはなにか。「事業を構想する」ためには、どのような要素が必要なのだろうか。こうした疑問を、実務

において実際に「事業を構想」し実現してきた実体験にもとづき明らかにしていく。また、現在進行中の「事業構想」

を事例に、どのようにして「思いをかたちに」していくのか。そして、日常生活において「事業構想」を考えるヒント

をどのようにして得ているのかを紹介する。 

（2）事業構想の基本的な考え方を理解した後は、大学院での学びの機会を最大限に活用するため基礎科目、専門科目、

展開科目、演習から構成されるカリキュラムの全体像と学び方、社会全体のダイナミックスの中での位置付けを説明す

る。 

（3）全体像の俯瞰の次は個々の具体的な課題についての学びと考察である。未来は限りなく多元的に展開する。事業構

想を実現するためには学ばなければならないことが多い。教員、ゲスト講師による講義、課題設定を基にして参加者全

員でのワークショップ形式の討議によって事業構想についての理解を進化発展させる。2019年度の課題を以下に示す。

 地域における社会的課題を事業と学術の2つの視点からどのように理解したらよいのだろうか。 

 事業の対象となる顧客をどのように想定し、理解したらよいのだろうか。 

 構想の駆動力となる創造性をどのように磨き上げたらよいのだろうか。 

 人類の歴史が築き上げてきた知的基盤をどのように活用して事業構想へと展開したらよいのだろうか。 

（4）導入講義の総括は固有のビジネスモデルについての発表と討議である。履修生が関係する「企業」、「組織」、「プロ

ジェクト」等のビジネスモデルの紹介によって、公知のケーススタディでは獲得できない多様なビジネスモデル群の比

較検討を行う。ダイナミックに展開する多様なビジネスモデルについての討論によって院生間の相互理解の促進と各業

界の社会課題についての理解の深化を期待する。 

＜到達目標＞ 

①事業構想の基本的な枠組み、考え方、学び方を理解する。 

②院生間のビジネスモデルの相互理解を促進する。 

＜授業の進め方と方法＞ 

 まず、最初の講義では東教授より「事業構想の考え方」について講義行ない、学び方についての説明を実施し、具体

的な課題についての講義、課題設定とワークショップ形式の討議を実施し、全体の総括として履修者によるビジネスモ

デルの発表と討議を行う。4校の連携を促進するためテレビ会議システムによる同時講義・質疑と各校別のスクール形式

の講義・討論とを併用する。 

＜講義計画＞ 

第１日 事業構想の基本 

第２日〜第5日 課題別の講義と討議 

第6日 発表会 

 

※詳細については、別途、資料を送付する。 

 

＜講義外の課題＞ 

① 自分自身の事業モデルの資料（１：取り組みたい社会課題、２：自身の経営資源、３：現時点での構想） 

→事務局からフォーマットを送付する。 

②発表資料を５枚以内にまとめる。 

＜教科書・参考書＞ 
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特に定めない。 

＜評価方法＞ 

①プレゼン、事業モデル資料（レジュメ）：40 点、②他の院生の事業モデルに対してのコメント：30 点、○3 事業構想原

論レポート（6日間の学びの総括）：30点 

＜その他の重要事項＞ 

本講義は選択必修科目であるが、事業構想の考え方を総合的に理解するため履修することが望ましい。 
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科目名 社会変革と事業構想 担当教員 川山竜二／富井久義 科目コード 106 

配当年次 １・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京・福岡／大阪・名古屋 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

 事業は社会で営まれる。当然、事業をとりまく環境としての社会を分析する必要が生じるであろう。事業構想の基本

は、社会のなかから「事業の種」をみつけることなのである。しかし現代社会は、高度に複雑化した社会である。複雑

でとらえどころのない社会を冷静に分析することで、（見せかけの社会課題ではない）本当の社会課題を発見すること

ができるであろう。 

 では、複雑な社会をどのように分析できるだろうか。社会を冷静に分析するためには、思考枠組み（フレーミング）

が必要である。論理的思考に裏打ちされた社会分析に基づいて現代社会の問題点を捉えれば、一定の説得力をもって社

会構造や社会変動を自らで予測することができるようになるであろう。そうすることで、おのずと事業の種となる真の

社会課題にたどりつくはずである。そうした社会課題を発見するのも、解決する事業のフィールドもまた、社会にほか

ならないのである。 

 本講義では現代社会の構造について、歴史的・文化的視点でのアプローチに基づく分析を中心に、社会現象の矛盾や

問題点をえぐり出し、それらを克服すべき新たな社会を構想しそれらを実現していく方法、それを担いうる事業のあり

方を構想することを目的とする。講義を通じて社会変動と事業構想のダイナミズムを自らで感じとり、複雑な社会問題

を的確に把握・解明して、解決策立案能力を身につけていく。 

 社会変革は、いかにして可能なのか。表層的な議論だけでなく、事物の本質をいかにして掴むのかという観点にも留

意しながら、最近注目を集めるコレクティブ・インパクトにも言及しながら議論を深めていきたい。 

＜到達目標＞ 

 社会分析という客観的・論理的視座を獲得し、事業の種というべき「社会課題」を発見することで各自の事業構想に

還元していくこと。また、事業を通じてどのように社会が展開されていくのかという点を自らの力で考察できるように

なること。本講義を受講することによって、以下のいずれかに到達することを想定している。 

 １、現代社会を論理的に分析し、社会課題の要因を特定し、事業構想に結びつける。 

 ２、現代社会から客観的・論理的思考に基づき、来るべき社会を予測する。 

 ３、現代社会を分析し、理想的な社会構想を描きあらたなビジネスモデルを構築する。 

＜授業の進め方と方法＞ 

 担当教員から話題提供（講義）し、その話題に基づきディスカッションを行うスタイルを想定している。詳細につい

ては、履修者人数などの問題もあるため履修者と相談して決定する。講義の残りの 10 分間（21：30〜21：40）は、ミ

ニットペーパーを書きながら、総括質疑の時間に充てる。本講義は、東京・福岡で開講する。 

＜講義計画＞ 

 初回はガイダンスとして１コマ、以降は２コマ（２講）連続の講義である。 

第1回（第１講）    ガイダンス及びイントロダクション――社会課題と事業構想        

第2回（第２・３講）  社会動向分析の事始め――社会課題を掴むための社会分析2.0?        

第3回（第４・５講）  社会問題論――だから騙される見せかけの社会問題            

第4回（第６・７講）  消費社会論と資本主義――我々が生きる世界観はどのように形成されるのか 

第5回（第８・９講）  公共性の変容と経営――新しい統治と市場の倫理、コレクティブ・インパクトを巡って   

第6回（第１０・１１講）キャンパス間交流（大阪・名古屋／東京・福岡の教員が相互に専門的な講義を実施する） 
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第7回（第１２・１３講）ICTは社会を変えるか――なぜ社会予測は外れるのか                

第8回（第１４・１５講）総括討論                               

＜講義外の課題＞ 

 科目の学修効果を高めるためには、日々受講生が「社会変革と事業構想」の講義から自身の事業構想へいかに結びつ

けることができるのかを意識することが重要である。日常から「考える」ことを厭わず、「常識を疑ってみる」ことを実

践すること。考えもしなかったことが事業構想の着想になりうることもある。 

＜教科書・参考書＞ 

 指定教科書はありません。初回授業時ないしは２回目の授業でリーディングス（読書案内）を配布します。また、講

義中に適宜、参照図書を紹介していきます。 

＜評価方法＞ 

１、授業毎にその場でコメントを書く「ミニットペーパー」を提出してもらいます。コメントとは、自分自身の意見と

そう考える理由・根拠のことです（50%）。 

２、GW（５月連休中）に、小課題「社会問題とその解決策」について400〜800字程度のレポート（20%） 

３、学期末に1200字〜2400字程度のレポート課題 「到達目標」のいずれかを書くことになります（30%）。 

 そのほかに、ディスカッションの発言等を加味します。 

＜その他の重要事項＞ 

 こちらは、講義要綱です。詳細の授業計画（シラバス）は、初回授業時に配布し説明します。遅刻や欠席をする場合

は、できるだけ事前にメールを大学院事務局宛に送って下さい。フォローアップのための準備をいたします。 

 講義受講の際は、絶えず自らの問題意識や課題を念頭において、講義やディスカッションがどのように役立つか／も

し役立たないと感じるのならば、どうしてそう思うのかを常に考えること。また、自らの問題意識や課題は、常に言葉

にできるように整理しておくことが重要である。 

 本講義について、疑問点や不明点が生じたらすぐに担当教員まで連絡してください。 
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科目名 技術革新と事業構想 担当教員 松本三和夫 科目コード 107 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 
キャンパス 東京／福岡 単位数 ２単位 
＜講義概要と目的＞ 
わたしたちが日常的に目にする地域社会や学校や会社や役所と相似の社会現象として技術をながめる

と、いかなる姿が浮びあがってくるのだろうか。そういう視点から、技術革新をいわば社会と串刺しに

してとらえることにより新規事業の構想を生む多様な背景を系統的に洞察し、新たな事業構想の萌芽を

自覚的に抽出することをめざす。技術革新が事業構想と交わる点を見出すには、技術と社会が表裏一体

であるかのようにみえるプロセスをくわしく分析することがとくに重要である。その過程を、研究現場

の内部構造、技術と社会の境界面で多発する社会的課題、背景となる制度的枠組みの３つの側面に即し

て、具体的に説明する。そのうえで、技術動向から事業構想を見通すために必要な2つの論点に焦点を

合わせる。ひとつは、技術の軌道であれ、事業の軌道であれ、いったんある軌道に乗って走りはじめる

と、そのまま過去の軌道を走り続けるという経路依存と呼ばれる現象が新規の事業構想にとってもつ光

と影を明らかにする。いまひとつは、新技術の立ち上げであれ、新規事業の立ち上げであれ、社会の中

でいままでにない新たな価値を真に生み出すにはどのような要因が関与しているかを浮き彫りにする。

 技術革新は社会変革をともなう。社会変革は、技術革新の助けを借りてすすむことが少なくない。技

術革新と社会変革の密接な関係を、どう事業構想のなかに体現できるかが全体の決め手になる。技術革

新と社会変革は一見異質にみえるが、じつは思いもかけない要因を介して地続きである。そのことをも

のがたる、できるかぎり多様な実例を適切に組み合わせて提示することにより、新規事業を構想するた

めに不可欠な多種多様な要因をマッピングし、どういう場合にどの要因に注目すべきかを示したい。 
 
＜到達目標＞ 
・技術革新と社会のインターフェイスに潜む不確実性が事業構想にとってチャンスになるための条件

を、技術社会学をふまえ、できるだけ多様な実例の学習をとおして具体的に理解し、各自の事業構想を

進化させる。 
・時代や地域や社会的な文脈が異なる多様な実例を、広い視野で適切に位置づけ、新規事業の着想にプ

ラットフォームを与えるために必要なスキルを身につける。 
・自身の事業構想を社会学的発想でフレーム付けし、他者に効果的に伝えるスキルを身につける。 
＜授業の進め方と方法＞ 
・講義とその都度挙示する参考文献による学習と教室での討論を軸にしたやりとりのサイクルを組み合

わせてすすめる。教室での自由な発想で行う討論をとくに重視する。 
・講義したことをふまえて、自分で考えた新規事業の着想を現物（原資料、生データ、当事者の証言な

ど）に即して検討するという趣旨で参加者に発表をしていただく。 
＜講義計画＞ 
 
第1回 オープンイノベーションと社会変革から事業構想をとらえ返す―本講義のねらい― 
第2回 技術革新の制度的枠組みと現場における専門職 
第3回 新技術の事業化における適切なアウトサイダーの役割 
第4回 ポスト３．１１の技術システムをめぐる情報の流れと事業構想 
第5回 社会的課題にこたえる環境技術と研究事業をとらえる社会学の視点 
第6回 社会への技術情報の発信と事業構想 
第7回 再生可能エネルギー技術の社会意思決定と事業構想―地熱発電と温泉業に触れて― 
第8回 まとめの事業構想案発表と討論 
 
＜講義外の課題＞ 
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 着想の源は慣れ親しんだ視野の中にあるとはかぎらない。思いもかけないことが新規事業の着想につ

ながる場合について常に自分なりに考えてみるように心掛けてほしい。 
＜教科書・参考書＞ 
必要に応じて授業中に指示する。 

 

＜評価方法＞ 
成績は、①出席と討論への積極的な参加などの平常の取り組みを 50%、②事業構想発表やレポートの

評価を50%として、総合的に勘案して評価する。 
＜その他の重要事項＞ 
講義や討論の内容が自身の事業構想にとってどのような意味をもちうるかを常に考えてほしい。そう

いう鋭い問題意識が、ここぞというときに重要になってきます。 
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科目名 技術革新と事業構想 担当教員 田浦俊春 科目コード 107 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期：名古屋、後期：大阪 

キャンパス 大阪／名古屋 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

昨今進歩の著しい科学技術の人間社会における意味をとらえ，事業構想につなげるための考え方を議論する．前半では，

まず，新たな技術は既存の技術の代替から始まるが，追って，その技術でしかなし得ない価値を市場に提供し始めると

いう技術革新の基本的流れを説明する．次に，3Dプリンタ，VR（人工現実感），AI（人工知能）を例に取り上げ，はじめ

にそれらの技術動向を学び，続いて事業に展開することを試みる．後半では，事業構想のための思考力について議論す

る．具体的には，いわゆる創造的思考に加えて，過去の設計思想を学ぶことの重要性について確認する．それは，優れた

プロダクトからは優れた設計思想が読みとれるのと同じように，成功した事業は良い思想のもとに展開されていると考

えられるからである． なお，本講義の目的は，あくまでも技術を生かし，より競争力のある事業を構想することであり，

技術そのものを開発することではない．従って，これまで技術に馴染みのなかった院生も是非聴講して頂きたい． 

＜到達目標＞ 

科学技術の人間社会における意味を正確にとらえ，それをもとに事業を構想する能力を身につける． 

＜授業の進め方と方法＞ 

各テーマ毎に，教員による講述と院生による調査および発表を交互に行う． 

また，必要に応じて，外部講師を招聘する． 

＜講義計画＞ 

第1回  序論（概要説明） 

第2回  ①イノベーションの事例分析 

         ②3D プリンタの技術動向の概要 

第3回  ①3Dプリンタを用いた事業構想案の検討 

         ②VRの技術動向の概要 

第4回  ①VRを用いた事業構想案の検討 

         ②AIの技術動向の概要 

第5回  ①AIを用いた事業構想案の検討 

         ②設計思想とは何か 

第6回  ①設計思想に関するケーススタディ 

         ②創造的思考について（その１） 

第7回  ①創造的思考について（その2） 

         ②創造的思考に関する演習 

第8回  ①総合討論（その1） 

         ②総合討論（その2） 

＜講義外の課題＞ 

各自，数テーマについて，調査および発表をして頂きます． 

＜教科書・参考書＞ 

教科書：田浦俊春「質的イノベーション時代の思考力—科学技術と社会をつなぐデザインとは—」勁草書房(2018) 

参考書：田浦俊春「創造デザイン工学」東京大学出版会(2014) 

＜評価方法＞ 

講義の中での発表の内容および姿勢等から総合的に判断します． 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 経済動向と事業構想 担当教員 高田 伸朗 科目コード 108 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業構想策定に際しては、景気動向や金利などのマクロ経済動向、顧客となる生活者や企業などのミクロ経済動向など、

事業を取り巻く経済の動向を外部環境としてきちんと認識しておくことが重要である。価格理論や市場メカニズム、さ

らに企業行動や消費者行動のモデル化など、経済学の視点からの分析力や発想力を身につけておくことが望まれる。ま

た社会経済における制度変化や経済動向の中に、事業機会を見出すことも少なくない。 

本講義では、日本経済や世界経済の動きを理解するとともに、生活者や企業の行動を経済学的な観点から捉える実践的

な知識や洞察力を身につけることを目的とする。 

＜到達目標＞ 

事業構想の策定に際して前提となる経済環境分析能力を身につけ、制度変更や経済動向の変化を事業構想に反映させる

スキルを身につける。具体的には以下の3点を習得することを目標とする。 

１． 事業構想策定の前提となる経済動向分析に関するスキル・ノウハウの習得 

２． 経済動向を捉える分析評価能力の習得 

３． 事業構想の社会経済的意義を考察する能力の習得 

＜授業の進め方と方法＞ 

授業は担当教員からの話題提供（講義）とそれに基づく討論の併用で、受講生の関心領域に基づく「問題提起」と全員参

加の討論を行なう。 

 

＜講義計画＞ 

第1回 オリエンテーション（講義計画の説明） 

第2回 経済理論 

（講義）マクロ・ミクロ経済学の基礎的理論の習得）、 

新SNA体系とＧＤＰの構成要素など経済統計の基礎の習得 

第3回 経済統計 

（講義）国勢調査、経済センサス、家計調査など政府統計の利用方法 

産業連関表の基礎的知識と、経済効果分析手法の習得 

第4回 経済動向（１） 

（事例研究と討論） 統計を利用した日本経済の特徴、サービス経済化の背景と事業機会 

第5回 経済動向（２） 

（事例研究と討論） ＴＰＰ・ＲＣＥＰなど各FTA{・EPAの背景と事業機会 

中国、韓国などアジア主要国の成長発展の動向と事業機会 

第6回 経済動向（３） 

（事例研究と討論） 経済的見地からみた農業の特性と新しい農業の動向 

オタク経済を事例とした新産業の特徴と事業機会 

第7回 経済動向（４） 

（事例研究と討論） 地方創生の動向と事業機会、 

超高齢社会の動向と事業機会（高齢化のプラス面をどう引き出していくか） 

第8回 まとめ 

（討論）     政府及び各政党の経済政策の評価 

日本経済の成長発展戦略、今後の日本経済をけん引する産業のあり方について 
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＜講義外の課題＞ 

経済白書。通商白書などの政府刊行レポートの読み込み。骨太の方針などの政府の政策方針の読み込みなどを予定。 

学期末に、レポート（1200～2000字程度）の提出を求める。 

＜教科書・参考書＞ 

講義毎に講義資料を配布するとともに、講義内容に関連した参考資料を提示する。 

 

＜評価方法＞ 

授業への参加・貢献・グループ討論50点と学期末に実施するレポート（1200～2000字程度）50点による総合評価を行

う。60点以上を合格とする。 

＜その他の重要事項＞ 

日本経済新聞の購読を前提とする。 
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科目名 経済動向と事業構想 担当教員 長田貴仁 科目コード 108 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 名古屋／大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義では、経営学者（神戸大学博士）とジャーナリスト、経営評論家といった多様な顔を持つ教員・長田貴仁（おさ

だ たかひと）が対話してきた多くの著名経営者のバックグラウンド、視点、思考、行動など、このクラスでしか聞けな

い話を披露しながら、「視聴者（受講生）参加型のライブ・トークショウ」を展開する。 

「構想は、妄想から始まる」。妄想は単なる思いつき、一方、ビジネスは合理的である、と考えられている。AI、ビッ

グデータの時代になり、より後者の思考が強まる傾向にある。しかし、皆が合理思考になる世の中で、あなたは「合理性

の罠」にはまっていないか。ビジネスを構想する上で、経済動向を把握する上で数字をしっかりと分析する力は重要で

あることは言うまでもない。しかし、それだけで競争力のあるビジネスが実現できるだろうか。「横並び」の原因はここ

にあるかもしれない。「賢い（と言われた）経営者」が相次いで失敗している。彼らは経済動向を綿密に分析していたは

ずである。それなのに…。本講義では、経営学とジャーナリズムを融合した実践知、さらに、脳科学から「俗な話」まで

幅広い知見（教養）を総動員し、非合理性を合理的に考える「事業構想に役立つ妄想力」を鍛えることを目的とする。

＜到達目標＞ 

妄想を具体的な構想に変換する能力を獲得するため、情報を洞察するリテラシーを磨く。皆が考えているから、いま、

世の中がこうだから私も、という単純思考から脱出し、自分独自の事業構想メソドロジー（方法論）を確立する。 

＜授業の進め方と方法＞ 

テキストを輪読するような無味乾燥な芸無しの授業は行わない。テキストは読んできたものとして進める。単なる「机

上のお勉強」ではない。魂を揺さぶる「知的寄席」である。まずは、担当教員の長田が「前座」を演じ、ほとんどの質問

に即答する。次は、各自が拾ってきた「ネタ」を披露し、妄想を構想に転換できるよう「つっこみ」を入れていく。 

＜講義計画＞ 

第1回 オリエンテーション（講義計画の説明 ― 長田は、一般的な研究者、実務家とは違いますぞ。どこが？ 

第2回 賢い（と言われた）経営者が失敗する理由 ― 経済動向を把握できる優等生になれるだけでいいのか。 

第3回 長田のトークショウ１ ＆ 受講生のネタ出し1. ― ツッコミ「それで食べていけますか」。 

第4回 長田のトークショウ2 ＆ 受講生のネタ出し2. ― ツッコミ「それで食べていけますか」。 

第5回 長田のトークショウ3 ＆ 受講生のネタ出し3. ― ツッコミ「それで食べていけますか」。 

第6回 長田のトークショウ4 ＆ 受講生のネタ出し4. ― ツッコミ「それで食べていけますか」。 

第7回  Q&A 集中セッション ― 博士（経営学）＆ジャーナリスの長田が、理論と経験知を披露する。 

第8回  妄想から転換した構想を発表し,皆で総評 ― これであなたも、（独立、社内）起業家へ第一歩を踏み出せる。

＜講義外の課題＞ 

「日本経済新聞」だけでなく、「プレジデント」、「日経ビジネス」、「週刊ダイヤモンド」、「週刊東洋経済」（紙部数順）

などの経済・ビジネス紙・誌を幅広く読み（オンラインも可）、ネタ集めを行うこと。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書：宮崎勇、本庄真、田谷貞三（2018）『日本経済図説 第4版』岩波新書 

長田貴仁（2017）『セコム』出版文化社 

参考書：上記の経済・ビジネス紙・誌に加えて、適宜、図書を推奨する。 

＜評価方法＞ 

いかに自発的に発言したか、受講生の議論を促すように努めたか、といった視点から受講姿勢を評価＝60％ 

第8回でプレゼンしてもらった構想とその背景となる経済動向についてまとめたレポートを提出してもらう＝40％ 

＜その他の重要事項＞ 

発表担当と指定された日には欠席しないこと。万が一、欠席する場合でも無断欠席は言語道断。事前に欠席とその理

由を事前に届け出て（メールで可）、授業に穴が開かないよう、自分で依頼し代理の発表者を立てること。 
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科目名 経済動向と事業構想 担当教員 若林 宗男 科目コード 108 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 福岡 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

地域経済を発展させる事業構想、地域社会の課題を解決する事業構想を考える。東京一極集中が過度に進み、地方はあ

えいでいる。地方が元気にならなくて日本の発展はない。そういう視点で、地域経済と地域社会について考察するとと

もに、日本の地方は何を目指すべきか、事業構想者は何を目指すべきか、を考える。時代は変化し続けていることを理解

し、よりよい未来を作るために何ができるかを、考え、議論する。 

＜到達目標＞ 

地域経済を発展させる事業構想、地域社会の課題を解決する事業構想を考える。 

講義を通して、受講生がそれぞれの事業構想を作り、発表する。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

毎回の講義で取り上げる課題について、教員のプレゼンテーションと受講生のディスカッションを行う。 

ディスカッション、発表を重視する。 

＜講義計画＞ 

①オリエンテーション。チームメンバーを知る。講義の方向性を共有する。 

②地域の課題を考える。 

③時代の変化を考える。 

④社会課題を事業が解決する事例について考える。その１。 

⑤社会課題を事業が解決する事例について考える。その２。 

⑥価値と価格について考える。その１。 

⑦価値と価格について考える。その２。 

⑧まとめ。各自の事業構想の発表とディスカッション。 

＜講義外の課題＞ 

受講者による調査、発表の機会を設ける。 

ゲスト経営者や講師を招いて講演してもらうことも検討する。 

＜教科書・参考書＞ 

特に定めない。講義の進行に沿って参考となる書籍を紹介し推薦する。 

＜評価方法＞ 

講義への参加。発言、発表を重視する。 

成績は、①出席と討論への参加態度など「平常取り組み姿勢」を５割 ②発表・レポート提出物の内容など「講義内容 の

理解レベルを計る成果」を５割として、総合的に勘案し評価する。 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 経営環境と事業構想 担当教員 竹安聡 科目コード 109 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京・大阪（巡回授業） 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義では、特に事業構想の立案～実践を想定し、リソース（人材・資金）の集め方やシナジーの発揮、リスク回避、

種々の阻害要因への対処、従業員の士気高揚など、実際の事業構想の現場で必要となるスキルや知恵、行動様式など

事業構想の「実践知」を学んでいく。 

「実践知」は、存在次元（経営理念、想いと行動力、理念共有）、事業次元（ビジネスモデル化、課題解決手法、 

ニーズ把握・CS経営）、収益次元（事業計画、収支管理、生産性向上）の3つの次元でとらえる必要がある。 

教員や外部講師の事業経験を題材としたケーススタディにより実践事例を学びながら、ディスカッションを通じて 

事業構想への理解を深めることを目的とする。 

＜到達目標＞ 

新規事業は予測がつかないことの連続であり、構想と実践の乖離（ギャップ）を分析し、都度修正していく必要が 

ある。暗黙知を形式知化することにより蓄積された「実践知」を体得することが目標となる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

第2回目以降、前半90分は教員自らの実践事例を題材にした講義を行う。後半90分は、講義から院生それぞれが 

得た気づきや、事例の中にある課題解決手法などについてグループディスカッションを行った後、抽出された学びの

内容を自らの言葉で発表し、教員との双方向コミュニケーションを通じて理解促進をはかる。 

＜講義計画＞ 

 2週目以降は前半をケーススタディ、後半をディスカッションに充てることを基本とする。 

 

第1回 ①オリエンテーション（講義概要の説明） 

第2回 ②ケーススタディ（介護サービス事業）、③ディスカッション（事業構想視点の抽出） 

第3回 ④ケーススタディ（M&Aによる事業拡大）、⑤ディスカッション（事業構想視点の抽出） 

第4回 ⑥ケーススタディ（スマートタウン事業）、⑦ディスカッション（事業構想視点の抽出） 

第5回 ⑧外部講師講演（企業の経営幹部や、各種団体の代表者等）、⑨ディスカッション （事業構想視点の抽出）

第6回 ⑩ケーススタディ（経営環境の変化と事業構造の転換）、⑪ディスカッション（事業構想視点の抽出） 

第7回 ⑫ケーススタディ（オリンピックスポンサーとスポーツマーケティング）、 

⑬ディスカッション（事業構想視点の抽出） 

第8回 ⑭講義「経営理念とブランド戦略」、⑮ディスカッション 

 

＜講義外の課題＞ 

講義テーマに即した関連書籍等での自学自習を推奨する。 

＜教科書・参考書＞ 

 ケーススタディを題材にしたオリジナルテキストを使用する。 

＜評価方法＞ 

 講義・ディスカッションへの主体的参加等による総合評価とする。 

＜その他の重要事項＞ 

東京・大阪の巡回授業とする。一部の講義を夏季補講期間に行う場合がある。 
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科目名 経営環境と事業構想 担当教員 丸尾聰 科目コード 109 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 名古屋／福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

「経営計画」と聞くと、ヒト・モノ・カネ・情報の４大資源を、管理する方法や活用する方法を、詳細に記載されたも

の、を思い浮かべる人が多い。他方で、「事業構想」と聞くと、時代背景やトレンドの動向をもとに、今後の市場で売れ

そうな商品やサービスと、その収益性を中心に記載されたもの、を思い浮かべる人が多い。両者の「アウトプット・イメ

ージ」には、大きな差がある。また、作業手順にも大きな違いがあるように思う。前者は、４大資源が同時並列で検討さ

れるのに対し、後者は、商品や顧客の検討が先行し、それらがある程度決定してから、カネやヒトが検討されるという順

序を踏む。果たして、「事業構想」は、今のアウトプット、今の手順のままで良いのだろうか。 

本講義では、この疑問を基盤に、経営資源を「資金調達」「雇用」などの社外環境と、「組織」などの社内環境のそれぞ

れについて、管理や活用に関するケース（事例）をもとに討議を重ね、事業構想を多角的に進め、現実感のあるアウトプ

ットにし、事業の実現性と継続性を高めることを目的とする。 

「事業構想」の際は、「商品やサービスの市場」のアイデアやマーケティングと同等に、「雇用の市場」や「資金調達の

市場」に対しても、アイデアやマーケティングを練るべき、と考える。雇用計画は「何人調達するか」よりも、「誰と事

業を協働するか」の方が重要だし、資金調達計画は「いくら調達するか」よりも、「誰から調達するか」の方が重要であ

る、というように。言い方を変えれば、雇用者も、資金調達先も、「ターゲット」を絞ることが重要であるし、「ペルソ

ナ」も詳細に描くべきなのである。 

また「事業構想」は、事業開始前に事業を企画することのみを指すものではない。事業開始後に、成果をレファレンス

することや、市場の反応を見ながら、修正や再構想をすることも含まれる。「経営環境」の認識を深め、その環境変化へ

の対応や活用を疑似体験しておくことは、柔軟で視野の広い「事業構想」能力を涵養することに資すると信じる。 

＜到達目標＞ 

「商品やサービスの市場」だけでなく、「雇用の市場」や「資金調達の市場」に対する認識が深まり、その環境変化へ

の対応ができたり、逆に活用もできるようになること。履修前よりも「事業構想」能力が高まること。 

＜授業の進め方と方法＞ 

第１回は、履修判断の材料となるような「模擬授業」を実施。第２回以降の各セッションの「短縮版」の位置づけ。

授業方法は、慶應義塾大学ビジネススクールにて開発された「ケースメソッド」を採用する。使用するケース（事例）

は、「経営環境」にかかる各回のテーマを深掘りするものであり、授業の前々週までに、設問を添えて履修生に配布する。

履修生は、授業の前々日までに、ケースを読み込んだ上で設問の回答を、担当教員まで提出する。 

第２回〜第１３回は、２コマを１セッションとする。１コマ目は、ケース（事例）と事前に提出された履修生の回答を

用いて、担当教員から授業当日に提示された追加設問に基づき、個人ワークを行い、その後、小グループ（２〜４人）で

の討議を行う。２コマ目は、個人ワークや小グループでの討議をもとに、クラス全体での討議を行い、さらに、多様な視

点の発見と、考え方の発掘を行う。授業の最後には、「経営環境」にかかる各回のテーマについて、担当教員から講義を

行う。 

第１４回、第１５回は、履修者全員にプレゼンテーションをしていただく。履修生各自の「（事業構想の前提とすべき）

経営環境」に関するテーマを１つ決めて、それについて調査・研究したものを発表する。発表に対して、他の履修者は、

質疑応答ならびに評価コメントを行う。 
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オリエンテーション：第１回 講義＋個人ワーク＋ミニ討議（小グループ）＋ミニ討議（クラス全体）＋講義 

 「事業構想」における検討不足ケースを題材に、「経営環境」からの検討の重要性を認識する 

第１セッション：第２回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第３回 討議（クラス全体）＋講義 

 「自社の許容受注量の数倍の発注」への対応：ケース＝災害発生による大量発注 

第２セッション：第４回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第５回 討議（クラス全体）＋講義 

 「社内不正の発覚」への対応：ケース＝小売店における現金違算発生 

第３セッション：第６回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第７回 討議（クラス全体）＋講義 

 「管理職の伸び悩み」や「幹部の退職」への対応 ：ケース＝MVPプレイヤーの昇格後の成績不振 

第４セッション：第８回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第９回 討議（クラス全体）＋講義 

 「先行企業の低価格発売」への対応：ケース＝原価度外視価格で販売した競合の業績不振 

第５セッション：第１０回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第１１回 討議（クラス全体）＋講義 

 「債務超過までの秒読み」への対応：ケース＝大胆なインフラ投資が裏目に出た倒産の危機 

第６セッション：第１２回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第１３回 討議（クラス全体）＋講義 

 「革新的提言への反発」への対応：ケース＝真の美の提案広告への社会からの拒否 

最終プレゼンテーション：第１４回、第１５回 発表＋質疑応答＋講評（クラス全体） 

 履修生（各自）の「（事業構想の前提とすべき）経営環境」に関する調査・研究を発表する 

注：上記講義計画は、履修者の人数や、履修者の事業構想の現状を考慮して、変更することもある。 

＜講義外の課題＞ 

特になし。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書は、特に使用しない。総括資料は、６つの各セッションの最後に配布する。参考書があれば授業中に紹介する。

＜評価方法＞ 

評価は、以下の４つのパートに分け、それぞれ質または量で評点化する。１００点満点。 

（１）事前課題：６つの各セッションの授業の前々日までに、教員へメール添付にて提出する。なお、授業の当日の討議

（小グループ）および討議（クラス全体）の際に使用するため、必ず持参すること。提出物は１セッションにつき５点

（評価の５％)で、６セッション分を提出すると、合計で３０点（評価の３０％)。未提出の場合は、回数分減点。提出物

の質は、評価対象外。 

（２）討議（クラス全体）での発言の量と質：６つの各セッションと最終プレゼンテーションにつき、発言量点が最大３

点、発言質点が最大２点で計５点満点（評価の５％)。最大加点は３５点（評価の３５％）。減点はないので、積極的に発

言してほしい。 

（３）授業後に提出する「学びの成果シート」：６つの各セッションと最終プレゼンテーションの終了時に、講師へ直接

提出する。文字通り、授業での気づきや学びを書く。１セッションにつき２点（評価の２％)で、６セッション分を提出

すると、合計で１４点（評価の１４％)。未提出の場合は、回数分減点。提出物の質は、評価対象外。 

（４）最終プレゼンテーション：発表を実施し、資料を提出すれば、９点（評価の９％)を加点。さらに発表内容や質疑

対応、資料内容の質を評価。最大加点は１２点（評価の１２％）。 

＜その他の重要事項＞ 

本講義では、各自が「勇気」をもって発言し、教室内の全履修生に対し「礼節」を重んじ、他の履修者の発言内容に

「寛容」さをもって傾聴すること。この３か条を遵守することにより、「ラーニング・コミュニティ（学びの共同体）」が

醸成され、履修者全員の学びが最大化する。 
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科目名 クリエイティブ発想法 担当教員 丸尾聰 科目コード 201 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京／名古屋 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義は、事業構想の起点である「発・着・想」の基盤を、根底から鍛えることを目的とする。 

まず「発想」は、自己の内部に蓄積された情報を、瞬時に編集して発射するものだが、その源泉は、過去に自分の感覚

器官を通して「観察」された後に蓄積されたものである。次に「着想」は、自己の外部に存在する情報を「観察」して、

自己の内部の情報と瞬時に融合させて発射するものだが、外部に存在する情報を「観察」時にできるだけ多く、かつ、無

編集で蓄積できれば、編集の可能性の幅は格段に広がる。最後に「想像」は、「発想」や「着想」と異なり、意識して行

う行為であるため、脳内に蓄積された自己モデルが基盤となる。自己モデルは、「発想」や「着想」を通じて編集・蓄積

されたものをもとに、共通性や相関性を見出して構築されたり、あるいは破壊されたりする。つまり「想像」もルーツを

たどれば、「観察」に辿り着く。 

つまり、「発・着・想」の原点は「観察」にあり、「観察力」を鍛えることで「発・着・想」が鍛えられるのである。

様々な発想法の多くは、発想者に様々な「切り口」や「視点」を提供し、発想者に内在する何かを素材として、脳にお

いて「演算」をさせる行為が多い。冒頭で「基盤から」と書いたのは、「発想者に内在する何か」である発想の素材の、

質と量を高めることで、様々な発想法による演算結果の質と量が、さらに高まるからである。 

「基盤」の具体的な能力とは、事業構想の起点となる「発・着・想」の中の「着想」および「想像」の基盤能力である

「観察力」である。「観察」は、デザイン思考を始め、多くの創造や構想の初手の行為となっており、観察の巧拙・深浅

が、事業構想の最終品質を決定づける、と言っても過言ではない。また「観察」とは、眼を中心とした感覚器官を通し

て、情報を入力する行為である。しかし、成人した人間は、多くの経験と知識でフィルターを作り、入力時点で情報を無

意識に取捨選択する。結果として、感覚器官を通る情報の９割強が入力時に捨象される。いわば、眼は「見ている」の

に、脳が「見ないようにさせている」のである。しかし、「発・着・想」の起点となる、革新性の高い情報は、捨象する

９割強の情報に潜んでいることがほとんどである。 

さらに講義中に、「観察」で得た情報の意味づけまでを行う。この意味づけでは、経験と知識を駆使して、組合せや統

合を施す。そのプロセスを分解するすると概ね４つの行為となる。１つめは、情報の捨象を極力防止しながら観察する。

観察に集中するために、対象物を忠実に絵や図に描写する。２つめは、観察中や描写中に気づいた、対象物の特徴を、絵

や図に描かれた対応部位に、文章で追記する。この２行為は、できる限り経験と知識を封印する。３つめは、追記した特

徴の理由づけを想像する。想像を最大化するために、経験と知識を最大限駆使する。想像した理由づけは文章化する。４

つめは、文章化した特徴と理由を、他人と共有し、討議しながら、さらに新たな特徴の発見や、新たな理由づけに関する

発想を膨らませる。以上４つの行為を、異なる対象物に対して、６回、反復実践する。そして、本講義の締めに、各自の

観察力の深化を確認する発表と討議を行う。 

＜到達目標＞ 

まず、入力能力として「観察力」の向上。主に視覚だが、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の能力向上も目指す。 

次に、変換能力として、過去に獲得した知識や経験に基づいて形成された「先入観」や「考え方の癖」の捨象。特に、

現場、現物、現実で得られた情報をできるだけ解釈を挟まずに、ありのままを受容する。それにより、自らの脳内および

身体内に存在する「視点」「視野」「感覚」「情報群」を再構築する。特に、自然の摂理、人間の尊厳、環境との調和など、

普遍的価値や社会的価値に通底する「発想の原型」や「思考の鋳型」が醸成されることを目指す。 

最後に、出力能力として、既存の発想法を駆使することで、「発想力」の向上。ただし、成果は漢方薬のごとく、時間

をかけて、じわじわと現れ、講義や課題のみでは観察回数が圧倒的に少ないため、講義で学んだ観察方法を日常で実践

することを強く推奨する。そのため、事物をじっくり観察することを楽しめるようにする。それにより、脳が無意識に情

報を捨象することを自覚し、観察できるようになる。さらに、観察で発見した事物の特徴をすぐに意味付けせず、多数の

意味の候補を列挙できるようになる。次に、発見した事物の特徴や意味づけの候補を増やし、経験や知識と組み合わせ

ることで、「着想」や「想像」の量を、等比級数的に増やすことができる。また、「着想」や「想像」の量の増加は、質の

向上にもつながり、事業構想に向けたアイデアの質量両面での向上に寄与することができる。 

副次的効果として、固定観念にとらわれなくなり、何気ない風景にも感動する豊かな感性を養うことができる。 
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＜授業の進め方と方法＞ 

第１回は、履修判断の材料となるような「模擬授業」を実施。第２回以降の各セッションの「短縮版」の位置づけ。

授業方法は、慶應義塾大学ビジネススクールにて開発された「ケースメソッド」を基盤とした「ディスカッションメソ

ッド」を採用する。使用する対象物は、「発・着・想」の強化にかかるものであり、授業の前々週までに、設問を添えて

履修生に配布する。履修生は、授業の前々日までに、対象物を観察した上で設問の回答を、担当教員まで提出する。 

第２回〜第１３回は、２コマを１セッションとする。１コマ目は、対象物と事前に提出された履修生の回答を用いて、

担当教員から授業当日に提示された追加設問に基づき、個人ワークを行い、その後、小グループ（２〜４人）での討議を

行う。２コマ目は、個人ワークや小グループでの討議をもとに、クラス全体での討議を行い、さらに、多様な視点の発見

と、意味づけの発掘を行う。授業の最後には、「発・着・想」の強化について、担当教員から講義を行う。 

第１４回、第１５回は、履修者全員にプレゼンテーションをしていただく。履修生（各自）の選定した対象物につい

て、徹底した観察に基づく分析を施し、想像力を最大限駆使した成果を発表する。発表に対して、他の履修者は、質疑応

答ならびに評価コメントを行う。発表者も評価者とも、物の形状や構造から意味や手法を学ぶ。 

＜講義計画＞ 

オリエンテーション：第１回 講義＋個人ワーク＋ミニ討議（小グループ）＋ミニ討議（クラス全体）＋講義 

 「製造物」の課題を発見し、解決した「新商品」を構想する：ケース＝容器の改良 

第１セッション：第２回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第３回 討議（クラス全体）＋講義 

 「製造物」の観察から機能・製法を想像する：ケース＝容器 

第２セッション：第４回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第５回 討議（クラス全体）＋講義 

 「建造物」の観察から機能・構造・施工法を想像する：ケース＝有名建築 

第３セッション：第６回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第７回 討議（クラス全体）＋講義 

 「映像制作物」の観察から役割・演出法を想像する：ケース＝有名映画 

第４セッション：第８回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第９回 討議（クラス全体）＋講義 

 「人間行動」の観察から意識・思考法を想像する：ケース＝公共空間 

第５セッション：第１０回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第１１回 討議（クラス全体）＋講義 

 「文芸制作物」の観察から意味・表現法を想像する：ケース＝著名作家の随筆 

第６セッション：第１２回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第１３回 討議（クラス全体）＋講義 

 「数値集計物」の観察から意味・活用法を想像する：ケース＝企業情報 

最終プレゼンテーション： 第１４回、第１５回 発表＋質疑応答＋講評（クラス全体） 

 「（各自が選定した）物の形状や構造から意味・手法を想像する」を発表する 

注：上記講義計画は、履修者の人数や、履修者の事業構想の現状を考慮して、変更することもある。 

＜講義外の課題＞ 

各セッションで指定されている対象物の観察に、できる限り時間をかけ、より多くの角度から描写し、より多くの特

徴を抽出し、意味づけをすることで、学習効果は高まる。余力があれば、各セッション終了後に、類似物１つを選定し、

下記のスケッチブック等を用いて、観察と描写を行うことを強く推奨する。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書は、特に使用しない。総括資料は、６つの各セッションの最後に配布する。なお、本講義の事前課題の回答を、

太めのシャープペンシル（0.9mm・推奨製品＝コクヨ製PS-P100）等を用いて、スケッチブック（クロッキーブック・推

奨製品＝クリームコットン紙・小・黒表紙・マルマン製SS2・214mm×242 mm）等に描くことを推奨する。また、本講義

を機に、身の回りのモノの観察と描写を行うことを習慣づけて欲しい。描画が蓄積されたスケッチブックは、最高の教

科書・参考書となる。蓄積された描画を見直すことで、描画中の脳の状態が蘇り、観察力がさらに向上するからである。

 

 

 

 

＜評価方法＞ 
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評価は、以下の４つのパートに分け、それぞれ質または量で評点化する。１００点満点。 

（１）事前課題：６つの各セッションの授業の前々日までに、教員へメール添付にて提出する。なお、授業の当日の討議

（小グループ）および討議（クラス全体）の際に使用するため、必ず持参すること。提出物は１セッションにつき５点

（評価の５％)で、６セッション分を提出すると、合計で３０点（評価の３０％)。未提出の場合は、回数分減点。提出物

の質は、評価対象外。 

（２）討議（クラス全体）での発言の量と質：６つの各セッションと最終プレゼンテーションにつき、発言量点が最大３

点、発言質点が最大２点で計５点満点（評価の５％)。最大加点は３５点（評価の３５％）。減点はないので、積極的に発

言してほしい。 

（３）授業後に提出する「学びの成果シート」：６つの各セッションと最終プレゼンテーションの終了時に、講師へ直接

提出する。文字通り、授業での気づきや学びを書く。１セッションにつき２点（評価の２％)で、６セッション分を提出

すると、合計で１４点（評価の１４％)。未提出の場合は、回数分減点。提出物の質は、評価対象外。 

（４）最終プレゼンテーション：発表を実施し、資料を提出すれば、９点（評価の９％)を加点。さらに発表内容や質疑

対応、資料内容の質を評価。最大加点は１２点（評価の１２％）。 

＜その他の重要事項＞ 

本講義では、各自が「勇気」をもって発言し、教室内の全履修生に対し「礼節」を重んじ、他の履修者の発言内容に

「寛容」さをもって傾聴すること。この３か条を遵守することにより、「ラーニング・コミュニティ（学びの共同体）」が

醸成され、履修者全員の学びが最大化する。 
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科目名 クリエイティブ発想法 担当教員 渡邊信彦 科目コード 201 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義では 自分に一番フィットしたアイデア発想法を身につけることを目的として、多くのアイデア発想を演習で学

びます。その後、ビジネスモデルの構築までを実際のケースを使ってグループワークまたは個別作業にて作成します。

また、講義毎に講義2コマ分を1セットとしアイデアのヒントとなる外部講師やケーススタディを学び視野を広げて、

ワークショップに入っていただきます 

（1）1コマ目講義 

（2）2コマ目演習 

＜到達目標＞ 

発想法とは何なのかを理解し、多くの発想法を習得したあと、自分なりの発想法を見つけるまで落とし込む。 

＜授業の進め方と方法＞ 

座学、グループワーク、ゲスト講師によるプレゼンによって、各課題や論点について共有、検討をしていく。 

＜講義計画＞ 

① オリエンテーション（授業計画とセルフプレゼンテーション） 

 〜以降、2コマ1セット 

 ② 講義＝ 課題を明確にする 多視点でみる   演習＝アイデア発想演習1 

 ③ 講義＝ アイデア脳をつくる         演習＝アイデア発想演習2 

 ④ 講義＝ ブレイクスルーの発見から創造      演習＝アイデア発想演習3 

 ⑤ 講義＝ ゲストトーク 発想へのヒントのインプット 

 ⑥ 講義＝ アイデアの拡散から共鳴合意     演習＝収束からビジネスモデルへ 

 ⑦ 演習＝ グループワーク 提案作成 

 ⑧ 総括 グループプレゼンテーション 

＜講義外の課題＞ 

特になし 

＜教科書・参考書＞ 

随時紹介いたします。 

＜評価方法＞ 

授業における修習度 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 クリエイティブ発想法 担当 井上滋樹 科目コード 201 

配当年次 1 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 福岡 単位数 ２単 

＜講義概要と目的＞ 

新しい事業を創造するために、自由、かつ大胆な発想を拡散して画期的なアイデアを生み出してい

く必要がある。この講義では、『デザイン思考』におけるクリエイティブ発想法を中心に添えながら

『描く・デザイン発想法』、『飛びこむ・異世界発想法』、『変身する・他者発想法』、『つながる・共

創発想法』、『未来と出会う・予言発想法』という５つの発想法を学び、それらを活用し国連が定め

た持続可能な社会のための目標である SDGs であげられた目標や九州における地域の課題を解決す

事業構想のワークショップを実施する。 

 

＜到達目標＞ 

●『デザイン思考』におけるクリエイティブ発想法を学び、アイデアが湧き出る体質をつくる。 

●その上で具体的な事業を構想してもらう企画力を身につける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

毎回講義を実施後、共創ワークショップを実施する。最終的にプレゼンテーションをしてもらう。

 

＜講義計画＞ 

第 1 回４月日（木）(２コマ)：『デザイン思考』講義/ワークショップ 
第 2 回４月日（木）(２コマ)：『SDGs デザイン』講義/ワークショップ 
第３回５月日（木）(２コマ)：『広報視点の発想』講義/ワークショップ* 
第４回５月日（木）(２コマ)：『地方創生』の講義/ワークショップ* 
第５回６月日（木）(２コマ)：『異世界発想法』フィールドワークの実施 
第６回６月日（木）(２コマ)：『カンヌ・クリエィテイブ最新報告』* 
第７回７月日（木）(２コマ)：『事業構想 オリエンテーション』 
第８回７月日（木）(２コマ)：『事業構想 プレゼンテーション』 
毎回：１８時３０分〜２１時４０分 
 (*印はゲスト講師を予定。) 

 

＜講義外の課題＞ 

 

＜教科書・参考書＞ 

井上滋樹著、『いい考えがやってくる! 』日本経済新聞出版社 
＊最初の講義までに読んでおくこと。 

＜評価方法＞ 

① 積極的に参加したかどうか、②「クリエイティブ発想」をどれだけ習熟したか、③プレゼンテ

ーションの内容 

＜その他の重要事項＞ 

なし 
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科目名 実践アイデア発想演習 担当教員 渡邊信彦 科目コード 202 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義では 自分に一番フィットしたアイデア発想法を身につけることを目的として、多くのアイデア発想を演習で学

びます。その後、ビジネスモデルの構築までを実際のケースを使ってグループワークまたは個別作業にて作成します。

また、講義毎に講義2コマ分を1セットとしアイデアのヒントとなる外部講師やケーススタディを学び視野を広げて、

ワークショップに入っていただきます 

（1）1コマ目講義 

（2）2コマ目演習 

＜到達目標＞ 

発想法とは何なのかを理解し、多くの発想法を習得したあと、自分なりの発想法を見つけるまで落とし込む。 

＜授業の進め方と方法＞ 

座学、グループワーク、ゲスト講師によるプレゼンによって、各課題や論点について共有、検討をしていく。 

＜講義計画＞ 

① オリエンテーション（授業計画とセルフプレゼンテーション） 

 〜以降、2コマ1セット 

 ② 講義＝ 課題を明確にする 多視点でみる   演習＝アイデア発想演習1 

 ③ 講義＝ アイデア脳をつくる         演習＝アイデア発想演習2 

 ④ 講義＝ ブレイクスルーの発見から創造      演習＝アイデア発想演習3 

 ⑤ 講義＝ ゲストトーク 発想へのヒントのインプット 

 ⑥ 講義＝ アイデアの拡散から共鳴合意     演習＝収束からビジネスモデルへ 

 ⑦ 演習＝ グループワーク 提案作成 

 ⑧ 総括 グループプレゼンテーション 

＜講義外の課題＞ 

特になし 

＜教科書・参考書＞ 

随時紹介いたします。 

＜評価方法＞ 

授業における修習度 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 実践アイデア発想法 担当 西根英一 科目コード 202 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

必修・選択の別 選択 授業の方法 講義並びに演習 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

クリエイティブ発想とロジカル思考の和をもって、知を視覚化しながらアイデアを発想し、事業を創発

していきます。事業構想力のベースとなる 0 を 1 にする階段へのアプローチをいくつかの発想法をもっ

て体験していきます。 

＜到達目標＞ 

アイデアを文字や数字の並びでなく、数式にする、図式にする、地図にする、絵本にするような発想で

“アイデアを描く”(ビジュアルマッピング)能力を会得することを目標にします。 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義体をとらず、イントロダクションにてテーマをガイダンスした後は、少人数の複数チームに分かれ、

ファシリテーターが立ち、アイスブレイクに始まり、ブレインストーミング(＋ブレインライティング)

からビジュアルマッピングで視覚化し、ブラッシュアップへと進みます。クリエイティブシンキングが

前半、クリティカルシンキングとロジカルシンキングが後半に求められます。 後に全体を振り返り、

クロージングします。 

＜講義計画＞ 

第 1 回 テーマ① ひとの意思決定因子(decision making factor)を洗いざらいまんべんなく総ざらい

すると、どんな事業が創発されるか？ 

 (究明的にアイデアを発想する) ＝フィッシュボーンダイヤグラム 

第 2 回 テーマ② 異常と正常を逆転させて発想すると何が生まれ、どんな事業が創発されるか？ 

         (逆転的にアイデアを発想する) ＝リバース 

第 3 回 テーマ③ 異質なものを掛合わせて発想すると何が生まれ、どんな事業が創発されるか？ 

         (混合的にアイデアを発想する) ＝コンバイン 

第 4 回 テーマ④ 興味のない本の目次をパクって関心ある内容の本の目次をつくると何が書けるか、

どんな事業が創発されるか？ 

         (編集的にアイデアを発想する) ＝ランダムインプット 

第 5 回 テーマ⑤ 理想とする条件を｢ 大｣｢ 上｣｢ 適｣と順に付替えていくと何が変わるか、どんな

事業が創発されるか？ 

         (理想的にアイデアを発想する) ＝オプティマム 

第 6 回 テーマ⑥ 存続しない・継続しない・承継しないをルールにしたら何が生まれ、どんな事業が

創発されるか？ 

         (前提破壊的にアイデアを発想する) ＝アサンプションスマッシング 

第 7 回 テーマ⑦ 世の中のありとあらゆる変数を集めて演算すると、どんな事業が創発されるか？ 
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(演算的にアイデアを発想する) ＝アルゴリズム 

第 8 回 MPD 名古屋画廊｢ビジュアルマッピング｣グループ展 

    テーマ①～⑦にて学んだ発想法を用いて、個別に制作したビジュアルマッピングの作品(数式、

図式、地図、絵本などで表したもの)を各自一点持ち寄り、画廊のごとく展示して、来場者に

アイデアを語る。 

＜講義外の課題＞ 

名古屋近郊で開催される知の創発に関連するイベント(世代が異なったり業態が異なったりするものが

好ましい)に参加ないしそれを聴講し、どんな発想法で知が創発されているかを探ること。 

＜教科書・参考書＞ 

各テーマに沿った資料を毎回提示します。 

＜評価方法＞ 

チームテーマ発表(第 1 回～第 7 回)と個人成果発表(第 8 回)を評価の 8 割に設定します。残り 2 割は｢チ

ーム｣への参画度を平常点とします。 

＜その他の重要事項＞ 

拡散と収束、水平と垂直、統合と分析など、アイデア発想のための交錯を楽しむことを厳守。 
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授業科目名 実践アイデア発想演習 担当 井上滋樹 科目コード 202 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 集中 

開講キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

この講義では、より実践的なアイデア発想を学ぶために、座学に加えてフィールドワークを

実施し具的的な事業構想を創りあげる講義とする。そのため、当該地域での合宿を行う。 

＜到達目標＞ 

●「デザイン思考 」、「アイデア発想法」、「ビジネスモデルキャンバス」について学ぶ。 
●新事業開発を想定して、実現性の高い事業構想アイデアがだせるようになる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

共創ワークショップ、フィールドワークを実施して最終的にプレゼンテーションをしてもらう

＜講義計画＞ 

第 1 回 9 月 12 日 (木) 18:30 〜 21:00 オリエンテーション  
   「デザイン思考」 「アイデア発想法」講義と演習 
第 2 回 9 月 14 日 (土) 9:00 〜 18:00 合宿 フィールドワーク＆新事業企画 
   9 月 15 日 (金) 9:00 〜 18:00 合宿 プレゼンテーション 
第 3 回 9 月 19 日 (木) 18:30 〜 20:30 まとめ 

 
＊昨年度は、別府市、APU とコラボレーションし、別府でフィールドワークを行い、別府市の

課題を見つけ出して課題解決のビジネスモデルを創り上げる講義をしました。今期も、特定地

域において泊まり込みの合宿を予定しています。 

＜講義外の課題＞ 

地方創生について自分なりに学んでおくこと。 

＜教科書・参考書＞ 

井上滋樹著、『いい考えがやってくる! 』日本経済新聞出版社 
＊最初の講義までに必ず読んでおくこと。 

＜評価方法＞ 

 ①積極的に参加したかどうか、②「アイデア発想」をどれだけ習熟したか、③プレゼンテーション

の内容。 

＜その他の重要事項＞ 

＊地域創生の専門家をゲスト講師として招く予定。 
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科目名 実践アイデア発想演習 担当教員 中島宏史 科目コード 202 

配当年次 1 年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 大阪 単位数 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

現代はアマゾンエフェクトに表されるように、情報化、AI、ロボットなどのデジタル化技術の進展を契

機とした産業構造の大転換期である。こうした状況下、大企業においては中核事業の構造転換や新たな

中核事業の育成が必須であり、一方、スタートアップや中小企業にとっては、従来企業に取って代わる

千載一遇のチャンスと考えられます。 

何れの立場においても、こうした時代を生き抜くためには、従来の延長線上の考え方、企業の論理では

なく、ゼロベース、言い換えるとマーケット（消費者やユーザー）の論理でビジネスを再構築・創造し

なければなりません。 

講師はそうした消費者やユーザーを起点としたビジネスの考え方をマーケットアウトと称し、これまで

にその考え方を基礎とし新規事業を幾多も創出しています。 

 

本講義では、そうした実践に基づいた考え方やフレームワーク、ビジネスコンセプト策定プロセスを具

体的なケーススタディを通して学びます。更に、受講生各自がビジネスコンセプトを策定し、教授や受

講生間で討論を行うことで、革新的なビジネスの構想力、クリエイティブ能力を身に付けることを目的

としています。 

＜到達目標＞ 

消費者やユーザーを起点とし、従来の産業構造を転換し、より社会生活を豊かにできるような、つまり

次代の社会インフラとなりうるような事業をゼロベースから構想できるようになること。 

具体的には、ビジネスコンセプトを最低 3個つくりだすことを目標とします。 

＜授業の進め方と方法＞ 

前半は、マーケットアウトの考え方やそれに基づくビジネスフレームワークを講義によるインプットと

演習によるアウトプットを通して学んでいきます。 

後半は、前半で学んだ、プロセスに則って、各人がビジネスコンセプトを複数策定し、討論、評価を通

して、ビジネコンセプトをブラッシュアップしていきます。 

最終講義では有識者による審査での上位獲得を目標とすることで、受講生間で切磋琢磨し、本気の事業

構想へと昇華していきます。 
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＜講義計画＞ 

第 1回 マーケットアウトの考え方 

第 2回、第 3回 マーケットアウトビジネスの 6つの条件 

第 4回、第 5回 失敗事例の研究（エムアウト、ベンチャー） 

第 6回、第 7回 ビジネスコンセプト開発プロセス①マーケットの特定 

第 8回、第 9回 ビジネスコンセプト開発プロセス②プロダクトアウト業界の特定 

第 10 回、第 11 回 ビジネスコンセプト開発プロセス③発想の転換 

第 12 回、第 13 回 ビジネスコンセプトプレゼン討議 

第 14 回、第 15 回 ビジネスコンセプト審査 

＜講義外の課題＞ 

講義内容の習得のための演習及びビジネスコンセプトの策定を毎回各自で実施していただきます。 

＜教科書・参考書＞ 

オリジナルテキスト。参考書は都度ご紹介していきます。 

＜評価方法＞ 

ビジネスコンセプト、討論への参加、プレゼンテーションなどが対象となります。 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 イノベーションの発想 担当 早川典重 科目コード 203 

配当年次 1 年次・2年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 大阪 単位数 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

イノベーションとは、一体何なのでしょうか？イノベーションの本質はどこにあるのでしょうか？ 

イノベーションは、インベンション（発明）ではありません。しかし、技術志向の強い日本においては、

インベンションがイノベーションと誤解されています。一方で、技術も何も持たない総合商社は、商社

不要論と言われた時代を乗り越えて常に変化を続けてイノベーションを起こし成長をしています。中国

のスマートフォンメーカーである小米は、設立後 4年で 6兆円の企業となりました。この違いは、根本

的な思考にあります。 

真のオープンイノベーション的思考とは、どのようなものなのでしょうか？具体的なケースやゲストス

ピーカーの生の声を通して学んでいきます。 

一方で、オープンイノベーションのオープンという言葉が本当に意味することは、なんでしょうか？こ

の言葉の裏には、知的財産戦略を使った新しいビジネスモデルが隠されています。米国と中国との貿易

摩擦の本質は、貿易赤字ではなく、知を巡る世界的な競争です。労働的ビジネスモデルから知的創造モ

デルに収益が移行する中での、覇権争いです。 

授業の後半では、オープンイノベーション的思考と知財戦略等を応用しながら、実際に各自が継続的且

つ拡大的に収益を上げることのできるビジネスモデルを創り発表をしてもらいます。 

＜到達目標＞ 

イノベーションを起こすには、単に構想だけでなく、如何に実行していくかが肝要になります。何故、

イノベーションが日本では失敗してしまうのか？米国・中国では何故イノベーションが起こりやすいの

か？をケースやゲストスピーカーの実例を通して教科書では載っていない要諦を学ぶと共に、自らが事

業案を創り実行できる基礎を修得します。 

＜授業の進め方と方法＞ 

 21 世紀になり新たに起こったビジネスの背景にある世界的な構造的変化を、講義を通してマクロ

的視点も含めて理解を深めます。 

 ゲストスピーカーを交えたインターラクティブな形での講義とケーススタディにより、イノベー

ションの本質、課題、戦略策定並びに実行の実践的な理解を深めて行きます。 

 チーム毎アップを通した議論並びに発表を通して、新たな視点を修得します。 

 自らの事業にあてはめて、事業構想を創り上げ発表し、新たな視点や思考力並びに構想力を会得

します。 
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＜講義計画＞ 

第 1回オリエンテーション 

第 2回世界の潮流と構造的変化：講義・討議 

第 3回イノベーションの本質とは何か？なぜ、ベンチャーは失敗してしまうのか？：講義・討議 

第 4回ゲスト講師による講義・討議（*自動車関係ベンチャーCEO） 

第 5回オープンイノベーション的思考、オープンイノベーションの表裏一体にあるもの：講義・討議 

第 6回ゲスト講師による講義・討議（*Fintech 企業 CEO） 

第 7 回インテルのケース・討議、小米のケース・チーム討議 

第 8回 TWG のケース・討議、コマツのケース・チーム討議 

第 9回破壊的なイノベーション：講義・チーム討議 

第 10 回ゲスト講師による講義・討議 (*Business Design Square Executive Creative Director) 

第 11 回オープンイノベーション的思考応用：発表・討議 

第 12 回オープンイノベーション的思考応用：発表・討議 

第 13 回オープンイノベーション的思考応用：発表・討議 

第 14 回オープンイノベーション的思考の応用：発表・討議 

第 15 回オープンイノベーションの実践のために（会社・社会を如何に動かすか） 

*ゲストスピーカーは、時代の先端を走る多彩な企業の CEO/Executive を予定。 

**ゲストスピーカーの予定によって、講義の順番・内容が変更になることがあります。 

＜講義外の課題＞ 

 テーマ毎に、次回の授業までに考えてきてもらいたい課題が出ます。 

 講義後半では、自由な発想でビジネスモデルを創って発表してもらいます。 

＜教科書・参考書＞ 

「イノベーション５つの原則」「インビジブルエッジ」 

他に講義毎に参考となる資料、図書を紹介します。 

＜評価方法＞ 

 授業への積極的な参加（考えること・意見をいうこと） 

 立案した事業構想並びに発表内容 

 上記を中心に総合的に判断します。 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 イノベーションの発想 担当 大野 尚 科目コード 203 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

世の中の革新的技術や製品・サービスはなぜ生まれたか？を分析するだけではなく、講義では常に、

あらゆる物事の現状の否定、地理的・民族的・宗教的・コモンセンスを含めた全ての「ギャップ＝

違い」を洗い出す。また、今あるモノの逆説的な考察をする。そのことで見えてくるものがある。

当たり前と思っているものは、過去からの慣習化されたもの、時代性、国民性的志向に見合ってい

るモノが創り出されていることを知る事を認識したうえで顧客のニーズ・ウォンツの否定を行い、

その先にあるデマンズを満足させるモノ（技術・製品・サービス）の具体的な抽出を試みる。更に

直感力を高める発想の「遊び心」と「感性」の磨きをグループワークを通して育成し醸成させる。

 

＜到達目標＞ 

顧客要求のニーズ⇒ウォンツ⇒デマンズの先に見える具現性を持った発想が出来る。 

＜授業の進め方と方法＞ 

一コマ目に革新的ビジネスの事例を講義します。二コマ目はその事例から「テーマ＝課題」を与え

ます。個人レベルで考察し纏め、その上で討議し発表。また、実際に革新的なビジネスモデルで活

躍されているゲスト講師を招き一コマ目に講義、二コマ目にゲスト講師のビジネスモデルを更に高

めるための具体的プランを考察し各自発表。 

＜講義計画＞ 

第 1 回＝世界のイノベーションの潮流のイントロダクション及びオリエンテーション 
第 2 回＝「テーマ＝課題」に基いた考察・討議・発表 
第 3 回＝ゲスト講師による講義、各自具体的プランの発表。 
第 4 回＝「テーマ＝課題」に基いた考察・討議・発表 
第 5 回＝ゲスト講師による講義、各自具体的プランの発表。 
第 6 回＝「テーマ＝課題」に基いた考察・討議・発表 
第 7 回＝ゲスト講師による講義、各自具体的プランの発表。 
第 8 回＝イノベーション事例の発表及び総括 
ゲスト講師予定＝燕の巣ハンター・タクシー業界の革新児・学校教育の隙間を埋める改革者等を予

定しています。 

＜講義外の課題＞ 

興味を持ったイノベーション事例をリサーチし、その具体的革新事例を発表。 

＜教科書・参考書＞ 

大野尚著 「小さな会社を強い会社に変える方法」現代書林 

＜評価方法＞ 

各講義毎の考察力・発想力。ゲスト講師へのプラン案。イノベーション事例（技術・製品・サービ

ス）の提案と軸に総合的に判断する。 

＜その他の重要事項＞ 

なし 
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科目名 イノベーションの発想 担当教員 田浦俊春 科目コード 記入不要 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義は，イノベーションのための発想力を習得することを目的とする．はじめに，イノベーションの進む方向につい

て，その質的側面および量的側面に注目した議論を行う．続いて，前者の方向に導くと思われるシンセシスの役割につ

いて検討する．具体的には，メタファーによる方法，ブレンディングによる方法，場に注目した方法について解説する．

次に，発想に関する考え方として，暗黙知，直感力，仮説生成（アブダクション）などについて紹介し，それらをもと

に，イノベーションの発想のための思考の一つのモデルを示す．最後に，総合討論を行う．また，随時，演習を行う．

＜到達目標＞ 

イノベーションを起こすための発想力を学ぶ． 

＜授業の進め方と方法＞ 

講述と演習を交互に行う． 

また，必要に応じて，外部講師を招聘する． 

＜講義計画＞ 

第1回  イノベーションを発想する思考力とは（概要説明） 

第2回   ①アナリシスとシンセシス             

         ②演習 

第3回   ①シンセシスの方法論 (1) メタファーによる方法 

         ②演習 

第4回   ①シンセシスの方法論（2）ブレンディングによる方法 

         ②演習 

第5回   ①シンセシスの方法論（3）場に注目する方法 

         ②演習 

第6回  ①直観力について 

         ②演習 

第7回  ①暗黙知について 

         ②アブダクション（仮説生成）について 

第8回  ①イノベーションのための思考プロセスモデル 

     ②総合討論 

＜講義外の課題＞ 

各自，必要に応じて，事前学習と事後学習をして頂きます． 

＜教科書・参考書＞ 

田浦俊春「質的イノベーション時代の思考力—科学技術と社会をつなぐデザインとはー」勁草書房(2018) 

＜評価方法＞ 

講義および演習の中での発表の内容および姿勢等から総合的に判断します． 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 イノベーションの発想 担当教員 髙村徳泰・竹内在 科目コード 203 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

顧客ニーズの多様化やソーシャルメディアの普及にともない、プロダクトライフサイクルが短期化しており、企業は次々

と新商品やサービスを開発することが求められている。本講義では、市場トレンドの分析、顧客ターゲティングやニー

ズの捉え方など、網羅的に学ぶことで、新商品企画・開発における基本的な考え方が習得できる。また画期的なアイディ

アで市場を魅了するイノベーション発想法を中心に、ビジネスコンセプト開発プロセスをケーススタディを通じて学ぶ。

＜到達目標＞ 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

イノベーションにおける方法論や理論を習得すると同時に、理論を現実へ適応するための応用力を養う。 

また理論と実践の架け橋を担っている実務者の講演も予定している。起業家が講師として登壇し、実際にイノベーショ

ンが起きた過程を学びます。 

実践への適用も見据えたインタラクティブな授業を目指しているので、積極的な意見開示や各自が持つ実務体験を踏ま

えたコメントなどを歓迎し、双方向のやりとりを尊重します。 

 

＜講義計画＞ 

①  オリエンテーション 

②③ イノベーションの本質とクリエイティビティ 

④⑤ 新規事業開発とデザインシンキング 

⑥⑦ イノベーションリーダーから学ぶ①（活躍している起業家を外部講師として招聘） 

⑧⑨ オープンイノベーションと知財 

⑩⑪ 事業構想グループワーク①（ビジネスコンセプト開発） 

⑫⑬ 事業構想グループワーク②（ビジネスコンセプト開発） 

⑭⑮ イノベーションリーダーから学ぶ②（活躍している起業家を外部講師として招聘） 

＜講義外の課題＞ 

特になし 

＜教科書・参考書＞ 

参考書：続・事業承継とバイアウト（中央経済社） 

    合併・買収・再編の企業評価（中央経済社） 

＜評価方法＞ 

講義への積極的な参加と貢献（70％）、レポート提出（30％） 

＜その他の重要事項＞ 

PCを持参すること 
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科目名 ビジネス・モデルの策定 担当教員 橋本良子 科目コード 204 

配当年次 1 年次・2年次 配当学期 前期 

キャンパス 大阪・名古屋 単位数 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

自ら起業、あるいは既存企業組織の中で革新的な新規事業を企画・立案・実行するために必要な基礎
知識を学び、具体的なビジネスプランを策定することにより、事業創造を成功させるための要因につい
ての理解を図ります。 

＜到達目標＞ 

※原則として、変更されることはありません。  
1. 新規事業の企画・立案・計画に関する基礎知識を習得する。  
2. 企業事例分析により、新規事業の成功要因を明確にすることができる。  
3. 新規事業の事業計画をグループ単位(原則 4名)で策定し、事業創造の能力を養成するとともに、 

グループをまとめ、目標を達成するリーダーシップ向上を図る。  
4. 策定したビジネスプランを的確にプレゼンすることができる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

授業の進め方としては、毎回のテーマごとの講義とグループワークを組み合わせることにより、ビジ
ネスプラン策定を推進します。 
授業のキーワード ・新規事業・ビジネスプラン・アントレプレナーシップ・事業創造 

＜講義計画＞ 

 
第 1回  ・授業ガイダンス 基礎知識：アントレプレナーの定義 
      この講義を通して何を学ぶのか?   

・グループワーク：1グループ 4～5名のグループを編成する。 
  今後のグループ活動では、何をするのか? 
 

第 2 回 ・基礎知識：起業プロセスおよび事業機会の認識と具体化のプロセス 
      起業プロセスにおける要点は何か?  
      事業アイデアの創出に有効なデザイン思考とは何か?  

・グループワーク：事業アイデアの創出 
・個人レポートの提出：第 1回授業内レポート 
 

第 3 回 ・基礎知識：ビジネスモデル構築および初期ステージでのマーケティング 
ビジネスモデルの評価手法および顧客開発の手法  

・グループワーク：ビジネスモデルの構築 
・個人レポートの提出：第 2回授業内レポート 
 

第４回 ・基礎知識：初期ステージでの組織運営 
      アントレプレナーに求められる能力とは?  

・グループワーク：ビジネスプラン中間報告会 
・個人レポートの提出：第 3回授業内レポート 

：課題レポート：新規事業立ち上げに成功している企業事例分析 
         

第 5 回 ・基礎知識：資金調達およびベンチャーキャピタルの活用 
      資金計画の妥当性の評価方法 

ベンチャーキャピタルを説得するための手法 
    ・グループワーク:事業計画書の作成 

・個人レポートの提出：第 4回授業内レポート 
 
第 6回 ・基礎知識:企業事例分析 1  
      ゲストスピーカーによる新規事業立ち上げを成功させるための要点 

・グループワーク:ビジネスプランのブラッシュアップ 
・個人レポートの提出：第 5回授業内レポート 
 

 
第 7 回 ・基礎知識:企業事例分析 2  
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      介護ビジネスの事例分析 
・グループワーク:ビジネスプラン発表会プレゼン準備 
・個人レポートの提出：第 6回授業内レポート 
 

第 8 回 ・ビジネスプラン発表会 受講生によるプレゼンテーションを行い、その実現可能性について、
受講者間で評価を行う。 

・個人レポートの提出：第 7回授業内レポート 
 
（ゲスト講師の予定も含めて） 

＜講義外の課題＞ 

毎回のテーマごとの講義とグループワークを組み合わせることにより、ビジネスプラン策定を推進し
ますので、グループワークの各自担当部分の調査や資料作成は、次回授業時までに完了しておいてくだ
さい。 個人レポートについては、毎回の授業終了後に作成する授業内レポート、課題レポート：1回を
提出してもらいます。授業外学習での課題となりますので、レポート作成に必要な調査や資料作成の時
間を充分とってください。 

＜教科書・参考書＞ 

・ティム・クラーク(2017）『ビジネスモデル for Teams 組織のためのビジネスモデル設計書』翔泳社
・W･チャン・キム/レネ・モボルニュ(2015）『【新版】ブルー・オーシャン戦略』ダイヤモンド社 
・長谷川博和(2010）『ベンチャー・マネジメント【事業創造】入門』日本経済新聞出版社 
・ウィリアム・バイグレイブ/アンド リュー・ザカラキス(2009）『アントレプレナーシップ』 

日経ＢＰ社 

＜評価方法＞ 

※原則として、8回中 6回以上の出席を単位認定要件とします。  
1. ビジネスプラン：50％    

・ビジネスプラン評価 (グループ)  
2. 個人レポート：30％ 
   ・毎回の授業内レポートと課題レポート(第 4回目の授業時に提出)   
    課題：新規事業立ち上げに成功している企業事例分析 
3. その他：20％    

・グループ内での貢献(リーダー・資料作成)    
・講義への貢献度(授業での発言と報告)    
・講義の進行妨げはマイナス(遅刻、私語・携帯) 

＜その他の重要事項＞ 

この授業では、毎回の講義の前半で事業創造に必要な基礎知識の習得、後半でグループワークとして
のビジネスプラン策定を行います。グループワークでは、基礎知識を基に、ビジネスアイデアの創出か
らビジネスモデルの策定および事業計画の立案まで、事業創造についての流れを一通り、実践的に学び
ます。有意義な講義になるよう、積極的な取り組みを期待します。 
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授業科目名 ビジネスモデルの策定 担当 石井歓 科目コード 204 

配当年次 1 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

 「事業構想計画を創る」ことは単に「アイディアを出す」ことではない。自身の「提供価値」

を世の中（顧客・市場・ビジネスパートナー等々）との関係の中で冷静に見つめ、膨らまし、

磨き、見つめ直し、壊し、再構築し、試し、再び見つめ・・・・という作業を不断にしていな

ければならない。その作業を通じて、収益が確保出来る、持続可能な事業構想計画を練り上げ

ていかなければならない。ビジネスモデルについて理解を深めることはそのような過程を独り

よがりにならずに、俯瞰的に進めるための出発点となる。 
 Master of Project Design の意味を私なりに説明することから始め、ビジネスモデルの重要

性を受講者に理解してもらう。2 年間の最初にビジネスモデルを学ぶことは、研究を体系的に

進めるために極めて有効となる。 

 

＜到達目標＞ 

 ビジネスモデルの意味・類型を理解し、それを活用して、自身が考えた事業アイディアを膨

らませ、持続的な収益を確保できる事業となるようにビジネスモデルを構築する素養を修得す

ることを目的とする。必ずしも科目の終了までに自身のアイディアをもとにビジネスモデルを

構築するものではなく、修業を進める中で構築できる知見を有することを到達目標とする。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

・講義 
・グループ研究発表、討議 
・ゲスト講師との討論 

 

＜講義計画＞ 

・講義の他、グループ研究発表を 2 回（3 コマ）程度、ゲスト講師との討論を 3 回（6 コマ）

程度行う。 
・ゲスト講師の会社（福岡・東京のベンチャービジネス等を予定）のビジネスモデルを分析・

議論することで実践的感覚を養う。受講者自身の荒削りな事業構想を題材にしてビジネスモ

デルとしての可能性を皆で議論し探って行く。 
第 1 回 オリエンテーション 
第 2 回 講義 ビジネスモデルキャンバス／ビジネスモデルパターン 
第 3 回 講義 戦略論概観（ポーターの戦略論・ブルーオーシャン戦略等） 
第 4 回 ゲスト講師（福岡の VB を予定）を招いての討論 
第 5 回 ゲスト講師（東京の VB を予定）を招いての討論 
第 6 回 ゲスト講師（福岡の VB を予定）を招いての討論 
第 7 回 グループ発表・討議 
第 8 回 グループ発表・討義／まとめの講義・討議 
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＜講義外の課題＞ 

 なし（但しグループ研究発表の準備あり）。 

 

＜教科書・参考書＞ 

 講義の中で扱う書籍・論文の一部を以下に掲げる。あくまで参考であり教科書は指定しない。

大量の読書は要求しない。 
【書籍】 

Osterwalder & Pigneur, Business Model Generation, 2010, John Wiley & Sons 
（邦訳：ビジネスモデルジェネレーション ビジネスモデル設計書 2012 翔泳社） 
今枝昌弘 ビジネスモデルの教科書・上級編 2016 東京経済新報社 
ジュディ―ス&アイランド CEO から DEO へ 2014 BNN 新社 

Boland & Collopy, Managing as Designing, 2004, Stanford University Press 
Adrian Slywotzky, The Art of Profitability, 2002, Warner Books 
(邦訳：ザ・プロフィット 2002 ダイアモンド社） 

Michael E. Porter, Competitive Strategy, 1980, Free Press 
(邦訳：競争の戦略 1995 ダイアモンド社） 

Michael E. Porter, Competitive Advantage, 1985, Free Press 
（邦訳：競争優位の戦略 1985 ダイアモンド社） 

Kim & Mauborgne, Blue Ocean Strategy, 2005/2015, Harvard Business Review Press 
（邦訳：ブルーオーシャン戦略 2005  ランダムハウス講談社） 

Mark W. Johnson, Seizing the White Space, 2010, HBR Press 
（邦訳：ホワイトスペース戦略 2011 阪急コミュニケーションズ） 
【論文】 

Joan Magretta, Why Business Models Matter, 2002, Harvard Business Review 
Casadesus-Masanell & Ricart, How to Design a Winning Business Model, 2011, HBR 
Steve Blank, Why the Lean Start-Up Changes Everything, 2013, HBR 
Andrea Ovans, What is a Business Model?, 2015, HBR 
Michael E. Porter, What is Strategy, 1996, HBR 
Michael E. Porter, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, 2008, HBR 
 

＜評価方法＞ 

クラス・パティシペーション 70 点  期末レポート 30 点 
 クラス討議への積極的参加を期待するが、発言量が少なくても大きく減点することはない。

60 点以上を合格とする。 

 

＜その他の重要事項＞ 

特になし 

 
 

- 101 -



科目名 顧客仮説リサーチ 担当教員 岸波宗洋 科目コード 205 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京／大阪 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義の目的は、市場/顧客に関する基本知識の習得とともに、様々な事例を通して顧客プロファイリング/セグメンテー

ションの考え方、外部/内部環境要因と相関した顧客プライオリティの捉え方、顧客仮説化/エビデンス化に関わるリサー

チシンキングについて習得すること、である。 

 顧客は、最も重要なステークホルダーである。そして、「構想計画策定演習」でも規定している通り、顧客は戦略モデ

ルの根幹要素であり、存在次元、事業次元、収益次元の要となるものであることを明示したい。 

 まず、存在次元における顧客は、ステークホルダーとして約束をする関係である。ある発着想において、どのような

顧客にどのような約束をするのか、を検討する。 

 次に、事業次元における顧客について、約束を果たすために具体的な事業/製品サービスを規定し約束を果たし得るの

かを検証しなければならない。そして、約束を果たし得る顧客を具体的にプロファイリングしなければならない。また、

ロジャースのイノベーション普及学のように、「顧客は変化する」ことを前提としなければならない。 

 最後に、収益次元における顧客の価値算定を行う。求める価格弾力性（PSM分析など）とともに、生涯価値算定（Life 

Time Value）、市場規模算定などを行い、精緻な収支計画を志向することとなる。 

 また、各講義毎に講義２コマ分を１セットとし、以下のコンテンツを想定する。 

(1)１コマ目～各講義回のリニア講義（座学） 

(2)２コマ目～各講義回の演習（主にテーマに基づいた分析、議論・発表） 

 

＜到達目標＞ 

構想に対する顧客をセグメント/プライオリティ/プロファイル化し、マーケティング計画を策定することができる能力を

獲得する 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

座学、グループワーク、討論と発表、分析による示唆等の方法を用い、各課題や論点について共有、検討をしていく。

＜講義計画＞全15回 

①オリエンテーション（授業計画とセルフプレゼンテーション） 

～以降、２コマ１セット 

②講義＝存在次元における顧客の定義と考え方（大手通信会社の例） 

③演習＝発着想と顧客仮説の関係性検討、発表 

④講義＝事業次元における顧客の定義と考え方（大手化粧品会社の例） 

⑤演習＝顧客仮説（顧客セグメントとプロファイリング）と分析、議論、発表 

⑥講義＝事業次元における顧客の定義と考え方（大手エネルギー会社の例） 

⑦演習＝顧客仮説（顧客変化）と分析、議論、発表 

⑧講義＝収益次元における顧客の定義と考え方（大手コミュニケーション会社の例） 

⑨演習＝顧客価値（価格弾力性、LTV、市場規模・・・）と分析、議論、発表 

⑩講義＝顧客分析手法とマーケティング戦略策定プロセス 

⑪演習＝自身の発着想に基づく顧客プロファイルの再検討 

⑫講義＝顧客創造事例「LTVマーケティング」など 

⑬演習＝総合演習「個別発着想に基づく顧客LTV戦略」の策定 

⑭講義＝補完的顧客理解（社会変革と顧客、マーケティングリサーチメソッドとプロセス、特殊顧客の理解（キッズマ

ーケティング）など） 

⑮演習＝調査仕様策定、子供向け製品サービスの検討と発表 

＜講義外の課題＞ 

- 102 -



各講義回の内容を元に、自身の事業構想の市場/顧客に対するブラッシュアップを行う。 

 

＜教科書・参考書＞ 

各回のテーマに応じて適宜紹介していく。 

 

＜評価方法＞ 

出席/討論参加点（講義・演習への貢献度）70点とレポート30点による総合評価を行う。 

 

＜その他の重要事項＞ 

※その他、個別コンサルティングは、適宜希望者に対して行います（受講者個別の顧客プロファイリングに対して実践

的なコンサルティングを行います） 
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科目名 顧客仮説リサーチ 担当教員 中畑 千弘 科目コード 205 

配当年次 1年次、2年次 学期 後期 

キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

生活者の意識や行動が多様化し、メディアも多様化する今日、ビジネス機会を発見し、事業構想を練り上げていくに

は、顧客ターゲットの意識や行動を理解し、その背景にあるニーズや心の奥に潜むインサイトを掴むことが重要である。

また、新しい商品やサービスの開発、すでに市場に投入した商品の改善など、事業構想実践段階のマーケティング活動

にもリサーチは不可欠である。コモディティ化した市場のなかで、今までにない価値を創造し、価値に見合った価格で

受益者の欲求と期待を満足させることができれば、事業の継続が可能となる。そのためには、発着想、構想案策定段階で

リサーチによる仮説検証を高速で繰り返すことが必要である。 

 本講義では、担当教員の起業、市場調査、業界調査、マーケティング戦略研究などの実務経験を基に、事業アイデア構

想フェイズから事業計画策定、事業化フェイズに至るまで実践的に活用できるリサーチの考え方や方法論について習得

する。主に、調査による仮説検証をどのように事業構想や事業計画に生かしていくかを、企業の具体的なケースを取り

上げながら学んでいく。 

＜到達目標＞ 

・消費者や顧客を理解し、アイデア発着想に結びつける手法について実践的に習得する。 

・事業構想や事業計画策定に必要なリサーチスキルを身につける。 

・各自の事業構想を練り上げていくプロセスでリサーチによる仮説検証ができるようになる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義、ディスカッション、発表のアクティブラーニング形式で進める。 

リサーチは座学だけで身につけることは難しいため、リサーチの設計、実査（インタビューや観察など）、分析を実践す

ることで、仮説検証プロセスを学び、事業構想への落し込みを行なるようにする。 

また、ゲスト講師を招いて事例検討することも予定している。 

＜講義計画＞ 

第１回 ガイダンス＆イントロダクション －事業構想におけるリサーチの役割と重要性 

第２回 ①課題発見と顧客起点による新市場創造 

②事業コンセプトとリサーチ （ケーススタディ） 

第３回 ①顧客理解とイノベーション発想 

    ②事業アイデア発着想におけるリサーチ法 （創造的リサーチ思考・グループワーク） 

第４回 ①ＳＴＰとプロファイリング法 

    ②ペルソナの作成、検討（グループワーク、ディスカッション） 

第５回 ①仮説作りと調査設計 

    ②各自の発着想に基づく顧客仮説、構想案仮説の検証方法検討 （ディスカッション） 

第６回 ①カスタマージャーニーとリサーチ法 

    ②カスタマージャーニーマップの作成、検討、発表 （プレゼンテーション） 

第７回 ①マーケティング戦略の策定とリサーチ計画（事例） 

    ②各自のマーケティング戦略策定と検討 （ディスカッション） 

第８回 ①各自の事業構想とリサーチ計画を発表 （プレゼンテーション） 

    ②ディスカッションとリサーチ計画の再検討 

 

 ※受講者の発着想の方向性により予定を変更することがある。 
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＜講義外の課題＞ 

各回の講義テーマに即した推奨書籍等により学びを深める。 

日常生活における行動観察や多種多様な人との会話などを通して課題発見、発着想のヒントを得る。 

リサーチの学びを生かして各自の事業構想をブラッシュアップする。 

＜教科書・参考書＞ 

オリジナルの資料を配布する。 

参考となる書籍等は、都度、講義の中で紹介する。 

＜評価方法＞ 

講義、グループワーク、ディスカッションへの参加度 （50％）、課題への取り組みおよび発表（50％） により総合的に

評価を行なう。 

 

＜その他の重要事項＞ 

グループワーク、ディスカッションには積極的に参加してほしい。 
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授業科目名 顧客仮説リサーチ 担当 大野 尚 科目コード 207 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 後期 

開講キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

マーケティングの３Ⅽ（カスタマー・コンペティター・カンパニー）の最大重要要素であるカ

スタマー（顧客）＝「プロダクトをお金に変えてくれる人」を如何に自分たちの構想するビジ

ネスでのお客を見つけるか？をフィールドリサーチによりマーケットの階層分析からより進

んだセグメンテーション、更にピンポイントでのターゲティングを可能とする。その為の実証

的リサーチ方法を身に付ける。 
最大ポイントは、顧客視点である。人の何気ない動作・姿勢・視線・ファッション・パターン

化された行動・パターン化されない行動・発言を含めて自分自身が当事者意識を持った上での

フィールドリサーチを徹底することで「目に見える顧客の要求」から「目に見えないウォンツ」

を感じ買わせるのではなく自然と買ってしまう販売戦略の構想を立案する。 
最終的には、仮説の検証としてクリティカルな検証を行い、その焙り出された課題を潰すこと

で仮説の実効性を高める。 

＜到達目標＞ 

フィールドリサーチの具体的方法を身に付ける事で「買わせるビジネス」から「自然と買いた

くなる」販売戦略をマーケティングミックス（３Ⅽ＋４P）とスォット分析により仮説の立案

が出来る。 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義⇒フィールドリサーチ⇒報告発表⇒検証⇒分析（グループワーク）⇒討議（グループワー

ク）⇒発表 

＜講義計画＞ 

第 1 回＝フィールドリサーチの調査フォーマットの策定と具体的な手法を含めたイントロダ

クションとオリエンテーション 
～以降、２コマを１セット 
第 2 回＝講義「顧客心理の５階層」～フィールドリサーチ事例①報告⇒討議⇒発表 
第 3 回＝講義「マーケティングの３Ⅽ＋４Ｐ」に於ける顧客の定義～フィールドリサーチ事例

②報告⇒討議⇒発表 
第 4 回＝フィールドリサーチ事例③報告発表⇒グループワークに於いて⇒検証⇒討議⇒分析

⇒発表 
第 5 回＝フィールドリサーチ事例④報告発表⇒グループワークに於いて⇒検証⇒討議⇒分析

⇒発表 
第 6 回＝フィールドリサーチ事例⑤報告発表⇒グループワークに於いて⇒検証⇒討議⇒分析

⇒発表 
第 7 回＝フィールドリサーチ事例⑥報告発表⇒グループワークに於いて⇒検証⇒討議⇒分析

⇒発表 
第 8 回＝総括とフィールドリサーチの事例①から⑥の選択による具体的な販売戦略の立案発

表 
数名のゲスト講師を予定しています。様々な業界のトップリーダー等 
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＜講義外の課題＞ 

課題「テーマ」に沿ったフィールドリサーチの実践 

 

＜教科書・参考書＞ 

実践的事例に基づいた著書等があれば適宜紹介していく。 

 

＜評価方法＞ 

フィールドリサーチの報告発表と総括に於ける販売戦略（マーケティングプラン）の発表とレ

ポートのよる総合評価を行う。 

 

＜その他の重要事項＞ 

実践事例検証の為に、ゲスト講師（３名程度）を招聘した上で講義を行って頂き、ゲスト講師

を含めたディスカッションを行います。 
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科目名 マーケティング 担当教員 村山貞幸 科目コード 206 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

マーケティングの基本的な理論、フレームワークと思考法を学習する。マーケティング戦略の立案プロセスを理解し、

徹底した顧客志向をベースにしたマーケティング思考法を学ぶことで、高レベル化しているビジネス環境で生き残る戦

略立案力を獲得する 

 

＜到達目標＞ 

マーケティングの理論やフレームワークの意味と限界を知り、事業構想立案や実務においてそれを有効活用できるよう

になる。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

インタラクティブ・レクチャー 

ビジネスケースやフレームワーク、自他の事業構想をディスカッションを通じ分析、理解することで、マーケティング

思考法を学ぶ。 

 

＜講義計画＞ 

 ① オリエンテーション： 講義計画、受講生の事業構想アイディア、関心分野の共有 

 ② マーケティングとは： マーケティングの定義 

 ③ マーケティング・マネジメント： マーケティング・マネジメント・プロセス 

 ④ STP-1： セグメンテーション・ターゲッティング 

 ⑤ STP-2： ポジショニング 

 ⑥ マーケティング・ミックス： 商品・サービス戦略、価格戦略、プロモーション戦略、流通戦略 

 ⑦ 戦略的マーケティング： 戦略意思決定、統合マーケティング 

 ⑧ 競争戦略-1： 競争地位と戦略 

 ⑨ 競争戦略-2： 相対的競争・絶対的競争 

 ⑩ 研究発表-1： 事業構想をマーケティングのフレームワークで発表 

 ⑪ 研究発表-2： 事業構想をマーケティングのフレームワークで発表 

  ⑫  研究発表-3： 事業構想をマーケティングのフレームワークで発表 

  ⑬ 研究発表-4： 事業構想をマーケティングのフレームワークで発表 

 ⑭ リレーションシップ・マーケティング： 顧客開拓と顧客維持 

 ⑮ まとめ： マーケティングの再定義、受講生のマーケティング・ポジション確認 

 

＜講義外の課題＞ 

２日目の講義（②③）には、教科書の第１章～４章までを予習して臨む。 

講義で学んだ理論を自社に落とし込み、理解を深める 

 

＜教科書・参考書＞ 

グロービス・マネジメント・インスティテュート編著『ＭＢＡマーケティング』（改訂 3 版あるいは新版）(ダイヤモン

ド社) 

 

＜評価方法＞ 

平常点（発言の質と量）60点とレポート40点による総合評価で、60点以上を合格とする。 
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＜その他の重要事項＞ 

講義スケジュールは、受講生のプロフィールや人数により調整が加わる可能性があります。 
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科目名 マーケティング 担当教員 川北眞紀子 科目コード 206 

配当年次 1年次 学期 前期 

キャンパス 名古屋 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

マーケティングの基礎的な考え方、理論を身につける。それにより、自ら事業構想を行うための手がかりを獲得する。

＜到達目標＞ 

マーケティング的な思考方法で、様々な現象を分析することができ、それに対する自分なりの解を提示することができ

るようになる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

前半はミニケースを使ったケースディスカッションを行い、その後、関連する理論についての講義を実施。後半では、自

らミニケースを書き分析をする。 

＜講義計画＞ 

第1回 【1】オリエンテーション 

第2回 【2】ディスカッション：ミニケース「山田太郎氏、豆腐屋を継ぐ」 

    【3】講義：マーケティングとは、流通、セグメンテーションとターゲティング 

第3回 【4】ディスカッション：ミニケース「クローデルベッド」 

    【5】講義：ネット流通問題、商品特性、 

第4回 【6】ディスカッション：ミニケース「鶴之食酢」「カットモデルマッチングサービス」など 

    【7】講義：競争地位別戦略、価格戦略、ビジネスモデル 

第5回 【8】ディスカッション：ミニケース「まいあめ工房」「企業アカウント運営」など 

    【9】講義：コミュニケーション 

第6回 【10】事例研究発表 

    【11】事例研究発表 

第7回 【12】事例研究発表 

    【13】事例研究発表 

第8回 【14】事例研究発表 

    【15】まとめ 

※スケジュールやケース教材は変更の可能性あります。オリエンテーションでコースアウトラインを提示します。 

＜講義外の課題＞ 

毎回、ケース教材を読み予習をする必要がある。また、自分で身近な事例を研究し、発表するために、準備が必要であ

る。 

＜教科書・参考書＞ 

参考書：和田 充夫 、恩蔵 直人、三浦 俊彦『マーケティング戦略』有斐閣アルマ 

石井 淳蔵、嶋口 充輝、栗木 契、余田 拓郎 『ゼミナール マーケティング入門』日本経済新聞社 

いずれかを購入して基本用語を理解しておくとよいでしょう。版は古いものでもかまいません。 

＜評価方法＞ 

授業内でのディスカッション参加に対する評価50点、事例研究発表（ミニケースと分析）50点 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 マーケティング 担当教員 森井理博 科目コード 206

配当年次 1 年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 大阪 単位数 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

講義の前半では STP、TBI、USP、4P 分析、消費者行動分析など、マーケティングに関する基本を

学修。これをもとに後半は、データドリブンマーケティング、C2C マーケティング等、最新のマー

ケティング手法からファイナンスとの関係性まで、実際に企業で使われている事例も交えながら

学修することで事業構想立案に使えるスキルを身につけることを目的とします。 

＜到達目標＞ 

各種マーケティング手法の基礎から最新手法までを学ぶことで、事業構想立案能力を会得するだ

けでなく、社会のさまざまな課題をマーケティング思考によって読み解く力を身につけることを

目標とします。 

＜授業の進め方と方法＞ 

座学だけでなく、ディスカッションを中心とした双方向型の授業を行います。事前課題を課す場

合は授業内で発表してもらい，講評を行うことでフィードバックします。 

＜講義計画＞ 
 
第 1 回 オリエンテーション 
第 2回  マーケティングとは（歴史、意義）：オリジナルのマーケテインングフレームワークの解説 
第 3回 3C 分析、5フォース分析、SWOT 分析などの手法を用いた市場環境分析 
第 4回 STP や 4P の設定 
第 5回 ブランディングの方法論 
第 6回 データドリブンマーケティング（最新ツールの活用、CDP の構築） 
第 7回 マーケティングとファイナンスの関係 
第 8回 マーケティングの未来（AI の活用、BXT の活用）並びに総括 

＜講義外の課題＞ 

マーケティング知識の最低限度の基礎は各自勉強の上、授業に臨んでください。理解を深め実際

に使えるようになるため、毎回ではありませんが事前課題を課す場合があります。 

＜教科書・参考書＞ 

（参考書）MBA マーケティング（ダイヤモンド社）  

その他必要に応じ参考文献を講義内にて紹介します。 

＜評価方法＞ 

授業における議論等への参加（60％）、期末レポート（40％） 

＜その他の重要事項＞ 

「積極性」を何よりも重視します。能動的に授業に参加することで、実際に使えるスキルを身に

つけてください。仕事の都合上参加できない場合は、課題の提出をしつつ、事後にビデオで授業

を確認下さい。 
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授業科目名 マーケッテイング 担当 井手隆司 科目コード 206 

配当年次 1 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 福岡 単位数 2 単位 

必修・選択の別 選択必修 授業の方法  

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

理想の事業を構想するための手段として、戦略的マーケティングを学習する。ドラッカーの 

マーケティング及びコトラーのマーケティングマネジメントを基礎に講義し、経済の地理的・政治的・

軍事的な影響を検証しながら、地政学的な考察を身につける。巨視的な視点でマーケットをとらえ、事

業構想が出来るよう目指す。前半はマーケティングメソッドを使用し事業の背景を学習し、後半はリス

ク分析と対応策を繰り返し演習することで、容易にビジネス案が豊富に考え出せることを目的とする。

 

＜到達目標＞ 

時事に関心を持ち事業構想の背景を分析することで、多くのビジネスアイデアが出せるようにする。 

マーケッティングメッソドを活用しビジネスアイデアを絞込み、確実に市場で受ける事業構想を立案す

る。 

＜授業の進め方と方法＞ 

マーケティング理論は講義方式で行い。毎回ビジネスケースやホットな時事を課題に、小グループに分

かれ討議する。分析力とプレゼンテーション力を養うため、結果をチームプレゼンテーションで競う。

 

＜講義計画＞ 

前期講義計画 

第 1 回 オリエンテーション（講義計画説明）、経営概論及び戦略マーケティングとマーケ

ティング戦略の違い。 

第 2 回 経営・マーケティング概論（基礎）、世界情勢のリスク分析により経済に及ぼす影

響をグループ討論。 

 経営・マーケティング概論（応用）、アジア情勢のリスク分析により経済に及ぼす

影響をグループ討論。 

第３回 心理学的マーケティング概論、隣国情勢の地政学的リスクが日本に及ぼす影響を

グループ討論。 

 事業構想の社会背景及び課題のまとめとして、国内の経済に及ぼすリスク分析を

グループ討論。 

第４回 事業環境の分析を課題に、航空業界に例をとり規制産業における 

スカイマーク戦略及び会社のリスク管理の重要性を講義する。 

第５回 事業構想のミッションゴールについてアパレル業界を例に学習、アパレル各社の

戦略を分析し解決策として、各社の事業構想を演習。 

第６回 ビジネスモデルの学習、ファミリーレストラン業界を例に各社の戦略を実習、 
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 コンビニ市場及び流通市場を例に競合との差別化、及び事業リスクの対応を演習。

第７回 社会リスクの核心を特定し解決策を多面的に発想する練習、初回の課題は 

少子高齢化について対応策を演習 

第８回 ２回目の多面的発想練習の課題として地方創生をとりあげ、対応策を演習 

 前２回の課題からビジネスチャンスを発掘し、事業に転換する演習 

 

 

＜講義外の課題＞ 

プレゼンテーション能力の向上。 

＜教科書・参考書＞ 

適宜紹介 

＜評価方法＞ 

講義出席４０点（１回５点ｘ８回）、グループ討議の貢献度（積極的発言及びコミュニケーション力）

３０点、レポート３０点による総合評価。 

＜その他の重要事項＞ 

前期のマーケティング概論をベースとして後期の演習につながるため、通期で受講できるほうが望まし

い。個々人の事業構想作成において、必要であれば個別に指導します。 
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授業科目名 構想計画策定演習 担当 井手隆司 科目コード 207 

配当年次 1 年次 配当学期 後期 

開講キャンパス 名古屋・福岡 単位数 2 単位 

必修・選択の別 選択 授業の方法 講義と演習 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

後期授業の前半はベーシック・マーケッテイングを確認し、マーケッテイング体系を活用した 

事業構想案のフレーム作成を演習し、各自の案を多角的な市場評価枠で評価する。その過程で、 

多くの新たなビジネスアイデアが出せるよう講義を進める。後半はマーケッテイング・メッソド 

を活用し、実現性の高い事業案に絞り込む。次年度の事業構想計画策定の準備として、事業構想案を

確実な計画に導くシナリオをゼミ形式で議論し、おおまかな事業構想計画のフレームワークを策定。

＜到達目標＞ 

実現性のある事業案に絞り込む過程で、現市場のシェアをとりに行くのか、新たな市場を 

創造するのか、明確なゴールを定める。 

＜授業の進め方と方法＞ 

小グループに別れ、各自の事業案を互いに評価し全体発表を毎回行う。 

＜講義計画＞ 

前期講義計画 

前半：事業案の評価 

第９回 後期オリエンテーション、経営概論及び戦略マーケティングとマーケティング戦

略の違い。 

第 10 回 マーケテイング概論（基礎・応用）。 

各自の事業案を基に市場評価枠の設定、及び社会的価値枠で検証し事業の存続

意義を評価する。 

第 11 回 各自の事業案を市場成長枠と市場創造枠で検証し市場での有用性を評価する。 

第 12 回 各回の評価過程を振り返り、他に高評価を得られる事業はないか検討する。 

後半：事業案の絞込み 

第 13 回 各自の事業案をそれぞれ外部環境から検証する。 

第 14 回 各自の事業案の STP を設定し、市場での有用性を評価しゴールを明確にする。

第 15 回 各自の事業案を SWOT/FAB/BM 等で分析し、計画のフレームワークを作成。 

第 16 回 各自の事業案を決定し、事業構想計画のためのシナリオを作成する。 

 

 

＜講義外の課題＞ 
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プレゼンテーション能力の向上。 

＜教科書・参考書＞ 

適宜紹介 

＜評価方法＞ 

講義出席４０点（１回５点ｘ８回）、グループ討議の貢献度（積極的発言及びコミュニケーション力）

３０点、レポート３０点による総合評価。 

＜その他の重要事項＞ 

前期のマーケティング概論をベースとして後期の演習につながるため、通期で受講できるほうが望まし

い。個々人の事業構想作成において、必要であれば個別に指導します。 
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授業科目名 構想計画策定演習 担当 井手隆司 科目コード 207 

配当年次 1 年次 配当学期 後期 

開講キャンパス 福岡 単位数 2 単位 

必修・選択の別 選択必修 授業の方法  

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

後期授業の前半は、生徒が案として考えているそれぞれの事業に市場評価をゼミ形式にて行う。その

過程で、新たな事業案が出せるよう指導を行い、多くのビジネスアイデアが出せるよう講義を進める。

後半はマーケッテイング・メッソドを活用し、実現性の高い事業案に絞り込む。次年度の事業構想計画

策定の準備として、事業構想案を計画に導くシナリオをゼミ形式にて検討しフレームワークを策定。 

＜到達目標＞ 

実現性のある事業案に絞り込む過程で、現市場のシェアをとりに行くのか、新たな市場を 

創造するのか、明確なゴールを定める。 

＜授業の進め方と方法＞ 

小グループに別れ、各自の事業案を互いに評価し全体発表を毎回行う。 

＜講義計画＞ 

前期講義計画 

前半：事業案の評価 

第９回 後期オリエンテーション、各自の事業案を基に市場評価枠を設定。 

第 10 回 各自の事業案を社会的価値枠で検証し事業の存続意義を評価する。 

第 11 回 各自の事業案を市場成長枠と市場創造枠で検証し市場での有用性を評価する。 

第 12 回 各回の評価過程を振り返り、他に高評価を得られる事業はないか検討する。 

後半：事業案の絞込み 

第 13 回 各自の事業案をそれぞれ外部環境から検証する。 

第 14 回 各自の事業案の STP を設定し、市場での有用性を評価しゴールを明確にする。

第 15 回 各自の事業案を SWOT/FAB/BM 等で分析し、計画のフレームワークを作成。 

第 16 回 各自の事業案を決定し、事業構想計画のためのシナリオを作成する。 

 

＜講義外の課題＞ 

プレゼンテーション能力の向上。 

＜教科書・参考書＞ 

適宜紹介 
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＜評価方法＞ 

講義出席４０点（１回５点ｘ８回）、グループ討議の貢献度（積極的発言及びコミュニケーション力）

３０点、レポート３０点による総合評価。 

＜その他の重要事項＞ 

前期のマーケティング概論をベースとして後期の演習につながるため、通期で受講できるほうが望まし

い。個々人の事業構想作成において、必要であれば個別に指導します。 
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科目名 構想計画策定演習 担当教員 二村暢朗 科目コード 207 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

１年次前期向けに、基本的な「事業構想計画書」の作成要領を学ぶ。 

「事業計画」ではなく、むしろ構想に力点を置いた「事業構想計画」の全体像を学ぶ、各要素の精緻化に必要な考え方を

身に付ける。 

社会から課題を抽出し、解決の切り口となる仮説を構築、実現性のある事業構想を策定する、この一連の流れで事業構

想の全体像を俯瞰。 

フェイズ毎に事業構想に関連する様々な知識を学ぶ。 

＜到達目標＞ 

事業構想大学院の基本的な事業構想計画書のフレームを理解し、その策定に必要な基本的な考え方、視点を身に付ける。

＜授業の進め方と方法＞ 

講義と演習（グループワーク）を1セットで実施。 

＜講義計画＞ 

第1回 ①オリエンテーション（授業計画とセルフプレゼンテーション） 

    ～以降、2コマ１セット 

第2回 ②講義：事業構想計画書の全体像とデザイン思考の考え方 

    ③演習：仮説思考～バックキャスティング（AS IS→TO BE） の議論と発表 

第3回 ④講義：事業構想のビジョン・ミッション・コンセプトの考え方 

    ⑤演習：目指す姿＝ブランドステートメント作成 の議論と発表 

第4回 ⑥講義：事業主体～事業モデルの考え方 

    ⑦演習：ビジネスモデルの図解～リーンキャンバス作成 の議論と発表 

第5回 ⑧講義：事業の実現可能性についての考え方① 

    ⑨演習：指針となる理想顧客のペルソナづくり ～顧客インサイトについて～ の議論と発表 

第6回 ⑩講義：事業の実現可能性についての考え方② 

    ⑪演習：指針となる理想顧客のカスタマージャーニーづくり の議論と発表 

第7回 ⑫講義：事業の収支についての考え方 

    ⑬演習：価格戦略＝顧客一人当たりのLTV検討 の議論と発表 

第8回 ⑭講義：ゲスト講義 または、演習：構想発表と個別コンサルティング 

    ⑮演習：構想発表と個別コンサルティング 

＜講義外の課題＞ 

次回演習課題は事前告知するので、各講義回の内容に従って準備を行い、自身の構想をブラッシュアップしていってほ

しい。 

＜教科書・参考書＞ 

各回の内容に応じて随時紹介。 

＜評価方法＞ 

講義出席・演習への貢献度70点と、レポート30点による総合評価。 

＜その他の重要事項＞ 

希望者には、受講生自身の事業構想に対して個別コンサルティングを行います。 
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科目名 収支計画の立て方 担当教員 和田貴郎 科目コード 208 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期（夏季集中） 

キャンパス 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡 単位数 1単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業構想計画書の中の事業収支計画パートを作成するための手順と主な考慮点を解説するとともに、簡単な仮想事例を

用いてシミュレートしていただくことで、ご自身の収支計画作成時の見通しを得る。 

（本科目は収支計画の作成プロセスに主眼を置くが、一部、ビジネス会計の講義内容と重複するので、ビジネス会計を

履修していない方でも受講可能である。） 

 

＜到達目標＞ 

自分の事業構想計画書の中の事業収支計画パートを、自信をもって作れるようになる。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

第2回以降、２コマを１セットとして、前半を講義・例題、後半を演習とする。 

第4回に30分程度のミニ課題を実施します。 

 

＜講義計画＞ 

第1回 事業収支計画作成プロセス 

 売上予測と売上原価 

第2回 設備計画・人員計画・資金計画      

 演習① 

第3回 その他の費用・事業収支計画の評価と分析（1）    

 演習② 

第4回 事業収支計画の評価と分析（2）・ミニ課題   

 演習③ 

 

＜講義外の課題＞ 

なし 

 

＜教科書・参考書＞ 

教科書は指定しない。 

参考書は、講義の中で適宜紹介する。 

 

＜評価方法＞ 

講義・演習への参加・貢献７０点と、ミニ課題３０点の総合評価により、６０点以上を合格とする。 

 

＜その他の重要事項＞ 

 本講義は夏季集中期間に開講します。 

 仮想事例シミュレーション（演習）は Excel ワークシート上で行うので、前面スクリーンでも表示しながら説明し

ますが、可能であれば演習ワークシートをダウンロードしてPCないしタブレットを第2回目以降持参されたい。 
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科目名 統合的マーケティング・コミュニケーション 担当教員 丸岡吉人 科目コード 209 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期／後期／通年 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

この講義の目的は、履修者が統合的マーケティングコミュニケーション（マーコム）の基本を身につけることです。そのために本

講義では、①マーコム手段（マスコミ広告、デジタル広告、広報・ＰＲ、セールスプロモーション、イベント、スポンサーシップ、ソ

ーシャルメディア活用など）の特徴を理解することから始め、②マーケティング戦略とマーコム戦略との関係を把握して適切な

マーコム目標を設定する方法、そして、③マーコム目標に効果的・効率的に到達するために施策群を統合する原理と方法を学

びます。 

＜到達目標＞ 

講義終了時に履修者が、①マーコムの鍵概念と重要ツールとを理解している、②履修後に統合的マーコム戦略立案と実行の

力を自ら高める方法を身につけている、ことが目標です。 

＜授業の進め方と方法＞ 

クラスでは、講義に加えて、ミニケースを活用して、履修者が「なぜそうなったのか」「なにを狙ったのか」「自分ならばどうする

か」を考える機会を提供し、授業内容の理解を深めます。 

＜講義計画＞ 

第1回：オリエンテーション 

＜マーコムに何ができるか：マーコム目標を達成する施策を理解する＞ 

第2回：コミュニケーション効果①ニーズ喚起、ブランド認知 

第3回：コミュニケーション効果②ブランド理解、ブランドイメージ 

第4回：コミュニケーション効果③ブランドパーソナリティ、ポジショニング 

第5回：コミュニケーション効果④好意的態度 

第6回：行動促進効果①情報収集行動の促進、購買行動の促進 

第7回：行動促進効果②顧客ロイヤルティ行動の促進 

第8回：情報環境効果①ミクロ情報環境効果 

第9回：情報環境効果②マクロ情報対流効果 

＜マーコム手段に何があるか：マーコム手段が実現する効果を理解する＞ 

第10回：新しいマーコム手段①デジタル広告（デジタル広告の仕組み） 

第11回：新しいマーコム手段②デジタル広告（デジタル広告の発展） 

第12回：新しいマーコム手段③デジタルマーケティング活動の中でのマーコム 

第13回：新しいマーコム手段④スポンサーシップ、コーズリレーテッドプロモーション、ブランドプレースメント 

＜マーコム統合の原理と方法：どのように統合的マーコムを実現するか＞ 

第14回：マーコム統合の原理と方法 

第15回：統合的マーコムの役割 

※履修者の関心事や希望によって、予定を変更することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 124 -



＜講義外の課題＞ 

全講義終了後に課題レポートを提出していただきます。課題は、「デレク・トンプソン(2018). ヒットの設計図：ポケモンＧＯからト

ランプ現象まで 早川書房」を読み、その書評を書くことです。提出方法や締め切りを含め、詳細は講義の中で説明します。 

＜教科書・参考書＞ 

＜教科書＞ 

指定しません。 

＜参考書＞ 

Correia, T. (2016). The fluid consumer:  Next generation growth and branding in the digital age. Redline. （コレイア, T. (著)、

月沢李歌子（訳）(2017). 気まぐれ消費者：最高の体験と利便性を探求するデジタル時代の成長戦略 日経ＢＰマーケティング）

岸志津江(2016). ＩＭＣ概念を再考する：進化と課題 マーケティングジャーナル, 36(3), 6-22.  

Rossiter, J. R. and Bellman, S. (2005). Marketing communications. Prentice Hall. （ロシター, J. R.・ベルマン，Ｓ.(著)、岸志

津江（監修）(2009). 戦略的マーケティング・コミュニケーション 東急エージェンシー） 

佐藤尚之(2018). ファンベース：支持され、愛され、長く売れ続けるために ちくま新書 

Simonson, I. and Rosen, E. (2014). Absolute value:  What really influences customers in the age of (nearly) perfect 

information. Harper Business. （サイモンソン，Ｉ.・ローゼン，Ｅ. 千葉敏生（訳）(2016). ウソはバレる:「定説」が通用しない時

代の新しいマーケティング ダイヤモンド社） 

Thompson, D.（2017）. Hit makers: How things become popular.  Allen Lane.  （トンプソン, Ｄ.  高橋由紀子 (訳) (2018).

ヒットの設計図:ポケモンＧＯからトランプ現象まで 早川書房） 

＜評価方法＞ 

講義の６割以上に出席した履修者のみが評価対象です。評価対象者の①講義への貢献（５０%）と、②課題レポート（５０%）によ

って評価します。 

履修者は講義日ごとに「ミニットペーパー」を提出します。講義に出席して、かつ、「ミニットペーパー」を提出した者を出席と認

定します。「ミニットペーパー」とは、講義日ごとに、（１）学んだことを簡潔に要約するとともに、（２）講義に対する意見や感想、

質問を提出するものです。建設的な意見や講義の質を高める質問を特に歓迎します。具体的な方法は、講義初日に指示しま

す。 

＜その他の重要事項＞ 

講義の目的は「マーコムの基本」を身に着けることです。「マーコムの初歩」ではありません。「基本」は、よりどころとなるおおも

と、という意味です。「基本」をおさえれば、後は意外に簡単です。 
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科目名 統合的マーケティング・コミュニケーション 担当教員 足達則史 科目コード 209 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 名古屋 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

マーケティングコミュニケーションの目的は「人を動かす」ことです。この講義はこの目的を達成する

ための統合的マーケティングコミュニケーション（マーコム）の基本を身につけることです。そのため

本講義では、①マーケティング戦略とマーコム戦略の関係を理解し、適切なマーコム目標を設定する方

法、②様々なコミュニケーション手段（マス広告、デジタル広告、戦略 PR、イベント、ソーシャルネ

ットワークなど）の特徴を理解し、適切な施策を立案する方法、③マーコム目標を達成するために各施

策群を統合する方法を学びます。 
＜到達目標＞ 

講義終了時に履修者が、①マーコムの鍵概念と重要ツールとを理解している、②履修後に統合的マーコ

ム戦略立案と実行の力を自ら高める方法を身につけている、ことが目標です。 

＜授業の進め方と方法＞ 

クラスでは、講義に加えて、ミニケースを活用して、履修者が「なぜそうなったのか」「なにを狙ったの

か」「自分ならばどうするか」を考える機会を提供し、授業内容の理解を深めます。 

＜講義計画＞ 

第1回：オリエンテーション 
＜「人を動かす」マーケティングコミュニケーションとは何か？＞ 
第2回：①マーコムが機能するメカニズム、コミュニケーション効果①ニーズ喚起、ブランド認知 
    ②コミュニケーション効果②ブランド理解、ブランドイメージ 
第3回：①コミュニケーション効果③ブランドパーソナリティ、ポジショニング 
    ②コミュニケーション効果④好意的態度 
第4回：①コミュニケーション効果⑤ブランド連想、心理的リアクタンス 
    ②コミュニケーション効果⑥その他の効果 
＜マーコムの手段：主な手段とその特徴＞ 
第5回：①マーコムが作用する環境、マーコム手段の概要と特徴①マスコミ広告 
    ②マーコム手段の概要と特徴②デジタル広告 
第 6 回：①マーコム手段の概要と特徴②マーケティング PR、オウンドメディア、ソーシャルメディア

手法 
    ②マーコム手段の概要と特徴④セールスプロモーション手法 
第7回：①マーコム手段の概要と特徴⑤新しいマーコム手法（スポンサーシップ、コーズ、ブランドプ

レースメントなど） 
    ②マーコム手段の概要と特徴⑥新しいマーコム手法（デジタル技術が生み出す新しい売り方）

＜総合的なマーコム：原理と方法、課題＞ 
第8回：①マーコム統合の原理と方法 
    ②マーコム統合の課題 
 

＜講義外の課題＞ 

全講義終了後に課題レポートを提出していただきます。課題は、「佐藤尚之(2018).ファンベース：支持

され、愛され、長く売れ続けるために ちくま新書」を読み、その書評を書くことです。提出方法や締

め切りを含め、詳細は講義の中で説明します。 
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＜教科書・参考書＞ 

＜教科書＞ 

指定しません。 

＜参考書＞ 

・売れるもマーケ 当たるもマーケ：マーケティング22の法則 （東急エージェンシー） 
アル ライズ  (著), ジャック トラウト (著) 新井 喜美夫 (翻訳) 

・戦略的マーケティング・コミュニケーション （東急エージェンシー） 
ジョン R. ロシター (著), スティーブン・ベルマン (著), 岸 志津江 (監修, 監修), 

・ファンベース：支持され、愛され、長く売れ続けるために （ちくま新書） 

佐藤尚之(2018) 

・ウソはバレる―「定説」が通用しない時代の新しいマーケティング （ダイヤモンド社） 

イタマール・サイモンソン (著), エマニュエル・ローゼン (著), 千葉 敏生 (翻訳)  

 

＜評価方法＞ 

講義の６割以上に出席した履修者のみが評価対象です。評価対象者の①講義への貢献（５０%）と、②課

題レポート（５０%）によって評価します。履修者は講義日ごとに「ミニットペーパー」を提出します。

講義に出席して、かつ、「ミニットペーパー」を提出した者を出席と認定します。「ミニットペーパー」

とは、講義日ごとに、（１）学んだことを簡潔に要約するとともに、（２）講義に対する意見や感想、

質問を提出するものです。建設的な意見や講義の質を高める質問を特に歓迎します。具体的な方法は、

講義初日に指示します。 

 

 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 統合的マーケティング・コミュニケーション 担当教員 小宮信彦 科目コード 209 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

VUCA（変動性：Volatility、不確実性：Uncertainty、複雑性：Complexity、曖昧性：Ambiguity）の時代にあって、事

業を取り巻く外部環境はますます混迷を深め、またデジタル・エコノミーの急速な進展は、人々の生活スタイルや価値

観、消費行動に大きな変化をもたらしています。こうした環境変化に対応すべく、マーケティング・コミュニケーショ

ン（マーコム）の最前線において日々新たなツールやメソッド、各種ソリューションが開発・適用され、私たち事業家

やマーケッターは事業課題解決に向けて精力的な努力を続けています。しかしながら、これら取り組みは、近視眼的、

部分最適的な施策展開やサイロ的な組織対応に陥ることもしばしば見受けられ、限定的な成果に留まることも少なくあ

りません。私たちはいかにして、全体的なアプローチから、企業や商品／サービスの提供価値・ブランド価値を最大化

させ、顧客との関係性を深めていくべきでしょうか。 

 

この包括的アプローチの嚆矢が、1990 年代にドン・シュルツ等によって提唱された「統合型マーケティング・コミュニ

ケーション（Integrated Marketing Communication：IMC）」の概念です。この IMC は、マーコム戦略検討の出発点を、

企業や製品の視点（4P）ではなく顧客の視点（4C）へとリフレーミングして捉え直し（顧客価値：Customer Value、顧

客の経済性：Cost of Customer、顧客の利便性：Convenience、顧客コミュニケーション：Communication）、マスメディ

ア広告（Above the Line）やセールスプロモーション（Below the Line）等のあらゆる顧客接点において、一貫性のあ

るブランディング・メッセージのもと各種施策展開を連動して戦略的にマネジメントしようとするもので、今日のマー

コム・プランニング実務における主要な基本概念とひとつとなりました。 

 

また近年、インターネット・メディアやECチャネルの進展、スマートフォンの爆発的な普及、各種データ経済の拡大、

AIや IoT などのテクノロジーイノベーション等、デジタル化がもたらす巨大なインパクトにより、IMC の概念はさらに

拡張を続けています。 

「カスタマー・エクスペリエンス（UX）」、「カスタマーエンゲージメント」、「ユーザーイノベーション」等の概念は、商

品／サービス自体の認知〜購買プロセスに着目するだけでなく、企画、生産、消費や使用といった商品／サービスに関

わるあらゆる体験価値や、企業と生活者の関係性をトータルでデザインしようとする考え方です。これら IMC の概念拡

張は、マーコム戦略の目的が、情報の非対称性に基づき「消費者にいかに売るか」から、情報過多の時代にあって、企

業や商品／サービスの価値を「顧客と伴走しながらいかに共創するか」へ移行したことを意味します。さらに、「サービ

スドミナントロジック（SDL）」、「シェアリングエコノミー」、「サブスクリプション」、「オムニチャネル」、「リーンスタ

ートアップ」等の新しい概念は、マーコム戦略そのものがビジネスデザインと融合して設計されるステージに到達した

ことを示しています。いまやマーコム戦略は、ビジネスモデルの観点からダイナミックかつ包括的に設計されて初めて

価値創造に寄与するもの、と捉えられるようになってきたのです。 

 

統合マーコム戦略の構築と実施は、決して一握りの専門家が担うものではなく、事業創造に主体的に関与するすべての

人が理解し、活用しなければならないスキルセットです。また、企業、自治体、NPOを問わず、規模や地域性を問わず、

あらゆる現場で応用可能なフレームワークとなりえます。本講義では、基本となる IMC の概念と考え方を理解するとと

もに、近年注目される新しい拡張概念やアドテクノロジーについて議論を深めます。戦略構築の実務では、「木を見て森

を見て」の繰り返しが求められます。履修生のみなさんは、実務／実践テクニックだけでなく、「統合マーコムとはいか

にあるべきか」の本質的な問いを常に意識し、自身の事業アイデアのマーコム戦略の仮説構築を深めてください。 
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＜到達目標＞ 

講義終了時に、以下を達成していることが望ましい。 

① 統合型マーケティング・コミュニケーションの基本概念や拡張概念を正しく理解し、他に伝えることができる。 

② 統合型マーケティング・コミュニケーションの考え方を、自身の仕事や業務のなかで活用できる素地をつくる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

・ 講義に加え、必要に応じて有識者によるテーマ講演を行うことがある 

・ 各履修者の事業構想テーマ案を題材にケースディスカッションに行うことで、戦略構築を実践的に学ぶ機会を作る 

＜講義計画＞ 

第1回：オリエンテーション ／ 個人取り組みテーマの紹介 

第2回：マーコムの基本要素の確認、IMCの基本概念  

第3回：提供価値の定義、ポジショニング、ブランド開発の進め方 ／ ケースワーク 

第4回：顧客インサイトの発見、カスタマージャーニーの設計、顧客エンゲージメント ／ ケースワーク 

第5回：メディア戦略とプロモーション戦略 ／ ケースワーク 

第6回：デジタルアドテクノロジーのいま ／ 個人中間発表 

第7回：ビジネスモデルとマーケティング・コミュニケーションの融合 ／ 個人中間発表 

第8回：まとめ ／ 個人中間発表 

 

＊）履修者の関心事や希望、受講人数、進捗状況によって、予定を変更することがあります。 

＜講義外の課題＞ 

原則、授業のなかのケースワークで行うが、個人発表（＝課題レポートの中間発表）などが課せられます。 

＜教科書・参考書＞ 

＜教科書＞ 

使用せず、講義はスライド中心に行います。 

 

＜参考書＞ 

講義の中で適時紹介しますが、以下はIMCの基本理解に役立ちます。 

・ ケロッグ経営大学院 ブランド実践講座（アリス M. タイボー＋ティム・カルキンス編）ダイヤモンド社 

・ 統合マーケティング戦略論（ドーン・イアゴブッチ／ボビー J. カルダー編）ダイヤモンド社 

・ One to Oneマーケティング（D. ペパーズ＋M. ロジャース著）ダイヤモンド社 

・ プロダクトマネージャーの教科書（Linda Gorchels著）翔泳社 

＜評価方法＞ 

・ 課題レポート評価：50％ ＋ 授業における積極的貢献：50％ 

論題： 

「あなたの事業構想アイデア（もしくは自社商品／サービス）における、統合マーケティング・コミュニケーショ

ン戦略プランニング案」（PPT、枚数不問） 

＜その他の重要事項＞ 

・ 第 1 回目のオリエンテーションでは、課題レポートの題材となる、各人の取り組みテーマについて概要を共有して

いただきます。 

 

- 129 -



科目名 統合的マーケティング・コミュニケーション 担当教員 藤本浩司 科目コード 209 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

この講義は、統合的マーケティング・コミュニケーション（Integrated Marketing Communication：IMC）の基本を

身につけることを目的と設定する。そのために①コミュニケーションが機能するメカニズムとその効果を考え、②IMC

戦略の目的と効果を理解し、③戦略立案に使える知見やフレームを学習する。また、履修生の事業構想における課題に

沿った IMC視点も演習の中で履修生相互に検討し合い構想の精度を上げることに寄与する。 

 

＜到達目標＞ 

講義終了時に履修者が、①IMC の鍵となる概念と各種フレームワークとを理解している、②履修後に IMC 戦略を立案

し実行する力を自ら高める方法を身につけている、ことが目標である。 

＜授業の進め方と方法＞ 

クラスの進行は、①講義に加えて、②講義のミニ演習で講義テーマ領域に関する理解を深めていく。また、履修生の事

業構想テーマ案を題材にしたグループ討議も行う。自身のテーマを使って各種フレームワークを実践的に学ぶ機会を作

り、授業内容の理解を深めていく。これら演習時における積極的な参加を評価する。 

＜講義計画＞ 

第1回 ガイダンス(全体概要、基本概念、演習イメージなど) 

第2回 マーケティング、コミュニケーション、IMCの概念整理と基本フレーム 

第3回 IMC戦略立案の型、IMC事例研究の手法、実践応用力を高める方法 

第4回 ブランド概念、行動経済学や心理学・社会学の知見とフレーム 

第5回 ブランドを作り育てるという視点での IMC 戦略 

第6回 プライシング（値付け）というマーケティング要素を使った IMC戦略 

第7回 プレミアム価値を創造するという視点の IMC戦略 

第8回 まとめ 

＜講義外の課題＞ 

原則授業の中で演習を行うが、1-2回事前課題（広告表現の解釈など）を課す。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書は使用せず、講義はスライド中心に進行する。参考書は講義の中で適宜紹介する。 

IMCに関心があり基礎体力をつけたい参考書は以下の通り。 

『現代広告論』岸志津恵・田中洋・島村和恵、2017 

『戦略的マーケティング・コミュニケーション[IMCの理論と実際]』ジョン・ロシター＆スティーブン・ベルマン、2009

＜評価方法＞ 

演習とグループ討議への参加・貢献の度合い、受講日毎に提出いただくコメントメールとで評価します。 

 

＜その他の重要事項＞ 

各自の事業テーマにおける各種ステークホルダーとの間にも IMC概念は活用できる。正しいことを伝えることが必ずし

も相手を動かすことに結びつくとは限らない。事業の目的は顧客をはじめ、投資家や取引先など多様なステークホルダ

ーを動かしていくことともいえる。ぜひIMC概念の実践を事業実現に活用してほしい。 
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科目名 プレゼンテーション 担当教員 八代華代子 科目コード 210 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期：東京・大阪、後期：福岡・名古屋 

キャンパス 東京／大阪／福岡／名古屋 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業構想の実現には、人の心を動かすプレゼンテーションが必須です。そのためには、自分が伝えたい熱い想いだけで

はなく、聴き手目線のニーズやイメージの分析が鍵となります。本講義では、伝えるための「音声」「言語」「非言語」と

いう３つの情報をグループワークで分析したり、テーマ別のミニプレゼンテーションを実践したりして、伝える力を磨

いていきます。さらに、プレゼンテーションのグローバル化に伴い、欧米のプレゼン術を検証し、今までのデリバリース

キルに新しい風を吹き込みます。既存の日本教育では取得する機会が少ない「人前で話すときの心得」「伝わる発声・滑

舌法」「内容構成のモデル」等も取り入れ、強化していきます。 

＜到達目標＞ 

1.「聴き手目線なること」と「表現力を磨くこと」を習慣化します。 

2. 自分のプレゼンテーションを分析することで、長所には自信を持ち、短所には改善を施せるようになります。  

3. ほぼ毎回ある実習を通して、人前で話すことに慣れるためのトレーニングができます。 

＜授業の進め方と方法＞ 

毎回、テーマに基づいて、講義とグループワークを織り交ぜながら、課題に沿った実習を行います。課題としてあらかじ

め準備したプレゼンテーションや授業内で短時間でまとめて発表するもの、インプロビゼーションなど、多様な形態へ

順応する力を付けていきます。 

＜講義計画＞ 

第1回  ガイダンスと導入 

第2回  人前で話すための大事な心得と発声・滑舌の練習 

第3回  欧米教育セルフプレゼンテーションの実習 

第4回  日本語の特性と効果的な表現法 

第5回  ノンバーバルコミュニケーションと緊張コントロール 

第6回  プレゼンテーションにおける哲学的要素について 

第7回  TEDの分析とプレゼンテーション実習 

第8回  プレゼンテーションの目的別アプローチ 

第9回  目的・対象別プレゼンテーションのグループ実習 

第１０回 豊かな表現力の強化とプレゼンテーションの構成 

第１１回 事業構想のポイントを簡潔にまとめ、発表するための実習 

第１２回 慣用句・格言などの比喩表現や比較要素の分析トレーニング 

第１３回 自身の事業構想から比較要素を取り出し、検証する実習 

第１４回 まとめ・プレゼンテーション実習 

第１５回 まとめ・プレゼンテーション実習 

  ＊毎回、発声・滑舌の練習を行います。 

  ＊講義の進捗状況によって、内容が前後することがあります。 

＜講義外の課題＞ 

自身のプレゼンテーションの自己分析レポート、次回の実習発表の準備など適宜。 

＜教科書・参考書＞ 

テーマに合わせて、その都度、配布いたします。 

＜評価方法＞ 

クラス・グループディスカッション・発表への参加が50点、課題レポート50点による総合評価。 
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＜その他の重要事項＞ 

グループディスカッション、実践が多くありますので、なるべく出席してください。 

あらかじめわかっている欠席や大幅な遅刻の場合は、なるべく事前に事務局に連絡してください。 
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科目名 企業内における事業構想 担当教員 渡邊信彦 科目コード 301 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 東京／大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講義では 企業内部において新規事業開発を推進するにあたりうまくいかない原因である要素を認識した上でいかに

事業構想を進めていくか、企業の持つ資本を活用し新規事業を立ち上げるステップを学ぶ。 

各講義毎に講義2コマ分を1セットとする。 

（1）1コマ目講義 

（2）2コマ目演習 

＜到達目標＞ 

事業構想の基本を学ぶことに加えて企業が持つ資産の活用について考察する力をつける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

座学、グループワーク、ゲスト講師によるプレゼンによって、各課題や論点について共有、検討をしていく。 

＜講義計画＞ 

第1回  オリエンテーション（授業計画とセルフプレゼンテーション） 

 第2回 講義＝企業内における新規事業企画の現状とその課題演 演習＝グループ分け及び課題配布、課題分析 

第3回 講義＝自社のサービスの強みと弱みを知る 演習＝グループワーク 提供する価値の設定  

 第4回 講義＝起業準備中または初期のベンチャーから学ぶ刺激講義 

 第5回 講義＝事業構想における新事業の価値設定、カスタマージャーニマップからの価値設定 

     演習＝グループワーク 課題から価値設定 カスタマージャーニー作成 

 第6回 講義＝企業内事業構想に向けたビジネスモデルマップの作成 

     演習＝グループワーク 提案作成 

 第7回 講義＝社内外の巻き込み方 情報共有と仕掛け 演習＝グループワーク 提案作成 

 第8回 総括 グループプレゼンテーション 

＜講義外の課題＞ 

特になし 

＜教科書・参考書＞ 

随時紹介 

＜評価方法＞ 

 平常点（出席／討論参加点）50点とレポート50点による総合評価を行う。 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 企業内における事業構想 担当 橋本 良子 科目コード 301 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期／後期／通年 

開講キャンパス 名古屋 単位数 2 単位 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 
既存企業組織の中で革新的な新規事業を企画・立案・実行するために必要な基礎知識を学び、実際に

事業構想書を策定することにより、事業創造を成功させるための要因について、経営資源(ヒト・モノ・
カネ・情報)の視点から学びます。 

＜到達目標＞ 
※原則として、変更されることはありません。
1. 新規事業の企画・立案・計画に関する基礎知識を習得する。  
2. 企業事例分析により、新規事業の成功要因を明確にすることができる。  
3. 新規事業の事業構想書をグループ単位(原則 3 名)で策定し、事業創造力を 

養成する。  
4. 策定した事業構想を的確にプレゼンすることができる。 

＜授業の進め方と方法＞ 
授業の進め方としては、毎回のテーマごとの講義とグループワークを組み合わせることにより、事業

構想策定を推進します。 
授業のキーワード ・事業構想・ビジネスモデル・アントレプレナーシップ・推進組織 

＜講義計画＞ 
第 1 回  ・授業ガイダンス 基礎知識：企業内起業の変遷
      この講義を通して何を学ぶのか?   

・グループワーク：1 グループ 2～3 名のグループを編成する。 
  今後のグループ活動では、何をするのか? 
 

第 2 回 ・基礎知識：企業内起業プロセスおよび推進組織体制 
      企業内起業プロセスにおける要点は何か?  
      企業内起業を阻む社内勢力は何か? 

・グループワーク：事業構想テーマの検討 
・個人レポートの提出：第 1 回授業内レポート 
 

第 3 回 ・基礎知識：企業内起業家に求められるアントレプレナーシップ 
アントレプレナーに求められる能力とは?  

・グループワーク：事業アイデア創造  
・個人レポートの提出：第 2 回授業内レポート 
 

第４回 ・基礎知識：ビジネスモデル構築および事業ステージごとの推進組織 
      デザイン思考およびビジネスモデルキャンパスの活用 

・グループワーク：ビジネスモデル策定 
・個人レポートの提出：第 3 回授業内レポート 

：課題レポート：新規事業立ち上げに成功している企業事例分析 
         

第 5 回 ・基礎知識：事業構想書の策定 
      事業構想書の目的と構成 
    ・グループワーク:ビジネスモデル発表会 

・個人レポートの提出：第 4 回授業内レポート 
 
第 6 回 ・基礎知識:企業事例分析 1  
      ゲストスピーカーによる新規事業立ち上げを成功させるための要点 

・グループワーク:事業構想書の策定 
・個人レポートの提出：第 5 回授業内レポート 
 

 
第 7 回 ・基礎知識:企業事例分析 2  
      介護ビジネスの事例分析 

・グループワーク:事業構想発表会プレゼン準備 
・個人レポートの提出：第 6 回授業内レポート 
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第 8 回 ・事業構想発表会  

受講生によるプレゼンテーションを行い、その実現可能性について、 
受講者間で評価を行う。 

・個人レポートの提出：第 7 回授業内レポート 

＜講義外の課題＞ 
毎回のテーマごとの講義とグループワークを組み合わせることにより、事業構想策定を推進しますの

で、グループワークの各自担当部分 の調査や資料作成は、次回授業時までに完了しておいてください。
個人レポートについては、毎回の授業終了後に作成する授業内レポート、課題レポート：1 回を提出し
てもらいます。授業外学習での課題となりますので、レポート作成に必要な調査や資料作成の時間を充
分とってください。 

＜教科書・参考書＞ 
・イアン・マクミラン他 (1994)『コーポレート・ベンチャリング』ダイヤモンド社 
・ドラッカー (1985)『イノベーションと企業家精神』ダイヤモンド社 
・ウォルコット他 (2010)『社内企業成長戦略』日本経済新聞出版社 
・ヘンリー・チェスブロウ(2008）『オープンイノベーション』英知出版 
・加護野忠男・山田幸三 (1999)『日本企業の新事業開発体制』 日本経済新聞社 
・ティム・クラーク(2017）『ビジネスモデル for Teams 組織のためのビジネスモデル設計書』翔泳社
・ウィリアム・バイグレイブ/アンド リュー・ザカラキス(2009）『アントレプレナーシップ』 
日経ＢＰ社 

＜評価方法＞ 
※原則として、8 回中 6 回以上の出席を単位認定要件とします。
1. 事業構想：30％    

・事業構想評価 (グループ)  
2. 個人レポート：40％ 
   ・毎回の授業内レポートと課題レポート(第 4 回目の授業時に提出)   
    課題：新規事業立ち上げに成功している企業事例分析 
3. その他：30％    

・グループ内での貢献(リーダー・資料作成)    
・講義への貢献度(授業での発言と報告)    
・講義の進行妨げはマイナス(遅刻、私語・携帯) 

＜その他の重要事項＞ 
この授業では、毎回の講義の前半で企業内事業構想に必要な基礎知識の習得、後半でグループワーク

としての事業構想策定を行います。グループワークでは、基礎知識を基に、ビジネスアイデアの創出か
らビジネスモデルの策定および事業計画の立案まで、事業構想についての流れを一通り、実践的に学び
ます。有意義な講義になるよう、積極的な取り組みを期待します。 
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授業科目名 企業内における事業構想 担当 橋本 良子 科目コード 301 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期／後期／通年 

開講キャンパス 名古屋 単位数 2 単位 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 
既存企業組織の中で革新的な新規事業を企画・立案・実行するために必要な基礎知識を学び、実際に

事業構想書を策定することにより、事業創造を成功させるための要因について、経営資源(ヒト・モノ・
カネ・情報)の視点から学びます。 

＜到達目標＞ 
※原則として、変更されることはありません。
1. 新規事業の企画・立案・計画に関する基礎知識を習得する。  
2. 企業事例分析により、新規事業の成功要因を明確にすることができる。  
3. 新規事業の事業構想書をグループ単位(原則 3 名)で策定し、事業創造力を 

養成する。  
4. 策定した事業構想を的確にプレゼンすることができる。 

＜授業の進め方と方法＞ 
授業の進め方としては、毎回のテーマごとの講義とグループワークを組み合わせることにより、事業

構想策定を推進します。 
授業のキーワード ・事業構想・ビジネスモデル・アントレプレナーシップ・推進組織 

＜講義計画＞ 
第 1 回  ・授業ガイダンス 基礎知識：企業内起業の変遷
      この講義を通して何を学ぶのか?   

・グループワーク：1 グループ 2～3 名のグループを編成する。 
  今後のグループ活動では、何をするのか? 
 

第 2 回 ・基礎知識：企業内起業プロセスおよび推進組織体制 
      企業内起業プロセスにおける要点は何か?  
      企業内起業を阻む社内勢力は何か? 

・グループワーク：事業構想テーマの検討 
・個人レポートの提出：第 1 回授業内レポート 
 

第 3 回 ・基礎知識：企業内起業家に求められるアントレプレナーシップ 
アントレプレナーに求められる能力とは?  

・グループワーク：事業アイデア創造  
・個人レポートの提出：第 2 回授業内レポート 
 

第４回 ・基礎知識：ビジネスモデル構築および事業ステージごとの推進組織 
      デザイン思考およびビジネスモデルキャンパスの活用 

・グループワーク：ビジネスモデル策定 
・個人レポートの提出：第 3 回授業内レポート 

：課題レポート：新規事業立ち上げに成功している企業事例分析 
         

第 5 回 ・基礎知識：事業構想書の策定 
      事業構想書の目的と構成 
    ・グループワーク:ビジネスモデル発表会 

・個人レポートの提出：第 4 回授業内レポート 
 
第 6 回 ・基礎知識:企業事例分析 1  
      ゲストスピーカーによる新規事業立ち上げを成功させるための要点 

・グループワーク:事業構想書の策定 
・個人レポートの提出：第 5 回授業内レポート 
 

 
第 7 回 ・基礎知識:企業事例分析 2  
      介護ビジネスの事例分析 

・グループワーク:事業構想発表会プレゼン準備 
・個人レポートの提出：第 6 回授業内レポート 

- 138 -



 
第 8 回 ・事業構想発表会  

受講生によるプレゼンテーションを行い、その実現可能性について、 
受講者間で評価を行う。 

・個人レポートの提出：第 7 回授業内レポート 

＜講義外の課題＞ 
毎回のテーマごとの講義とグループワークを組み合わせることにより、事業構想策定を推進しますの

で、グループワークの各自担当部分 の調査や資料作成は、次回授業時までに完了しておいてください。
個人レポートについては、毎回の授業終了後に作成する授業内レポート、課題レポート：1 回を提出し
てもらいます。授業外学習での課題となりますので、レポート作成に必要な調査や資料作成の時間を充
分とってください。 

＜教科書・参考書＞ 
・イアン・マクミラン他 (1994)『コーポレート・ベンチャリング』ダイヤモンド社 
・ドラッカー (1985)『イノベーションと企業家精神』ダイヤモンド社 
・ウォルコット他 (2010)『社内企業成長戦略』日本経済新聞出版社 
・ヘンリー・チェスブロウ(2008）『オープンイノベーション』英知出版 
・加護野忠男・山田幸三 (1999)『日本企業の新事業開発体制』 日本経済新聞社 
・ティム・クラーク(2017）『ビジネスモデル for Teams 組織のためのビジネスモデル設計書』翔泳社
・ウィリアム・バイグレイブ/アンド リュー・ザカラキス(2009）『アントレプレナーシップ』 
日経ＢＰ社 

＜評価方法＞ 
※原則として、8 回中 6 回以上の出席を単位認定要件とします。
1. 事業構想：30％    

・事業構想評価 (グループ)  
2. 個人レポート：40％ 
   ・毎回の授業内レポートと課題レポート(第 4 回目の授業時に提出)   
    課題：新規事業立ち上げに成功している企業事例分析 
3. その他：30％    

・グループ内での貢献(リーダー・資料作成)    
・講義への貢献度(授業での発言と報告)    
・講義の進行妨げはマイナス(遅刻、私語・携帯) 

＜その他の重要事項＞ 
この授業では、毎回の講義の前半で企業内事業構想に必要な基礎知識の習得、後半でグループワーク

としての事業構想策定を行います。グループワークでは、基礎知識を基に、ビジネスアイデアの創出か
らビジネスモデルの策定および事業計画の立案まで、事業構想についての流れを一通り、実践的に学び
ます。有意義な講義になるよう、積極的な取り組みを期待します。 
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授業科目名 企業内における事業構想 担当 永吉 健一 科目コード 301 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 福岡 単位数 2 単位 

必修・選択の別 選択 授業の方法 座学、グループワーク 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

 本講義では、企業内部において新規事業の構想・開発を進めるにあたり、企業の経営戦略や経営資

源を出発点として課題を抽出・整理すると共に、事業構想の手法や組織内でのコンセンサス（合意）

形成、実際の社内起業（新規事業立上げ）に至るまでを、講義とグループワークを通じて演習する。

 特に、事業構想の手法については、「顧客起点」をキーワードに「デザイン思考」のアプローチを用

いて、具体的なサービス・事業プランの作成までを実践する。 

 

＜到達目標＞ 

 企業の経営戦略や日々の業務の中から課題を抽出・整理し、自ら新規事業（サービス、業務プロセ

ス等含む）を構想、アクションを起こすことができるようになるための基本スキルを習得すること

を目標とする。 

＜授業の進め方と方法＞ 

 本授業では、ビジネスアイデアの発見からビジネスモデルへの昇華までワークショップ形式で学ぶ。

チーム単位での協同作業やプレゼンテーションを通じて、座学の知識のみでなく、事業を創り上げ

る「実行力」の習得を目指す。 

 

＜講義計画＞ 

 初週 ①（オリエンテーション）以降は、2 コマを 1 セットとする。 

初週①   オリエンテーション（授業計画と講師によるセルフプレゼンテーション） 

第 2 週②③ 講義・演習 企業内における新規事業企画の現状と課題 

            サービス事例研究（発表）、グループ分け 

第 3 週④⑤ 講義・演習 事業構想におけるターゲットユーザーの設定 

カスタマージャーニーマップ、POV（Point of View） 

第 4 週⑥⑦ 講義・演習 課題解決のアイデア発想① 

            コンセプトシート、利用シーンの作成 

第 5 週⑧⑨ 講義・演習 スタートアップ企業等から学ぶブレークスルー体験（仮） 

            （DIAGONAL RUN FUKUOKA 入居者との交流）（調整中） 

第 6 週⑩⑪ 講義・演習 課題解決のアイデア発想② 

            ブレイクバイアス、コンセプトシート作成 

第 7 週⑫⑬ 講義・演習 ビジネスモデル、企画書（提案書）の作成 

 

第 8 週⑭⑮ 総括（グループ プレゼンテーション） 
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＜講義外の課題＞ 

1) グループワークにおける講義外討議と発表資料事前準備（講義期間中 2-3 回） 

2) ユーザーインタビューとまとめ（講義期間中 1 回） 

3) サービス事例研究（事前に指定した領域でのサービス事例を調査して、所定のフォームで任意提出。

最終講義を除く毎回） 

 

＜教科書・参考書＞ 

1) 「多動力」堀江貴文，幻冬舎、2017 年 

2) 「アイデアのつくり方」J・W・ヤング,CCC メディアハウス,1988 年 

3) 「ビジネスモデルジェネレーション」A・オスターワルダー、翔泳社，2012 年 

＜評価方法＞ 

 平常点（演習・討論への参加）70 点と事前課題（宿題）30 点による総合評価を行う。 

 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 起業を目指す事業構想 担当教員 見山 謙一郎 科目コード 302 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

起業とは目的ではなく手段のひとつである。本講義は、事業構想のために必要な「仮説創設力」を醸成することを目的

とし、「仮説創設力」を「課題の抽出力」と「本質的原因の探求力」と定義する。目に見える課題は、実は真の課題では

ないかも知れない。また、真っ先に浮かぶ表層的な原因をいくら探求しても、解決策には繋がらないこともある。「隠れ

た真実」の中に、真の課題や解決策が隠されているかも知れない。                        

本講義はグループディスカッションを中心とした双方向型の講義である。様々な思考法を体感しながら、「ゼロベース」

で事業プランを構想してもらうことを目指す。ビジネスの場は日本ではなく、アジアの開発途上国であるバングラデシ

ュである。ほとんどの受講生にとって未知の国であるバングラデシュの社会的課題に対する「仮説」を創設し、自分た

ちなりの問題意識と「本質的な原因」を探求することから、「対案」としてのビジネスプランを構想する。バングラデシ

ュへの渡航経験や事前知識の有無は関係なく、大切なのは「ゼロベース（Zero to One)」で物事を考える経験をリアルな

市場（マーケット）を想定し行うことにあり、このことが結果として起業のための事業構想力へと繋がっていく。   

＜到達目標＞ 

経済成長著しい、南アジアの開発途上国であるバングラデシュをフィールドに、グループワークにより「ゼロベースか

ら」出来るだけ壮大なビジネスプランを作成してもらうことを目標とする。 

＜授業の進め方と方法＞ 

グループディスカッションを中心とした双方向型の講義である。前半（1-4回）は多角的・多面的思考を体感しながら、

ゼロベースで事業プランを構想するための助走期間とする。後半（5-7回）は、バングラデシュおけるビジネスプランの

構想とそのブラッシュアップを繰り返し行う。尚、講義の進捗度合いや受講生の関心度合いに応じ、ゲスト講師を招く

ことも考えている。 

＜講義計画＞ 

第1回 イントロダクション 

第2回 クリエイティブシンキング（リバース・シンキング） 

第3回 クリエイティブシンキング（スーパー・ポジティブシンキング） 

第4回 クリエイティブシンキング（Zero to One) 

第5回 開発途上国でのビジネスについて、ビジネスプランの構想-1 

第6回 ビジネスプランの構想-2、発表、フィードバック 

第7回 ビジネスプランの発表、フィードバック 

第8回 ビジネスプランの最終発表 

＜講義外の課題＞ 

各講義後にリアクション・ペーパーを提出するほか、講義外でグループワークが発生することに予め留意のこと 

＜教科書・参考書＞ 

Zero to One（ピーター･ティール他,NHK出版,2014）、インサイドボックス（ドリュー・ボイド他,文藝春秋,2014）、日

本のイノベーションのジレンマ（玉田俊平太,翔泳社,2015）、リバース・イノベーション（ビジャイ・ゴビンダラジャン,

ダイヤモンド社,2012年）、コトラーのマーケティング3.0（フィリップ・コトラー他,朝日新聞出版,2010） 

＜評価方法＞ 

発言等講義への貢献度（30%）、講義後のリアクション・ペーパー（30%）、ビジネスプラン（40%） 

＜その他の重要事項＞ 

最終成果物のビジネスプランはグループワークにより作成する。尚、本講義で作成されたビジネスプランについては、

受講生の希望があれば、外部のビジネスプランコンテストに応募することも検討する。 
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科目名 起業を目指す事業構想 担当教員 丸尾聰 科目コード 302 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

「起業」とは、「０→１」ばかりが強調されるが、決して「１」で終わりではなく、「１→１０」、「１０→１００」まで

の連続行為である。行為は「連続」する必要があるが、市場も自社も「連続」では対応できない。不連続に自己変容を遂

げながら、自分と組織を急速に共進化させる必要がある。 

まず、「０→１」は、経営資源がゼロゆえにその活用ができない時期である。つまり、全ての資源を自分で創造しなけ

ればならない。それまでの起業家の中にある知識や人脈やスキルが、経営資源ものものとなる。しかし、その経営資源の

どれを活用すれば良いかが分からない。しかし、必死に駆け抜ける途上で、無意識に経営資源が培われ、やがて「１」に

辿り着く。 

次に、「１→１０」は、試行錯誤の連続の中で、自分という存在の小ささを思い知り、他人の存在に一筋の光を見出す

時期である。つまり、起業家が全身全霊を賭けて経営資源を創造した「０→１」から、社内外の他人に積極的に頼る「１

→１０」へ、大きくギアチェンジをする必要がある。そして、この頃から創業メンバーとそうでないメンバーの意識ギャ

ップも拡大してくる。従業員の反発や対立も顕在化する。ここで「業績の成長」をとるか、「組織の安定」を取るか、息

を抜く暇もない危機の連続の中で、選択を迫られる。 

さらに、「１０→１００」は、社会の公器となり、名実ともに起業家の所有物ではなくなる。 

上述した「不連続さ」を要求されながらも、息継ぎをする間もない「連続」の行為が起業である。起業を目指す人にと

って、今は見えないものが、急に見えてくるのである。その時、動じずに対応する訓練を提供したい。そんな問題意識

で、本講義は企画された。 

本講義では、今でこそ「１００」や「１０」や「１」となった企業の歴史を振り返り、「０」や「１」の時点の社内外

の状況を想像することで、全速力で突っ走る起業家から見える風景や、その時に勃発する社内外の事件を疑似体験する

ことを試みる。それを通じて、起業時の「事業構想」を、現実的かつ中期的な視点で策定できるようになることを目的と

する。 

＜到達目標＞ 

「０→１」だけでなく、「１→１０」、「１０→１００」を見据え、不連続な成長シナリオを想定した「事業構想」を策

定することを目指す。 

「０→１」の時期の経営資源が自身にあることを強く意識し、自己の棚卸しを徹底して行う契機とする。 

「１→１０」において、頼れる社内外の人材のイメージを強く持ち、起業時から、その準備と検討を始める。 

自身のロールモデルとなる既存の起業家を見つけ、その「０→１」、「１→１０」、「１０→１００」の追体験を擬似的に

行う。 

＜授業の進め方と方法＞ 

第１回は、履修判断の材料となるような「模擬授業」を実施。第２回以降の各セッションの「短縮版」の位置づけ。

授業方法は、慶應義塾大学ビジネススクールにて開発された「ケースメソッド」を採用する。使用するケース（事例）

は、「経営環境」にかかる各回のテーマを深掘りするものであり、授業の前々週までに、設問を添えて履修生に配布する。

履修生は、授業の前々日までに、ケースを読み込んだ上で設問の回答を、担当教員まで提出する。 

第２回〜第１３回は、２コマを１セッションとする。１コマ目は、ケース（事例）と事前に提出された履修生の回答を

用いて、担当教員から授業当日に提示された追加設問に基づき、個人ワークを行い、その後、小グループ（２〜４人）で

の討議を行う。２コマ目は、個人ワークや小グループでの討議をもとに、クラス全体での討議を行い、さらに、多様な視

点の発見と、考え方の発掘を行う。授業の最後には、「起業」について、担当教員から講義を行う。 

第１４回、第１５回は、履修者全員にプレゼンテーションをしていただく。履修生が「起業家」を１人選んで、その

「０→１」「１→１０」「１０→１００」の過程について、調査・研究したものを発表する。発表に対して、他の履修者

は、質疑応答ならびに評価コメントを行う。 
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＜講義計画＞ 

オリエンテーション：第１回 講義＋個人ワーク＋ミニ討議（小グループ）＋ミニ討議（クラス全体）＋講義 

 事業は「構想」通りには進まない：ケース＝大学生ベンチャー（序章） 

第１セッション：第２回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第３回 討議（クラス全体）＋講義 

「構想外の出来事」をどのよう乗り越えるか：ケース＝大学生ベンチャー（本編） 

第２セッション：第４回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第５回 討議（クラス全体）＋講義 

 「儲からない環境ビジネス」をどのように儲けるか：ケース＝土壌汚染修復ベンチャー  

第３セッション：第６回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第７回 討議（クラス全体）＋講義 

 「投資先行の金融ビジネス」をどのように生き延び、成長させるか：ケース＝金融ベンチャー 

第４セッション：第８回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第９回 討議（クラス全体）＋講義 

 「急成長すると軋む組織」をどのよう乗り越えるか：ケース＝ITベンチャーorバイオベンチャー 

第５セッション：第１０回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第１１回 討議（クラス全体）＋講義 

 「資源ゼロ（マイナス）から出発」をどのように立ち上げるのか：ケース＝アパレルベンチャー 

第６セッション：第１２回 個人ワーク＋討議（小グループ）、第１３回 討議（クラス全体）＋講義 

 「競争入札・権利公開・官僚組織の公共マーケット」でどのように成長させるか：ケース＝ヘルスケアベンチャー 

最終プレゼンテーション： 起業家研究発表 

第１４回、第１５回 発表＋質疑応答＋講評（クラス全体） 

＜講義外の課題＞ 

特になし。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書は、特に使用しない。総括資料は、６つの各セッションの最後に配布する。参考書があれば授業中に紹介する。

＜評価方法＞ 

評価は、以下の４つのパートに分け、それぞれ質または量で評点化する。１００点満点。 

（１）事前課題：６つの各セッションの授業の前日までに、教員へメール添付にて提出する。なお、授業の当日の討議

（小グループ）および討議（クラス全体）の際に使用するため、必ず持参すること。提出物は１セッションにつき５点

（評価の５％)で、６セッション分を提出すると、合計で３０点（評価の３０％)。未提出の場合は、回数分減点。提出物

の質は、評価対象外。 

（２）討議（クラス全体）での発言の量と質：６つの各セッションと最終プレゼンテーションにつき、発言量点が最大３

点、発言質点が最大２点で計５点満点（評価の５％)。最大加点は３５点（評価の３５％）。減点はないので、積極的に発

言してほしい。 

（３）授業後に提出する「学びの成果シート」：６つの各セッションと最終プレゼンテーションの終了時に、講師へ直接

提出する。文字通り、授業での気づきや学びを書く。１セッションにつき２点（評価の２％)で、６セッション分を提出

すると、合計で１４点（評価の１４％)。未提出の場合は、回数分減点。提出物の質は、評価対象外。 

（４）最終プレゼンテーション：発表を実施し、資料を提出すれば、９点（評価の９％)を加点。さらに発表内容や質疑

対応、資料内容の質を評価。最大加点は１２点（評価の１２％）。 

＜その他の重要事項＞ 

本講義では、各自が「勇気」をもって発言し、教室内の全履修生に対し「礼節」を重んじ、他の履修者の発言内容に

「寛容」さをもって傾聴すること。この３か条を遵守することにより、「ラーニング・コミュニティ（学びの共同体）」が

醸成され、履修者全員の学びが最大化する。 
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科目名 起業を目指す事業構想 担当教員 中島宏史 科目コード 302 

配当年次 1 年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 大阪 単位数 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

前期の実践アイデア発想演習の応用編の位置付けとなります。 

スタートアップやベンチャーの成功確率は俗に千三（1000 分の 3）と言われていますが、ビジネスコン

セプトを様々な角度から検証することと、組織・メンバーが如何にそのコンセプトを適切なプロセスで

実現していくかということで、成功確率は格段に上げられると考えています。 

講師はこれまで、スタートアッププロセスを分業化、システム化し、各プロセスのノウハウをナレッジ

化し、そうした取組みを実践しています。 

 

前期ではフレームワーク思考に基づき、数多くのアイデア・ビジネスコンセプトを出すことで構想力、

クリエイティブ能力を身につけることを主たる目的としているのに対し、本講義では、実務で用いられ

ている市場や競合の調査・分析方法、数値計画の策定及び KPI 設定の仕方、プロトタイプ等を用いたテ

スト・検証方法を学習し、グループワークによるそれらの実践を通して、ビジネスコンセプトをより科

学的に確度の高いビジネスプランへと発展させる体験を積むことで、起業に向けた事業構築力、リーダ

ーシップ・チームワーク力といった経営能力の習得を目的とします。 

＜到達目標＞ 

次代の社会インフラとなりうるような事業について、新奇性・事業性・実現性が高く、実際に会社設立

や社内新規事業として立ち上げられるレベルのビジネスプランの完成を目指す。 

＜授業の進め方と方法＞ 

主に前期に創出したビジネスコンセプトの中から、調査・分析、サービスやコンテンツの具体化、数値

への落とし込みを通して、新奇性・事業性・実現性の高いビジネスプランへと昇華させていきます。更

に、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成される疑似カンパニーを組成し、協働作業を行うこ

とで、実際の起業で重要なリーダーシップやチームワーク力の醸成も目指していきます。 

講義によるインプットとビジネスプラン作成・発表のアウトプット、ブラッシュアップを繰り返す、双

方向型の授業となります。 

後期から参加する学生も、序盤にフレームワーク及びビジネスコンセプトの総括・振り返りを行ってか

ら、チームビルディング及びグループワークに移行していくことで、前期参加者と円滑に協働できるよ

う運営していきます。 
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＜講義計画＞ 

第 1回     ビジネスコンセプト策定とフレームワーク評価 

第 2回、第 3回 ビジネスコンセプト発表とチームビルディング 

第 4回、第 5回 コンセプトブラッシュアップのための調査・分析手法 

第 6回、第 7回 中期計画策定（目標・KPI 設計、利益計画、資金計画） 

第 8回、第 9回 プロトタイプ等策定とテスト・検証 

第 10 回、第 11 回 ビジネスプランの発表・フィードバック① 

第 12 回、第 13 回 ビジネスプランの発表・フィードバック② 

第 14 回、第 15 回 ビジネスプラン審査 

＜講義外の課題＞ 

ビジネスプラン策定の為の課題を、毎回チーム毎に役割分担を行い、実施していただきます。 

＜教科書・参考書＞ 

オリジナルテキスト。参考書は都度ご紹介していきます。 

＜評価方法＞ 

ビジネスプラン策定への貢献度及び最終回のビジネスプラン、プレゼンテーション審査内容が主な対象

となります。 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 起業を目指す事業構想 担当教員 坂本 剛 科目コード 302 

配当年次 1年次・２年次 学期 前期 

キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

【目的】 

不確実性が高まっている現代において、新しいことにチャレンジするリスクより、何もしないことのリスクが高まって

います。かつては就職してしまえば安泰と思われていた大手企業の倒産や海外企業による買収、人口減少化での地方自

治体の破綻など事例は枚挙にいとまがありません。 

そのため、大手企業では新規事業、スタートアップとのコラボレーションなどのオープンイノベーション、サラリーマ

ンや学生の間では、起業の機運が高まっています。 

一方、起業は目的ではなくあくまでも手段であり、自分自身の人生設計、キャリア形成、自己実現のために「まずは行動

する」「新しいことにチャレンジする」こと、いわゆるアントレプレナーシップが必要なのです。 

ただ、やみくもに行動する（型なし）するのではなく、まずは型を身につけ、その殼を打ち破り（型破り）行動を起こす

ことが重要です。 

本講義では、起業といったアプローチ（手段）を用いて「まずは行動する」「新しいことにチャレンジする」ために必要

な事業構想力を身につけることを目的とします。 

 

＜到達目標＞ 

・実現可能な事業構想力を身につける 

・不確実性が高まっている現代において、１００の議論より一つの行動が重要であるといったマインドセットの醸成 

＜授業の進め方と方法＞ 

・担当教員による起業や事業構想に関するテーマ毎の講義→院生によるグループディスカッション 

・必要に応じて、演習および担当教員から事例提供やゲストスピーカーによる起業事例提供を行う。 

＜講義計画＞ 

第１回 オリエンテーション 

第２回 アントレプレナーシップ、スタートアップ、新規事業開発について 

事業機会・ビジネスアイデアについて（講義）、グループ分け 

第３回 事業機会・ビジネスアイデアについて（発表、ディスカッション） 

第４回 ビジネスモデルについて（講義） 

    ビジネスモデルについて（グループワーク） 

第５回 ビジネスモデルについて（発表、ディスカッション） 

第６回 Know How or Know Who? ネットワーク理論について（講義→ディスカッション） 

    ゲストスピーカー（起業家）による講演 

第７回 事業計画、資金調達の手段について（講義） 

    各グループによるビジネスモデル最終発表に向けたグループワーク 

第８回 各グループによるビジネスモデル最終発表および総括 

＜講義外の課題＞ 

・グループワーク・ディスカッションにおける発表資料等の事前準備 

・必要に応じて、プレマーケティング（ユーザーヒアリング）等の実施 

＜教科書・参考書＞ 

各グループのアイデアに基づき適宜紹介いたします。 
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＜評価方法＞ 

ビジネスモデル最終発表への貢献度（５０点）、各講義におけるディスカッションへの貢献度（５０点）、 

 

＜その他の重要事項＞ 

ノートPCまたはタブレットを持参すること。 
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科目名 健康・医療産業における事業構想 担当教員 根来秀行 科目コード 303 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

近年、医学領域での進歩には目覚ましいものがある。日本をはじめとして、先進諸国では医学研究の進歩とともに高齢

化社会も進展し、健康・医療産業分野に新しいニーズを発生させている。本科目では、日本、欧米の最先端の医療現場

での臨床・研究・教育経験や、一流企業顧問としての実務経験をもとに、最先端医学、医療の知見を、医学専門外の院

生にも分かりやすい形で講義する。その中で、健康・医療産業領域をリードする事業構想の可能性を学びとり、更なる

研究に発展させる。また、超少子高齢社会に突入している日本における課題を国内外の視点から考察し、打開策および

新しい福祉国家の仕組みを構想し、これからの医療、福祉分野事業の在り方を導き出す。一方で、実際の健康・医療産

業関連領域で活躍するゲスト講師を招き、メディカルビジネスの実際を実践的に学ぶ。後半では、院生のバックグラウ

ンドをもとに、積極的に構想を発表、議論し、受講者全員で斬新な構想を練り上げ、研究を深めていく。 

 

＜到達目標＞ 

健康医療産業を取り巻く独特の環境を理解した上で、各受講院生のバックグラウンドをもとに、時代にマッチした斬新

な構想を立案出来るスキルを身につける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

授業は講義,ゲスト講師による講義、院生の発表を中心に、活発な討論を取り入れ、受講生関心領域および時代のニーズ

に基づく問題提起を行っていく。 

＜講義計画＞全15回 

① オリエンテーション（授業計画の説明） 

② 医療健康産業の全体像、高齢化社会 

③ 高齢化社会と生活習慣病 

④ 生活習慣病と先進医療－１ 

⑤ 生活習慣病と先進医療－２ 

⑥ 最先端医学、アンチエイジング医学 

⑦ 最先端医学、アンチエイジング医学 

⑧ 最新の健康医療産業トピックス 

⑨ 研究発表・討論―1：健康医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論 

⑩ 研究発表・討論―２：健康医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論 

⑪ 研究発表・討論―３：健康医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論 

⑫ 研究発表・討論―４：健康医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論 

⑬ 研究発表・討論―５：健康医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論 

⑭ 研究発表・討論―６：健康医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論 

⑮ まとめ：健康になる24時間の過ごし方・医療健康産業と事業構想 

＜講義外の課題＞ 

①～⑨の講義で学んだことと各自のバックグラウンドをもとに多様な事業構想を練り、講義内でプレゼンテーションす

る。15回の講義終了後、A4一枚程度のレポート提出する（テーマは講義終了時に伝える） 

 

＜教科書・参考書＞ 

身体革命（KADOKAWA）、ホルモンを活かせば、一生老化しない（PHP研究所）、健康は時間で決まる（かんき出版）、老

けない、太らない、病気にならない、24時間の過ごし方（幻冬舎）、毛細血管は増やすが勝ち！（集英社）、毛細建艦

が寿命をのばす（青春出版社）、まいにち若返る人の習慣（日本文芸社）ほか、必要に応じて適宜紹介していく。 
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＜評価方法＞ 

平常点（発表、討論への参加状況）80点とレポート20点による総合評価とし、60点以上を合格点とする。 

 

＜その他の重要事項＞ 

義スケジュールは、受講院生のバックグラウンドや人数に応じて調整する可能性があります。 

※キーワード：健康事業、最先端医学、身体マネジメント、少子高齢化社会 
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科目名 
健康・医療産業における事業構

想 
担当教員 松村啓史 科目コード 303 

配当年次 1 年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 大阪 単位数 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

医療、健康を産業として捉えるためのコンセプトを深く掘り下げる。 

＜到達目標＞ 

3 年以内に軌道にのるビジネスプランとロードマップを創り上げる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

プレゼンテーションとアクティブラーニング。 

活発な質疑応答とブレーンストーミング。 

＜講義計画＞ 

・ヘルスケアの本質・これからのビジネストレンド・グローバルと日本の競争優位 

・日本独自の圧倒的な強みの掘り下げと具現化 

・事業で儲ける実践的なプレゼンテーションノウハウの習得 

＜講義外の課題＞ 

土日の学会参加、これから選択 

＜教科書・参考書＞ 

看護イノベーション 2017 年 メディカ出版  松村啓史著 

＜評価方法＞ 

構想力、プレゼンテーション能力と質疑応答能力 

＜その他の重要事項＞ 

なし 
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授業科目名 医療産業の事業構想 担当 西根英一 科目コード 303 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

必修・選択の別 選択 授業の方法 講義並びに演習 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

《健康寿命の延伸》を旗印に、厚生労働省は｢健康日本 21｣｢未病対策｣を展開、経済産業省は｢健康経営｣

｢未病産業｣を推進しています。国の経済成長に資する戦略産業として、ヘルスケア(健康・医療分野)は

地域･職域･学域で確固たる地位を築き上げました。 

衣食住の全領域で、システムやサービスの最先端で、｢ヘルスケア｣（medical, health, wellness, beauty

を包含する）と名のつく事業が興っています。しかしその多くは、立ち上げきれずに、ないしはゴール

未達のまま身動き取れないでいるのが現状です。一般消費財と一線を画すヘルスケア関連商材（商品･

サービス･施設）に係る事業開発をまとめます。まず 0 を 1 にするビジネスローンチのための事業構想

(Project Design)と事業計画(Project Plan)、さらに 1 を 100 にするビジネスグロースのための事業分析

(Marketing Research)と事業戦略(Marketing Approach)の“精緻な設計図”を描き、アルゴリズムや

AI に係るマーケティングモデル、広告プロモーションと戦略 PR のコミュニケーションモデルを最適化

します。 

＜到達目標＞ 

ヘルスケアにおける課題抽出とその課題解決を目途に、実現可能な事業プランを一つ創り上げることを

目標にします。 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義と個人演習を交えながら進行し、演習の個人発表に対して討論と講評を行います。｢個｣創に留まる

ことなく、｢共｣創の意識が芽生えるよう指導します。 

＜講義計画＞ 

第 1 回 ｢事業開発｣のためのヘルスケア・ビジネスナレッジ [講義と演習] 

    ・ヘルスプロモーションとヘルスケアビジネスの両輪を回す 

第 2 回 ヘルスケア・ビジネスローンチのための｢事業構想｣と｢事業計画｣ [講義と演習] 

    ・KGI からバックキャスティングして、KPI を要件定義する 

第 3 回 ヘルスケア・ビジネスグロースのための｢事業分析｣ [講義と演習] 

・PEST 分析(環境分析)＋3C 分析(市場分析) → SWOT 分析 

第 4 回 ヘルスケア・ビジネスグロースのための｢事業戦略｣① [講義と演習] 

    ・商材をつくるブランディングと話題をつくるイシューイング 

第 5 回 ヘルスケア・ビジネスグロースのための｢事業戦略｣② [講義と演習] 

    ・市場をつくるマーケティングと顧客をつくるターゲティング 

第 6 回 ｢事業展開｣のためのヘルスケア・ビジネスプラン [講義と演習] 

・BtoB 展開と BtoC 展開の空間プラン、プレローンチとローンチの時間プラン等 
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第 7 回 研究成果(前半) [発表と討論と講評] 

第 8 回 研究成果(後半) [発表と討論と講評] 

＜講義外の課題＞ 

名古屋近郊で開催されるヘルスケア関連イベントに(最低 1 回は)自主的に参加し、たっぷり情報を収集、

さらにしっかり意見を交換し、実地のヘルスケア課題にじかに触れること。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書を以下に指定します。 

・西根英一『生活者ニーズから発想する健康･美容ビジネス｢マーケティングの基本｣』(宣伝会議) 

＜評価方法＞ 

演習の個人発表(第 1 回～第 6 回)と研究の成果発表(第 7 回と第 8 回)を評価の 8 割に設定します。残り

2 割は｢共創｣への参画度を平常点とします。 

＜その他の重要事項＞ 

素材開発や技術といったシーズからの着想でなく、顧客体験や課題といったニーズからの発想を厳守。
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科目名 健康・医療産業における事業構想 担当教員 谷野 豊 科目コード 303 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

日本における少子高齢化に伴う医療費の増加は問題になっている。一方で、医学領域やウエラブルをはじめとした技術

の進歩は目覚ましいものがある。また、企業においては健康経営・働き方改革など、社員の心身ともに健康な状態を目

指す経営が注目される中、医療・健康リテラシーが低い為に多くの問題も出てきている。本講義では、最新の情報を提

供しつつ、履修者がその情報をもとに新たな事業構想を考えることを目的としている。 

担当教員専門分野：東京大学でPhD（工学）取得。ポリフェノールによる、がん抑制の研究や、がん促進の可能性があ

る体内物質（酸化ジアシルグリセロール）の定量法の確立など生命反応化学の専門家。現在、その経験を生かし企業の

取締役として経営に携わりながら、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者に対しての栄養アプローチやアンチエン

ジング・予防医療の推進など教育や、ナショナルチームやトップアスリートなどスポーツ選手の栄養指導等も行ってい

る。 

＜到達目標＞ 

健康・医療産業を取り巻く独自の環境を理解し、受講生のバックグラウンドをもとに、これからの時代にマッチした斬新な事

業構想を考える力を身につける。また、社員が健康で強い組織を作るために必要な予防医療の知識を身につける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

健康・医療産業の動向をインプットし、その情報をもとに事業構想を考え、発表し、教員やゼミ参加者によるディスカ

ッションを行う。 

＜講義計画＞ 

各学期の初回はガイダンスとして１コマ、以降は２コマとする。 

《前期》 

第1回 履修者の取り組みたい社会課題と自身の経営資源の確認 

第２、３回 健康・医療産業の全体像の講義とディスカッション 

第４、５回 生活習慣病の改善と予防についての講義とディスカッション 

第６、７回 企業のメンタルヘルスについての講義とディスカション 

第８、９回 最新の予防医療①についての講義とディスカッション 

第１０，１１回 最新の予防医療②についての講義とディスカッション 

第１２、１３回 健康・医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論① 

第１４、１５回 健康・医療産業の事業構想を各自のバックグラウンドをもとに発表、全員で討論② 

 

＜講義外の課題＞ 

講義終了時に興味を持ったポイントについて各自のバックグラウンドをもとに落とし込みを行い、第１２回〜第１５回

の発表の準備を行う事。 

＜教科書・参考書＞ 

それぞれの事業構想にあわせた参考図書を紹介します。 
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＜評価方法＞ 

授業中の発言、参加点（５０点）、発表（３０点）、他の参加者へのコメント・アドバイス（２０点）で評価します。 

＜その他の重要事項＞ 

特になし 
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科目名 事業構想とITソリューション 担当教員 本間充 科目コード 304 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 名古屋／大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

 事業構想に、現在の情報技術を積極的に活用することを考えさせる。情報技術の活用の本質部分（自動化、大

量データ、継続性）の活用の理解を考えさせる。 

 事業構想としては、 

 既存事業を情報技術により革新させる（Amazon, Apple) 

 新規事業を情報技術により創る（Google, Facebook) 

などの整理を行いながら、事業構想を行う。 

 併せて、絶えず変わり続ける、情報技術を活用するための、最低限のプログラミングの理解や、外部とのネット

ワークの強化についても、事業構想計画時に考えさせる。 

 Scratchによる、プログラミングのトレーニング 

 業務手順をフローチャートに起こす練習 

＜到達目標＞ 

各自が、情報技術を活用した事業構想を、この講義期間中に考え発表をおこなう。また、その構想を作るときに、論理的

に構想できるようにする。 

＜授業の進め方と方法＞ 

教員からの講義の他に、実務者の実体験を聞いてもらう。また、実際に各自の考えた事業構想について、議論や発表など

のWorkshopも行う。 

＜講義計画＞ 

[導入]初回 この講義の狙いや進め方を確認する 

[研究]2,3,4,5回 scrachによるプログラミング実習、情報技術進化の学習、GAFAの研究、SWOT分析などを学ぶ 

[構想]6,7回各自の事業構想の議論や検討を行う 

[発表] 8回 最終発表と総括 

＜講義外の課題＞ 

各自の事業構想を、ITソリューション活用の見地から再検討すること 

＜教科書・参考書＞ 

「the four GAFA 四騎士が創り変えた世界」スコット・ギャロウェイ 

「第四次産業革命 ダボス会議が予測する未来」クラウス・シュワブ、 世界経済フォーラム 

「〈インターネット〉の次に来るもの 未来を決める12の法則」ケヴィン・ケリー、 服部 桂 

＜評価方法＞ 

講義での発表や、討議から評価を行う 

＜その他の重要事項＞ 

コンピューターに明るくない人でもわかる講義内容 
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科目名 事業構想の ITソリューション 担当教員 長谷川秀樹 科目コード 304 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

本講座は、企業が事業を推進する上で活用する ITについて解説する。 

企業と IT 

・IT予算編成の考え方、IT費用構造の理解 

・システム化の方法論（ユーザ側要件をシステムに反映するまでのプロセス） 

・デジタルマーケティング（オムニチャネル） 

・クラウドの活用 

起業と IT 

・ベンチャー企業の事業における ITのあり方 

・G-SUITE、Smart-HRなど、業務を推進するSaaSの実践 

 

＜到達目標＞ 

生徒は、講義概要から、ITが企業活動にもたらす基礎的概要を理解するレベルに達成すること 

＜授業の進め方と方法＞ 

講師による講義と学生による実習やディスカッションにて構成する。（１コマ講義＋１コマディスカッション） 

ゲスト講師に関しては、ベンチャー企業からエンタープライズ企業まで、多様な講師を招聘し、様々な企業での IT活用

の内容の違いなどがわかるようにする。 

＜講義計画＞ 

第1回 オリエンテーション、概要講義。 

第2回 通販事業の黒字化に向けた業務改革のケーススタディ 

第3回 企業内起業で初年度から黒字化を達成するケーススタディ 

第4回 メルカリを活用した商売の基本とアプリのUIUX 

第5回 外部講師による事業創造（マーケティング）の講義とディスカッション。 

第6回 外部講師による事業創造（ベンチャー）の講義とディスカッション。 

第7回 事業におけるシステム設計の基本・システム外注化のコツ 

第8回 総括講義とレポート内容の確認。 

＜講義外の課題＞ 

特になし 

＜教科書・参考書＞ 

ゲスト講師の著書など別途連絡する。 

＜評価方法＞ 

平常点（授業での討論への参加状況）や授業への貢献度にる総合評価とし、６０点以上 を合格とする。 

＜その他の重要事項＞ 

PCを持参すること 
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科目名 グローバルビジネス 担当教員 野口 恭平 科目コード 307 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

 ビジネスのグローバル化が進む中、海外市場での事業・マーケティングを行う際には、「市場を理解する視点」、「海外

拠点・海外パートナーとの効果的、効率的な協働」は重要なポイントとなる。また市場の多様性への理解と対処は元よ

り、各拠点において又は各拠点との連携において正しく事業を推進していくためには、一貫したブランド戦略に基づき、

的確なビジネスやタレント（人材やノウハウ）のマネジメントが必要となる。 

本講座では、グローバルビジネス推進の観点で必要な「グローバルマネジメントの側面」により焦点を当てる。グロ

ーバルマネジメントとは「多様性マネジメント」そのものであり、海外のみならず日本国内における事業の競争力強化

においても今後注力すべき領域である。 

本講座では、「グローバルビジネス環境において市場の多様性への対処、事業構築・運営を効率よく行うためのマネジ

メントのありかた」をテーマとし、海外拠点、海外パートナーと如何に協働し、又国内本社を如何に動かすべきか、ま

たそこに必要とされるグローバルビジネススキルにおいても課題を探り、議論を深めることを目的とする。 

 本講座でのグローバルマネジメントとは、国内と海外拠点との仕事、或は海外拠点での仕事を意味し、事例を盛り込

んだ、より実践的な論議を行うと同時に、今後の日本国内のビジネス（インバウンドビジネス含む）においても有益と

なる多様性マネジメントの視点から議論を深め、国内市場での競争力強化のために役立つマネジメント手法を学ぶ。 

 

＜到達目標＞ 

海外拠点での事業展開、海外拠点と国内本社との連携＆協働、インバウンドビジネス等グローバル環境における、国

内を含めた事業推進に於いて、必要とされるグローバルビジネススキルの理解、並びに的確なマネジメントを実行して

いくための重要ポイント等、理論的な理解をベースに実践対応へ繋がる視点と方法論を身に着ける。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

授業は講義と討論の併用で、具体的な企業の事例を題材にしながら、全員参加の討論を行う。事例紹介については多

彩な企業（大企業、中小企業、多業種、多地域）から講師を招聘して行う。 

具体的なステップとしては以下の進め方となる。 

 

・グローバルマネジメントに要求されるビジネススキルを考える（事例と理論講義） 

・グローバルマネジメントの最新理論を学ぶ 

・各テーマに合わせた多彩なゲスト講師による事例紹介と討論を行う 

・中間レビューによるポイントの整理と最終のまとめを通して、理論と実践の関係を整理する 

 

＜講義計画＞ 

① オリエンテーション (授業計画の説明) 

② 求められるグローバルビジネススキルの現状(事例紹介と討議） 

③ グローバルビジネスに求められるスキルを実践ケースから考える（講義と討論） 

④ 多国籍企業の類型理論とグローバルマーケティングの課題の整理（講義と討論) 

⑤ グローバルとローカルのバランスマネジメント(事例紹介と討論) 

⑥ 文化の違いに影響されるサービス業（事例紹介と討論） 

⑦ 中国市場におけるブランド戦略(事例紹介と討議) 

⑧ 異文化における食品ビジネスの戦略（事例紹介と討議) 

⑨ 中間レビューとしてポイントの整理（講義と討論） 

⑩ 国内インバウンドビジネスの戦略（事例紹介と討論） 

⑪ 海外進出の成功例と失敗例（事例紹介と討論） 
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⑫ 新興国(インド）市場におけるビジネス（事例紹介と討論） 

⑬ 日本伝統ブランドの海外戦略（事例紹介と討議） 

⑭ グローバル展開でのCSVビジネス（事例紹介と討論） 

⑮ 総括（討論とまとめ） 

※事例のテーマ、ゲストについては院生リクエストに基づき変更する場合がある。 

＜講義外の課題＞ 

・レポート提出（全授業終了後） 

グローバルマネジメント（対海外拠点・パートナーとの協働、海外拠点自体の運営、インバウンドビジネス等）を実行

する上での課題、留意点について記述する。記述にあたってはゲスト講師のケースを含む幾つかの事例を引用し説明を

強化する。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書の指定はしない。 

参考書として「グローバルマーケテイングイノベーション」藤澤武史編著、同文館出版 「多国籍企業とグローバル

ビジネス」林倬史 古井仁編著税務経理協会 「コークの味は国ごとに違うべきか」文藝春秋（原題：グローバル戦略の

再定義）パンガジ･ゲマワット著「日本企業のグローバルマーケティング」グローバルマーケティング研究会著、白桃書

房、等その他授業テーマに即して紹介する。 

 

＜評価方法＞ 

授業への参加、貢献状況の60点満点とレポート40点満点による総合評価とし、60点以上を合格点とする。 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 グローバルビジネス 担当 石井歓 科目コード 305 

配当年次 1 年次・2年次 配当学期 後期 

開講キャンパ

ス 

福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

 事業構想に取り組む際に、国内ビジネスしか視野に入れないことは大きな機会損失になりか

ねない。また、今日の一体化した世界では、生まれたばかりの事業構想計画といえども、世界

規模の競争に晒される可能性があることは論を俟たない。 

 グローバルビジネス・国際ビジネス展開についての基礎知識・素養は事業構想計画を考える

上で不可欠である。 

 本講義では、Born Globals と呼ばれる「いち早く世界進出するスタートアップ」を題材に

することから始め、次に多国籍企業の世界展開について学ぶ。これらを通じて現状のグローバ

ルビジネス環境をどう理解し、どう事業構想計画に取り入れて行くかを議論して行く。 

 併せて、Diversity や Inbound などの国際ビジネス展開に不可欠な概念についても理解を深

めて行く。 

 

 

＜到達目標＞ 

 グローバル・国際的な要素を組み込むための基礎的な知識を獲得し、自らの事業構想計画を

立てる際に、国際展開も視野に入れられることを到達目標とする。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

・講義 

・グループ研究発表、討議 

・ゲスト講師との討論 

 

＜講義計画＞ 

・講義の他、グループ発表を２回（３コマ）程度、ゲスト講師との討論を３回（６コマ）程度

行う。 

・受講者の事業構想（ビジネスモデル）を題材にして、その国際展開の可能性を皆で討議する

ことも行う。 

第 1回 オリエンテーション 

第 2回 講義 Born Globals／Is the World Flat? 
第 3回 講義 多国籍企業の国際展開 

第 4回 ゲスト講師（Born Global 企業を予定）を招いての討論 

第 5回 Diversity ゲスト講師（福岡のグローバル企業を予定）を招いての討論 

第 6回 Inbound ゲスト講師（福岡のインバウンド関係企業を予定）を招いての討論 

第 7回 グループ発表（自分の事業構想・ビジネスモデルの国際展開の可能性） 

第 8回 グループ発表（同上）／まとめの講義・討議 
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＜講義外の課題＞ 

 なし（但しグループ研究発表の準備あり。） 

 

＜教科書・参考書＞ 

 講義の中で扱う書籍の一部を以下に掲げる。あくまで参考であり教科書は指定しない。 

大量の読書は要求しない。 

 

Oviatt & Mcdougall, Toward a Theory of International New Ventures, 1993, 
 Journal of International Business Studies 
Cavusgil & Knight, Born Global Firms, 2009, Business Expert Press 
（邦訳：ボーングローバル企業論 2013 八千代出版） 

中村久人 ボーングローバル企業の経営理論 2013 八千代出版 

Thomas L. Friedman, The World is Flat, 2005, Picador 
（邦訳：フラット化する世界 2006 日本経済新聞） 

Pankaj Ghemawat, Redefining Global Strategy, 2007, HBR Press 
（邦訳：コークの味は国ごとに違うべきか 2009 文芸春秋） 

Richard Florida, The Rise of the Creative Class Revisited, 2011, Basic Books 
（邦訳：新クリエイティブ資本論 2014 ダイアモンド社） 

Philip Kotler, Marketing 4.0, 2017, John Wiley & Sons 
（邦訳：マーケティング 4.0 2017 朝日新聞出版） 

Bartlett & Ghoshal, Managing across Borders-The Transnational Solution, 2nd ed.,  
 1998, Harvard Business School Press 
（邦訳:トランスナショナルカンパニー 2004 メディアセレクト） 

Doz, Santos & Williamson, From Global to Metanational, 2001, HBS Press 
David J. Teece, Dynamic Capabilities & Strategic Management, 2009, 
 Oxford University Press 
デービッド・アトキンソン 新・観光立国論 2015 東洋経済 

デービッド・アトキンソン 世界一訪れたい日本のつくりかた 2017 東洋経済 

エリン・メイヤー 異文化理解力 2015 英治出版 

入山章江 ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 2015 日経 BP 社 

入山章江 世界の経営学者はいま何を考えているのか 2012 英治出版 

 

＜評価方法＞ 

クラス・パティシペーション 70 点  期末レポート 30 点 

クラス討議への積極的参加を期待するが、発言量が少なくても大きく減点することはない。 

60 点以上を合格とする。 

 

＜その他の重要事項＞ 

特になし 
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科目名 地域活性と事業構想 担当教員 岡部 聰 科目コード 305 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 東京／名古屋／大阪／福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

自動車産業の海外事業を推進してきた経験から体得したビジネスモデルをケーススタディーとして事業の企画から実践

までの過程における留意点を分析し事業構想における考え方を整理する。特にマニュアルの様な定型化された方法論が

通用しない新興国への事業展開や前例がないパイオニアワークに取り組む際の参考に資する内容に焦点を当てる。大手

企業ばかりでなく、ベンチャー企業にも役立つ内容とする。 

 

＜到達目標＞ 

課題に主体的に取り組み自らの構想力・企画力を高め事業を推進しうる人材の育成。具体的には事業に取り組むにあた

り「現状把握」「ニーズの摘出」「課題の整理」「方法論の選択」「作業手順」「実施のための土台作り」という過程をしっ

かり踏まえることができる人材育成に寄与することを目指す。 

＜授業の進め方と方法＞ 

パワーポイントによる講義をベースとして、その後にブループ毎の討議を実施 

＜講義計画＞ 

第1回 オリエンテーション（講義全体の流れ） 

第2回 事例研究（アジアカー企画、中国での自動車学校設立） 

第3回 事例研究（インド市場への参入） 

第4回 新興国ビジネスから学んだ12のポイント（メモをカード化） 

第5回 野外科学・KJ法の実習（現状分析と課題の摘出） 

第6回 グループ発表（各自の仕事の課題） 

第7回 東南アジアの自動車市場と事業企画 

第8回 グループ発表（投資事業企画）とまとめ 

＜講義外の課題＞ 

特になし 

＜教科書・参考書＞ 

世界でのトヨタを売ってきた（岡部 聰 開拓社）続・発想法（川喜田 二郎 中公新書） 

＜評価方法＞ 

クラスへの参加・グループ討議70点 レポート30点 

 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 地域活性事業構想 担当教員 重藤 さわ子 科目コード 308 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

 地域活性化に向けた取りくみには様々なものがあり、これまで多くの補助金も投じられてきた。しかしながら、期待

した効果が現れていない事業も多くあり、その理由はすでに多くの専門家が議論するところである。そのなかでも、本

講義では特に、多くの地域が、その地域の中長期的持続性（ありたい姿・あるべき姿）について、自ら構想できていない

ことに注目し、なぜ地域活性化をしなければならないのか、地域が活性化するということはどういうことか、といった

そもそも論を、地域の持続可能性から問い直していく。さらに、地域活性化を、複数のテーマから掘り下げていくこと

で、地域活性化は、近視眼的な事業の実施や成功が目的なのではなく、中長期的に地域を持続可能なものにしていくた

めの手段であるという認識を深め、地域のありたい姿・あるべき姿を地域目線に立って構想することの重要性を学ぶ。

そのうえで、それぞれの関心分野から、地域の持続可能性実現に向けた地域活性化事業を構想する能力を養う。 

＜到達目標＞ 

・地域の将来あるべき姿を、地域目線で構想する能力 

・地域の将来あるべき姿の実現を目指した、地域活性事業構想能力 

＜授業の進め方と方法＞ 

初回はガイダンスとして１コマ、以降は２コマの連続講義である。授業は毎回テーマを設定し、前半は講義で理論やケ

ーススタィに基づいた考え方のフレームワークを提示。後半は、対話・討論を通じて、テーマに関する考えの深堀りを行

い、グループワークでの事業構想につなげていく。 

＜講義計画＞ 

第1回 イントロダクション：講義の目的、到達目標・進め方への理解 

第2回 地域活性化はなぜ必要か －地域の持続可能性から問い直す 

第3回 地域が将来あるべき姿とケーススタディ（人口・地域産業） 

第4回 地域が将来あるべき姿とケーススタディ（農業・食と経済） 

第5回 地域が将来あるべき姿とケーススタディ（環境・エネルギー） 

第6回 グループワーク① 地域活性事業構想（地域のあるべき姿からのアイデア出し・共有・深化） 

第7回 グループワーク② 地域活性事業構想（事業の構想と実現可能性の検討） 

第8回 事業構想の発表と相互評価、ふりかえり 

＜講義外の課題＞ 

参考資料・情報の事前分析など、随時示す 

 

＜教科書・参考書＞ 

藤山浩『地域人口ビジョンをつくる』農文協、2018年 

藤山浩、有田昭一郎、豊田知世、小菅良豪、重藤さわ子著『「循環型経済」をつくる』農文協、2018年 

小田切徳美、橋口卓也 編著『内発的農村発展論 理論と実践』農林統計出版、2018年 

その他、随時授業内で示す 

＜評価方法＞ 
① 学習内容をもとに、自身が立てた「問い」に対する、段階的ショートレポート（全3－4回）（60%） 

② 討論・グループ発表への参加（20%） 

③ 事業構想レポート（1回）（20%） 

＜その他の重要事項＞ 

地域活性・地方創生については、随時多くの関連図書・雑誌での情報発信やイベントが開催されている。また、受講生自

身や居住地域も、様々な事業に参画・関与しているはずである。それらの情報や意見交換・相互の学び合いの場としても

活用いただきたい。 
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科目名 地域活性と事業構想 担当教員 青山忠靖 科目コード 306 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期：福岡、後期：大阪 

キャンパス 大阪／福岡 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

 地域創生が叫ばれて久しいが、地域創生あるいは地域活性に向けた具体的なデザインプロセスやメソッドは創出され

ていない。一方でローカルベンチャー、スタートアップカルチャー、あるいは観光現象ではアートツーリズムやコンテ

ンツツーリズムといった新しい概念が次々と生まれ、コワーキングスペースではアィディアソンが各地で盛んに行われ

ている。そこでは共通の社会的な文脈（コンテクスト）の基に、類似した課題に向けて突飛な発想が競われているが、似

通ったアィディアに終始しているのが現状でもある。確かに多様な人たちが集まれば発想は豊富になるが、それが地域

の価値創出に必ずしもつながるとは限らないからだ。この講義では「地域活性」と「事業構想」の２つのテーマの根源と

なる「地域価値創出」と「地域事業創出」にフォーカスした議論を深めていきたい、と考えている。 

 そのため、本講義は以下の２点を中心に進められていく。 

 

1 地域価値の現出に向けた理論フレームの応用の習得 

 原田（2016）が提唱する、ZTCA デザインモデルを応用しながら、ゾーンデザイン（地域全体の価値を高めると想定さ

れた独自のゾーンの設計）・トポスデザイン（ゾーン内に存在する象徴的な場所や建築物の編集行為）・コンステレーシ

ョンデザイン（ゾーン内に存在するモノの「何らかの意味あるつながり」を構築するためのエピソードメイク）・アクタ

ーズネットワークデザイン（その地域の価値を創造していく地域活動家＜actor＞たちを編成＜formulate＞する行為）

を学習していく。主に観光資源価値の現出を目的としたこの手法を用いて、兵庫県丹波篠山市・長崎県壱岐市・長野県小

布施町等事例を研究していく。合わせて、アルベルゴ・ディフーゾ・聖地巡礼の構造とその波及効果・地域愛着意識とそ

の構造・地域力経営（６次産業化力）・SIB（ソーシャルインパクトボンド）とその可能性等のケーススタディや概念を学

習する。さらに実践的なフィールドワークの手法（アブダクションノート）についても指導を行っていく。 

 

2 地域事業創出の事例を通じた事業構想フレームの習得 

 地域事業創出は従来型の観光産業に留まらず、プレミアム酒造・海水魚の淡水養殖化事業・有料ガイドビジネス・宿坊

ホテル事業・地域社員食堂事業・ヤンキー人材派遣業・引き籠もり者社会参加促進事業・特化型ヘルスケア事業・自宅婚

礼葬儀事業・公共空間利用事業・カスタマイズB to C 事業等々、枚挙に暇が無い。こうした事業に共通しているのがマ

ルチサイドプラットフォーム型のビジネスモデルを展開していることと、コストをなるべくかけないシステムを構築し

ている点である。地域事業及びコミュニティビジネスの特徴は、収益が少ない割にコストが非常に高いものに陥りがち

となる。ビジネスモデルがシンプル（単純）なものほど、そうした傾向が見られるが、それは顧客構造の薄さにも起因す

る。顧客構造を複雑化することはマルチサイドプラットフォーム型ビジネスへと発展しやすい。つまり複数の顧客を設

定し、コスト構造をそれらの顧客システムに依存させることが解決への途となるからだ。 

 本講義では、このように豊富な事業展開の事例を検証しながら、受講生各自の事業構想フレームの構築にも参考とな

るよう、学習を練っていく。また、主に地域カルチャーとビジネスを結びつける活動を行っているユニークなゲスト講

師による講義も実施していく。 

＜到達目標＞ 

事業推進に関する「創造的な姿勢を体得する・ZTCA デザインフレームワーク・マルチサイドビジネスモデルキャンパス

といった事業構想フレームワークの活用を習得する」「クリエイティブシンカーとしてのスタンスの確立」を核とした地

域プロデュース人材の育成。 

＜授業の進め方と方法＞ 

・ 毎回のテーマに沿った座学（事例紹介を多数含む） 

・ 個人フレームワーク演習及びグループディスカッション、プレゼンテーション 
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＜講義計画＞ 

第1回 オリエンテーション 講義計画の全体像とゴールイメージについて 

第2回 地域と文化の関係性。都市的文化と周縁型の文化との差異と事業への影響について 

    ローカルメディアという新しいカルチャー型ビジネスへの考察等 

第3回 地域デザインフレームワーク ZTCA モデル・エピソードメイク等について 

    地域ケーススタディとフレームワーク演習 

第4回 新たな観光ビジネスモデル「アルベルゴ・ディフーゾ」「BID <business improvement district >」による観光

    開発ケーススタディ他 

第5回 空間開発事業・有料ガイド事業・都市型農業の現状とケーススタディ 

第6回 デザイン演習「パターン・ランゲージによる空間考察」 

第7回 マルチサイドプラットフォーム型ビジネスのケーススタディ及びマルチサイドモデルの演習 

第8回 SIB（ソーシャルインパクトボンド）のケーススタディとその将来的な可能性について 

＜講義外の課題＞ 

学習したフレームワークを各自の事業構想にあてはめて個々に検討していただく。 

＜教科書・参考書＞ 

講義ごとにテキストを配布する。 

参考文献については適時に紹介していく。 

＜評価方法＞ 

クラスへの参加・講義への貢献・グループ討論70点とレポート30点による総合評価を行う。 

＜その他の重要事項＞ 

個人演習の比重はかなり大きいが、このプログラムを受講することによって得られる知識量は各自の構想計画に大きな

影響を与えることができる、ものと考えられる。 
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授業科目名 地域活性と事業構想 担当 雲井 純 科目コード 306 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

必修・選択の別 選択 授業の方法 講義並びに演習 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

・「地域活性化」は古くて新しいテーマである。地域活性化の名のもとに、これまで多くのモノとカネ

が投入されてきたが、持続性のある成功事例は余り多くないのが現実である。 

・本講座では現在の日本の社会・経済が抱える課題、地域の抱える課題について認識を共有した後に、

事例研究を通して①地域活性化とは何か、誰のための活性化か、②成功例と失敗例の違いは何か、③

良い循環を生むための活性化支援の仕組みづくは何か等について、グループワークやディスカッショ

ンを通して各自の創造力と事業構想能力を高める。 

・最終回に用意した発表の場で、受講生各自が目指す「地域活性化策とその事業化構想」を発表して成

果を披露する。 

＜到達目標＞ 

・ディスカッションやグループワークを通してコミュニケーション力、課題の発見力、問題解決力、自

分の意見を的確に相手に伝える能力を高める。 

・受け売りではない、自分の考えを持つ。 

・何のために地域活性化を行うのかという視点を常に持った上で、多くの人々の共感を得られる実現性

の高い事業計画を策定できる能力を身に付ける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

・一方的な講義形式は必要最小限にとどめ、担当教員、ゲストスピーカー、受講生同士の議論を行う時

間をできる限り多く取る。 

・多様な議論を通して課題の解決策を探る。 

・受講生は必要に応じて予習を行い、授業中の議論に積極的に参加されんことを望む。 

＜講義計画＞ 

第 1 回 オリエンテーション：講義の目的、到達目標・進め方への理解 各自の問題意識の共有 

第 2 回 日本の社会・経済が抱える課題や地域抱える課題について認識を共有する 

第 3 回 産学連携によるイノベーター養成と地域活性化の実際（三重大学の事例） 

第 4 回 地域経済分析システム（RESAS）の使い方／RESAS を使ったプレゼン資料作成体験 

第 5 回 事例研究（若手農業ベンチャー企業家が語るスマート農業への挑戦） 

第 6 回 事例研究（公募副市長のチャレンジ：元外資系金融マン 7 年間の奮闘記） 

第７回 事例研究（中小工作機械メーカーのグローカル戦略：父の後を継いだ女性社長が描く成長戦略）

第 8 回 総括 （受講生各自が目指す地域活性化策とその事業化構想の発表） 
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＜講義外の課題＞ 

 

 

＜教科書・参考書＞ 

「論語と算盤」著者：渋沢栄一 

「思考の整理学」著者：外山滋比古 

「禅談」 著者：澤木興道 

「星の王子様」著者：アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ 

 

＜評価方法＞ 

クラスへの参加・講義への貢献。グループ討論 70 点・レポート 30 点による総合評価 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 組織と人材 担当教員 片岡幸彦 科目コード 307 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期：大阪、後期：東京 

キャンパス 東京／大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

新規事業の立ち上げ当初は、とかく当面の資金調達や販売先の確保など事業拡大の優先課題に奔走し、組織体制や人

材マネジメントといった内部体制の強化は後回しになる傾向が多い。しかし自社製品やサービスが市場や顧客に受け入

れられ企業規模が急拡大する時期に差し掛かったときに内部体制の不備が一気に噴出し、仕事があってもこなすことが

出来ず、失注したり受注できても品質不良やクレームに繋がったりするケースも多くなる。 

主に新規事業の立上げ期については、業種・業態に関わらず各成長ステージ共通の組織課題が存在し、超えるべき壁

が存在することが分かっている。各ステージにおいて戦略に適合した組織・人材マネジメントの考え方や方法論を提示

し自社に適用することで、自社成長ステージに特有の組織・人材マネジメントの課題を明確にし、将来のリスクを低減

していくことを目的とする。 

 

新規事業立ち上げにおいて、経営資源とりわけ人的資源が整っていない中で検討すべき経営の方向性は、個々人の内

発的動機づけを高め、個々人の能力を最大限引き出し、それを活用する「全員参加型経営の実現」であり、「エンゲージ

メントの高い自律型組織の構築」である。日本の人口構成が大きく変化し生産人口が減少し十分な採用がかなわない状

況では、「優秀な人材を定着させることができるか」も大きな課題であることは間違いない。それはとりもなおさず個々

人の主体性を高めるための内発的動機づけを高めることであり、自己決定感を醸成することで個々人の創造性を最大限

発揮させることでもある。それによって、個人の自己実現と組織ミッション・ビジョンの実現につなげていくものであ

る。そのために成果中心ではなく、Ｙ理論の人間観に基づく学習と成長の視点にフォーカスしたマネジメントも重要な

要素の一つである。この授業では、上記の視点から理論と事例を紹介しながら進めていく。 

 

受講を希望する学生は、授業に参加するのみならず、受講生間の関係性の向上も図ったり、自分の発言に隠されたメ

ンタルモデルにも気づいていただいたりしながら事業開発リーダーとしてのあり方も振り返っていただきたいと考えて

いる。 

 

＊本科目は、「経営組織論」「組織行動論」「人的資源管理論」の3つの理論をベースに、関係する理論を盛り込みながら

講義を展開する。 

＜到達目標＞ 

これから起業や新規事業立上げを検討されている方々で、戦略は明確だが組織・マネジメントはまだ十分でない方々の

組織構築の参考にしていただくこと。そして現在組織に所属する方で、自社の組織・人材マネジメントを変革しようと

考えている方々のヒントにしていただき実現していただくことを目標とする。 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義：毎回のテーマに関する情報提供 

クラス討議：テーマに関する討議、相互発表、共有 
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＜講義計画＞ 

１．オリエンテーション：授業計画と成長ステージ別モデルにおける組織・人事課題 

２-３．全員参画型経営、自律型組織の基本的な考え方 

 ・全員参画型経営・自律型組織・人材マネジメントの方向性 

 ・エンゲージメントを高める経営のあり方 

４-５．全員参画型経営 ①全員参画型経営の事例研究 

 ・全員参画型経営 事例紹介 

 ・全員参画型経営に関する討議 

６-７．全員参画型経営 ②経営者としてのリーダーシップ 

・ミッション・ビジョン・バリュー構築の重要性 

・経営者のあり方と経営チームの重要性 

８-９．全員参画型経営 ③組織デザインの考え方 

 ・自律型組織の基本構想 

 ・次世代の自律型組織モデル 

１０-１１．全員参画型経営 ④組織デザインの具体論 

 ・自分たちの目指す組織のデザイン 

 ・目指す組織の背景にある自分自身のストーリー 

１２-１３．全員参画型経営 ⑤人材マネジメントの事例研究 

・社員のモチベーションを高める人材マネジメント 

・人材育成の基本的考え方 

１４-１５ 全員参画型経営 ⑥成長と学習を促進させるマネジメントのあり方 

・社員の主体性を高めるリーダーシップ 

・組織学習を促進するPDLCマネジメントのあり方 

＜講義外の課題＞ 

各講義の内容について、受講生自身の課題についてブラッシュアップを行うことを中心の課題とするが、何回かはテー

マに関する課題を課す。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書は使わず、レジュメを配布する。 

参考書は各回のテーマに応じて適宜紹介していく。 

＜評価方法＞ 

クラスへの参加・貢献・グループ討議70点とレポート30点による総合評価を行う。 

＜その他の重要事項＞ 

出来れば半年間で一つの企業を継続的に調査することを推奨する。 
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授業科目名 組織と人材 担当 早崎栄一 科目コード 307 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 後期 

開講キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業を構想し、それを実践していく過程において、既存組織内で新規事業を立ち上げる、あるいは新規起業

を目指すなどの場合において、「組織」を立ち上げ、その組織を構成する「人材」を育成していくことは、

描いた構想を実現するためには重要なファクターである。 

本講義においては、「組織」と「人材」のマネージメントに関する基礎的「知識」を習得するとともに、実

践的なグループワークや討議を行うことで理解を深め、新規事業や起業を実践していく際に現実的に役立つ

「知恵」を身につけることを目的とする。 

 

＜到達目標＞ 

構想した事業を実現するためにどういった組織を作っていくべきのか、また組織の構成メンバーである人材

をどうマネジメントすれば目標に早く近づけるのかを、受講者全員がグループワークなどを通して切磋琢磨

していく中で真に理解すること。 

＜授業の進め方と方法＞ 

座学での講義も行うものの、グループワーク、討議を中心に行う。また、グループワークの結果については、

全てプレゼンテーションを行う。 

 

＜講義計画＞ 

 

第 1 回 オリエンテーション（講義計画の説明が中心） 

第 2 回 ミッションステートメントの作成 

第 3 回 組織における人材育成 

第 4 回 リーダーシップのあり方 

第 5 回（ゲスト講義）組織改革、実践的人材育成方法等について 

第 6 回 チームビルディングのやり方 

第 7 回 コミュニケーション力の強化 

第 8 回 モチベーションアップにつながる組織作り 

 

＜講義外の課題＞ 

講義テーマに即した書籍等での自学を推奨 

＜教科書・参考書＞ 

指定教科書はなく、各回レジュメを配布 

＜評価方法＞ 
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グループワーク・プレゼンテーションへの貢献（質・量）70 点、最終レポート 30 点 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 組織と人材 担当教員 田中洋 科目コード 307 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期／後期／通年 

キャンパス 東京／名古屋／大阪／福岡 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

組織と人材についてスタートアップ企業に必要な基礎知識を身につけるとともに、組織と人材をどのように考えるべき

かを事例とともに学ぶことを目的とする。 

 

＜到達目標＞ 

組織と人材（＝人事管理）の基礎知識を学習したうえで、履修者は自社の組織と人事に関する構想をまとめることを目

指す。 

＜授業の進め方と方法＞ 

基礎知識についての講義、講義内容や事例についてのディスカッション、さらに学生からの発表を織り交ぜながら進め

る。 

＜講義計画＞ 

１． 9/30 イントロダクション：授業の進め方説明。経営戦略。 

２． 10/28 組織論１：組織とは。組織形態。分業のタイプ。標準化。 

３． 11/11 組織論２：組織階層のデザイン。組織の情報処理。組織の問題。 

４． 11/25 組織論３：組織構造。学習する組織。ティール組織。 

５． 12/9 人事論１：人事管理とは。日本的人事管理。社員の区分制度。 

６． 12/16人事論２：採用。配置と異動。人事・人材評価。 

７． 1/6人事論３：給与。福利厚生。教育訓練。労働時間管理。 

８． 1/20 学生発表（個人別プレゼンテーション） 

＜講義外の課題＞ 

事前に配布するPPTに各回の事前課題が書いてありますので、それに従って準備を行ってください。また、最終日1月

20日には学生からの個人発表を予定していますので、PPTに沿って準備を進めてください。 

＜教科書・参考書＞ 

参考書：三品和広『経営戦略を問い直す』（ちくま新書）、沼上幹『組織デザイン』（日経文庫）、沼上幹『組織戦略の考

え方』（ちくま新書）、今野浩一郎『人事管理入門』（日経文庫）。 

＜評価方法＞ 

講義への貢献度（発言、討議参加など）50点、最終プレゼンテーション50点。 

 

＜その他の重要事項＞ 

積極的に授業で発言することを期待します。 
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科目名 ビジネス会計 担当教員 和田貴郎 科目コード 308 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

どんなによい事業構想でも事業として収益・利益があがらなければ成り立たない。事業構想を具体化するために事業計

画を作成するが、それを計数面から検討・サポートする利益計画や資金計画の作成などに会計の知識・考え方が欠かせ

ない。本講義では、会計を初めて学ぶ人にも分かるよう複式簿記の仕組みから始め、財務諸表の読み方に慣れたうえで、

経営意思決定に役立てる主な管理会計ツールを使えるようになって、事業計画の作成や決算書の分析に必要な会計的な

ものの見方を身につけることを目的とする。      

＜到達目標＞ 

 会社をめぐるさまざまな経済事象を仕訳の形で捉えることが出来る。 

 財務諸表を読んで会社の財務状況を想像できる。 

 利益計画と資金計画の作成の基礎となる管理会計の考え方を理解して使えるようになる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義の中で、適宜、例題をとりあげ討議・練習することにより、企業会計の理解を深め、ツールの使い方を身につける。

テーマの区切り毎に、簡単なミニ演習を実施する。 

＜講義計画＞ 

第1回 オリエンテーション  会計の原理・財務会計と管理会計・ディスクロージャー制度 

第2回 複式簿記の基本（１） 簿記の構造・ルール・プロセス 

 複式簿記の基本（２） 典型的な取引の仕訳 

第3回 複式簿記の基本（３） 決算整理仕訳・整理後試算表からB/S,P/Lの作成まで 

 複式簿記の基本（４） 例題・演習 

第4回 財務諸表を読む（１） B/S・P/L・キャッシュフロー計算書 

 財務諸表を読む（２） 財務諸表分析 

第5回 財務諸表を読む（３） 例題・演習 

 管理会計の諸概念・原価計算  原価の概念・直接原価計算 

第6回 損益分岐点分析とプロダクトミックス  CVP分析・限界利益分析 

利益計画      利益計画作成フロー・短期利益計画と予算管理・中期利益計画・利益増減分析 

第7回 キャッシュフローと資金管理（１） キャッシュフロー情報の活用・運転資本管理 

 キャッシュフローと資金管理（２） 資金繰り表・キャッシュフロー経営 

第8回 設備投資の経済性計算  投資意思決定モデル 

 事業計画書の中の事業収支計画  収支計画作成フロー 

＜講義外の課題＞ 

第7回終了後、レポートを課する。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書：使用しない。 

参考書：テーマに応じ、適宜紹介する。 

＜評価方法＞ 

講義への参加・貢献４０点と、ミニ演習・レポート６０点の総合評価により、６０点以上を合格とする。 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 ファイナンス 担当 古田芳浩 科目コード 309 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期・後期 

開講キャンパス 名古屋（前期）・大阪（後期） 単位数 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

構想した事業を事業計画に落とし込んで実行するためには、事業に要する資金を調達しなければならな

い。本講義では、資金融通者（金融機関）ではなく、資金調達者である事業家・起業家の観点から、事

業構想・事業計画・資金計画・資金調達の各プロセスと一連の流れの基本知識について学ぶ。また、資

金調達能力に関して、「企業価値と株主価値」「将来キャッシュフローによる企業価値の算定」「資本コ

ストと最適資本構成」等について、資金融通者との折衝に関して「資金調達形態（負債・資本）の違い」

「借入契約と投資契約」「株価とＩＲ」等について学ぶ。 

 

 

＜到達目標＞ 

事業構想計画を現実的な裏付けを持つものにできるように、事業計画→資金計画→資金調達の流れと基

本知識を理解すること。特に資金調達を行う場合の資金調達の上限金額（能力）が、事業計画・資金調

達と資金融通者への合理的な説明・説得に大きく依存していることを理解すること。講義および討議に

よって、各課題や論点について共有し、検討することにより、理解を深める。 

 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義は座講を主体とするが、問題提起と討論を加味してインタラクティヴに行う。 

 

＜講義計画＞ 

第 1 回 オリエンテーション 事業構想とファイナンス、資金調達と信用 

第 2 回 事業構想と事業計画、事業構想とファイナンス 

第 3 回 事業計画と資金計画・事業収支計画 

第 4 回 事業計画と資金調達 

第 5 回 資金調達能力と企業価値評価 

第 6 回 企業価値と株主価値 

第 7 回 資金調達能力と資金融通者 

第 8 回 まとめ 

＊上記は予定であり、講義の進捗状況により変更することがある。 
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＜講義外の課題＞ 

 

＜教科書・参考書＞ 

・講義にあたっては、ＰＰＴを使用し、その写しと関連資料を配布する。 

・参考図書については講義の進捗に合わせて伝達する。 

 

＜評価方法＞ 

・クラスへの参加状況、討論への貢献度およびレポートの提出による総合評価を行う。 

 

＜その他の重要事項＞ 

・２回目以降は、隔週で１日あたり２コマの講義となる。 

・何らかの事情により休講が生じた場合には、補講（前期：8 月上旬、後期：2 月上旬～中旬）で対応

する。 

・ファイナンス、中でもキャッシュフローを理解するための基本は、会計および財務諸表の十分な知識

と理解である。本講義の中でもその基礎について学ぶが、「ビジネス会計」の講義を併せて受講するこ

とが望ましい。 

・事業収支計画は事業構想を事業計画、資金計画へと繋げるための中核となる知識・スキルであり、本

講義では特に重点を置いているが、更に深い理解のために「収支計画の立て方」の講義を併せて受講す

ることが望ましい。 
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授業科目名 ファイナンス 担当 森大介 科目コード 309 

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

どんなに小さいビジネスであっても、資金なしに事業をスタートさせることはできない。多額の初期投資が

必要なビジネスの場合はなおさらである。構想した事業を実現するために、どのような資金調達の方法が最

適なのか、その基本を身近なファイナンスの実例を通じて理解を深めていく。 

＜到達目標＞ 

自らが構想した事業を実現するために必要な資金を ①どこから、②どのような条件で調達すべきかを理

解できるようになり、実際に事業計画に盛り込むための実務を修得する。 

＜授業の進め方と方法＞ 

起業に際しての資金調達に関し、単なる知識の詰め込みではなく、実践に使える実務を修得してもらうた

め、「①基礎的な理論やノウハウ、②身近な具体的事例、③自らの事業計画に盛り込む損益計画と資金計画

（資本政策）の作成」を全員参加型で発表＆議論しながら講義を進めていく。 

＜講義計画＞ 

第 1 回 (１)オリエンテーション。事業構想とファイナンス 

第 2 回 (１)ファイナンスの基礎①財務三表              (２)同左②資金調達方法 

第 3 回 (１)ファイナンスの基礎③損益計画を作成する         (２)身近な事例紹介① 

第 4 回 (１)ファイナンスの基礎④事業の評価と資金計画        (２)身近な事例紹介② 

第 5 回 (１)ファイナンスの基礎⑤資本政策を作成する         (２)身近な事例紹介③ 

第 6 回 (１)各自の損益計画と資金計画（資本政策）の発表①      (２)身近な事例紹介④ 

第 7 回 (１)各自の損益計画と資金計画（資本政策）の発表②      (２)身近な事例紹介⑤ 

第 8 回 (１)各自の損益計画と資金計画（資本政策）の発表③      (２)身近な事例紹介⑥ 

＜講義外の課題＞ 

第 6~8 回に、各自のビジネスプランに基づいた損益計画と資金計画（＆資本政策）を作成し、発表してい

ただきます。そのための資料の準備等が相応に必要となります。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書は使用せず、適宜、資料を用意する。 

〔参考書〕 ｢起業のファイナンス」    磯崎哲也著 日本実業出版社 

「バリュエーションの教科書」 森生明著  東洋経済新報社 

「ざっくり分かるファイナンス」石野雄一著 光文社新書 

＜評価方法＞ 

授業への出席を重視。講義への積極的な参画度、プレゼンテーションの内容をもって、総合的に評価する。

 

 

＜その他の重要事項＞ 
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・財務三表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表）に関する基礎知識を自習したうえで受講に 

臨んでください。 

・授業中に Excel を使うことがありますので、極力、パソコンを持参してください。 
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科目名 組織変革 担当教員 髙村徳泰・竹内在 科目コード 310 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

M&A は買収側・売却側双方において、重要な経営戦略として再認識されており、中堅中小企業においても M&A を実

施する企業が急増している。近年では、事業承継型 M&A が目立つようになってきているが、中には期待通りの成長を

実現できないケースも見受けられる。①買収前の戦略策定・準備の不十分さ、②買収先の選定・交渉・価格の過大評価、

③M&A後の統合（PMI：Post Merger Integration）プロセスの不備など、失敗の要因として挙げられる。特にPMIの

現場では、両社の経営思想や企業文化の違いが顕在化することがある。 

PMI 成功に向けたアプローチとして、双方の経営陣はリーダーシップを発揮し PMI の成功を最優先事項として扱い、

経営ビジョンや戦略を共有して信頼関係を構築したのち、実務現場に作業を落としていくというステップが必要になる。

実際のケースを題材に、M&Aについての理解を深め、経営統合を成功に導くためのヒントを学ぶ。 

＜到達目標＞ 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

理論ベースを習得すると同時に、理論を現実へ適応するためのケースメソッドと応用力を養う。M&Aに関わる基礎理論

のみならず、買収企業の価値評価やストラクチャー、資金調達も網羅する。 

また理論と実践の架け橋を担っている実務者(プロ経営者)の講演も予定している。プロ経営者が講師として登壇し、M&A

後のPMIをケースに経営革新が起きた過程を学びます。 

実践への適用も見据えたインタラクティブな授業を目指しているので、積極的な意見開示や各自が持つ実務体験を踏ま

えたコメントなどを歓迎し、双方向のやりとりを尊重します。 

＜講義計画＞ 

①  オリエンテーション 

②③ M&Aのトレンドと買収戦略 

④⑤ 企業評価とデューディリジェンス 

⑥⑦ ファイナンスとストラクチャー 

⑧⑨ PMIのプロセスと100日プランの実行 

⑩⑪ 組織変革とリーダーシップ 

⑫⑬ プロ経営者から学ぶ①（活躍しているプロ経営者を外部講師として招聘） 

⑭⑮ プロ経営者から学ぶ②（活躍しているプロ経営者を外部講師として招聘） 

＜講義外の課題＞ 

特になし 

＜教科書・参考書＞ 

参考書：続・事業承継とバイアウト（中央経済社） 

    合併・買収・再編の企業評価（中央経済社） 

＜評価方法＞ 

講義への積極的な参加と貢献（70％）、レポート提出（30％） 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 ブランド戦略 担当教員 野口 恭平 科目コード 311 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業構築（商品、サービス含む）においては、ブランド価値を明確に規定することで差別化を生み出す事業戦略をガ

イドし、自組織内への浸透やステークホールダーへの伝達によって、競争力あるポジションをどう持続していけるかが

大きな課題となる。本講義では事業（商品、サービス、地域etc.）のブランド価値規定、ブランド体系構築、組織内の浸

透、長期短期のブランドマネジメント、一貫性を持たせたコミュニケーションのあり方等、ブランド戦略の策定と実行

方法について事例を基に理解を深めることを目的とする。 

講座においては基本的なブランド理論の理解をベースとした上で、実際のビジネスで起き得る現象や組織の力学等も

踏まえた視点を取り入れ、より実践的なブランド構築とその運用手法について議論を行う。 

 

＜到達目標＞ 

ブランド基本戦略（ブランドの価値規定、差別化戦略等）構築のための重要なポイントを理解し、ブランド戦略策定

と事業戦略への展開、事業運営におけるブランド管理・ブランドコミュニケーション・ブランド診断を行う視点を養う

ことにより、事業構想から構想計画策定の過程におけるブランド戦略構築力を身に付ける。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

授業は講義と討論の併用で、具体的な企業の事例を題材にしながら、全員参加の討論を行う。事例紹介については多

彩な企業（大企業、中小企業、日本伝統ブランド、地域地産ブランド、新規起業ブランド、事業継承企業ブランド等）

から講師を招聘して行う。具体的なステップとしては以下の進め方となる。 

 

・基本的な戦略体系理論についての講義と討論によりゲスト講師の事例を理解する基礎を作る 

・各テーマに合わせた多彩なゲスト講師による事例紹介と討論を行う 

・中間レビューとしてのポイントの整理と最終的なまとめを通して、理論と実践の関係を整理する。 

 

＜講義計画＞ 

①：オリエンテーション (授業計画の説明) 

②：ブランド価値規定：価値の要素と規定プロセス（講義と討論） 

③：マーケティング3.0、4.0の考え方 (講義と討論) 

④：ブランド体系と戦略策定：（事例紹介と討論） 

⑤：持続的CSRによるブランドマネジメント戦略：（事例紹介と討論） 

⑥：ブランド価値創造と差別化マネジメント（飲料業界事例紹介と討議） 

⑦：ブランド戦略と事業戦略、コミュニケーション戦略への展開（クルマ業界事例紹介と討議） 

⑧：中間レビューとしてポイントの整理（講義と討論） 

⑨：地域（地産）ブランディング戦略（事例紹介と討議） 

⑩：日本伝統モノづくりブランド戦略（事例紹介と討議） 

⑪：地域・中小企業ブランドの戦略（事例紹介と討議） 

⑫：戦略広報を活用したブランディング（事例紹介と討議） 

⑬：小売・サービス事業のブランディング戦略（事例紹介と討議） 

⑭：CRM・高級ブランドの戦略（事例紹介と討議） 

⑮：総括（討論とまとめ） 

※事例のテーマ、ゲストについては院生リクエストに基づき変更する場合がある。 
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＜講義外の課題＞ 

・レポート提出（全授業終了後） 

構想している事業(もしくは現在の業務や事業の更なる成長、という前提に基づいて)のブランド戦略についての考えを記

述する。記述にあたってはゲスト講師のケースを含む幾つかの事例を引用し説明を強化する。 

＜教科書・参考書＞ 

教科書の指定はしない。参考書として「戦略的ブランド・マネジメント」ケビン・レーン・ケラー著 東急エージェ

ンシー出版、等。その他授業テーマに即して紹介する。 

＜評価方法＞ 

授業への参加、貢献状況の60点満点とレポート40点満点による総合評価とし、60点以上を合格点とする。 

 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 ブランド戦略 担当教員 並木将仁 科目コード 311 

配当年次 1年次・2年次 学期 後期 

キャンパス 大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

ブランドが事業資産であり、競争優位の源泉であるという議論がなされて久しい。しかしながら、何を持ってブランド

なのか、それは市場においてどう機能しうるのか、ブランドを活用するためには会社として何が必要なのか、そして今

後ブランドはどうなっていくのか、などに関してはその理解の人によって大きな隔たりがあるのが実情である。 

そこで、ブランドに関する理解の考え方のプラットフォームを構築し、そのプラットフォームの上で世の中の事象を分

析し、自身の事業構想につなげていくことを目的とする。 

なお、基本的には学術的なブランド論ではなく、実務におけるブランディングに力点を置いて授業を進める。 

＜到達目標＞ 

1. ブランドが事業構想における中心的な役割の一端を担う 

2. 広義にブランドを理解することで、様々な事象をブランド視点から捉えられるようになる 

3. ブランドの魅力に触れる 

＜授業の進め方と方法＞ 

座学による理解の統一と、事前課題・発表・議論による理解の深化を目指す。特に課題の発表においては、事業構想への

意味合いを結論として導くことを前提として進める。 

＜講義計画＞ 

第1回 前半 講義 講座に対する期待値のすり合わせ 

後半 講義および議論 [テーマ1] ブランドとは何か？認識/前提を統一する 

第2回 
前半 

生徒による事例発表/議

論 
[テーマ1] 興味のあるブランドの分析 

後半 講義 [テーマ2] ブランドの市場と組織における機能 

第3回 
前半 

生徒による事例発表/議

論 

[テーマ2] 市場と組織で機能しているブランドの分析（グループ課

題B発表1/2） 

後半 講義 
[テーマ3] ブランディングのテクニカル（ネーミング、体系、IP、

等） 

第4回 
前半 講義 

[テーマ4] ブランドにおけるクリエイティブの考え方（ゲスト講師

予定） 

後半 
生徒による事例発表/議

論 
[テーマ4] ブランド視点からのクリエイティブの観察 

第5回 
前半 

生徒による事例発表/議

論 

[テーマ3] ブランディングのテクニカルの観察結果（グループ課題

B発表2/2） 

後半 講義 [テーマ5] CSVとの相乗効果 

第6回 前半 講義 [テーマ6] 起業とブランディング 

後半 
生徒による事例発表/議

論 
[テーマ6] 起業とブランディング（数名発表での議論） 

第7回 前半 講義および議論 [テーマ7] ブランドの管理手法 

後半 講義および議論 [テーマ8] ブランドの未来 

第8回 
前半 

生徒による事例発表/議

論 
期末発表 

後半 講義 期末発表および総括 
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＜講義外の課題＞ 

I. 個別課題A：ある講座内容に従い、① 興味がある事例を分析・観察し、② 次回の授業で発表 

II. グループ課題B：特定のブランドに関して、グループで議論し、発表する 

III. 期末発表：以下のいづれかの課題より、発表内容を選択 

オプションA：自身の事業構想におけるブランドの位置付けを検討し、発表する 

オプションB：今日のあるブランドに関して広く調査・分析し、発表する 

＜教科書・参考書＞ 

必須：ブランディング ７つの原則【改訂版】 成長企業の世界標準ノウハウ / インターブランドジャパン 

必須：ＣＳＶ経営戦略―本業での高収益と、社会の課題を同時に解決する / 名和 高司 

補助：戦略的ブランド・マネジメント / ケビン・レーン ケラー(著) 

＜評価方法＞ 

a. 授業への参加：40点 

b. 個別課題の発表：20点 

c. 最終発表：40点 

60点以上を合格点とする 

＜その他の重要事項＞ 

なし 
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科目名 ブランド戦略 担当教員 岩田正一 科目コード 311 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

「キーワード」と「キービジュアル」と「ストーリー」 

  ・「伝える」を「伝わる」にする。 

  ・「視 覚」を「記 憶」にする。 

  ・「沿 革」を「物 語」にする。 

  

＜到達目標＞ 

ブランド戦略に重要なポイント（キーワード、キービジュアル、ストーリー）を理解し、差別化のための基本を身につけ

る。また、ブランディング戦略シートを作成し、ブランドをコントロールするための視点を養うことで、事業構想におけ

るブランド計画・管理の手法を学ぶ。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

 CI・VI などを考える。 

  ・家紋と家訓  ×  CIとVI 

  ・伝統     ×  進化 

 

  コンセプトワークという「モノサシ」をもつ。 

  ・コンセプトワークで、現実を整理する。 

  ・コンセプトワークで、骨格を作る。 

  ・コンセプトワークで、未来を創造する。 

 

＜講義計画＞ 

①   コンセプトワークを知る。 

②③  コンセプトワークを理解する。     ／  コンセプトワークで企業の広告を分析する。 

④⑤  キーワードを重視した広告の事例    ／  課題からの「キーワード」分析 

⑥⑦  キービジュアルを重視した広告の事例  ／  課題からの「キービジュアル」分析 

⑧⑨  ストーリーを重視した広告の事例    ／  課題からの「ストーリー」分析 

⑩⑪  課題発表               ／  課題からのワークショップ 

⑫⑬  課題からのワークショップ       ／  課題からのワークショップ 

⑭⑮  コンセプトワークを振り返る。     ／  受講生が身につけたことの確認 

＜講義外の課題＞ 

特になし。 

＜教科書・参考書＞ 

独自の講義資料 

＜評価方法＞ 

２つの評価基準で100点満点とし、60点以上を合格点とする。 

  ・授業への参加・取り組み状況の評価・・・・・50点 

  ・レポートの提出、課題提出に対する評価・・・50点 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 事業経営の基礎知識 担当教員 二之宮義泰 科目コード 312 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期 

キャンパス 東京／大阪／福岡 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業を着想し、構想を描き、事業化、そして事業経営の流れにおいて、「策定した事業戦略を如何に確実に実行して事業

を成功させるか」これが課題である。米国がリードする形で種々の新規ビジネスが生まれてはいるものの、その多くが

戦略実行を出来ずに消滅している。  

そこで、授業では、事業経営の本質、基礎知識、実践的知識、組織実行力等を学ぶ。  

担当教授は、グローバル舞台で事業構想・事業構築・成長ドライブに長年従事してきた。その中から、事業経営知識を

整理し、経営実務に役立つエッセンスを共有する。  

加えて、優れた事業経営を実現しているゲスト講師を招き、コンセプト・事例・アウトカムについても学ぶ。 

 

＜到達目標＞ 

グローバル視点で経営実務を学ぶ事により、事業経営の基礎知識を身につけ、経営能力開発を目指す 

＜授業の進め方と方法＞ 

授業は、教授の講義とグループ討議、ゲスト講師による講義の構成で行われる。 

＜講義計画＞ 

第1回 ガイダンス（授業計画の説明、陰性の希望確認） 

第2回 事業経営と私（講義）：担当教授の経営職歴を時系列的に追い、種々の事業経営を紹介する。 

第3回 事業経営と私（討議）：事業経営ケーススタディー 

第4回 事業経営とは（講義）：基本的な理論を実践的に紹介する 

第5回 事業経営とは（討議）院生との討議を通じ、理解を深める。 

第6回 多国籍企業の事業経営（講義）：実例を挙げ、グローバルスタンダードを紹介する。 

第7回 多国籍企業の事業経営（討議）：議論を通じ、事業展開に役立つエッセンスを学ぶ。 

第8回 事業経営の実践1（外部講師講義） 

第9回 事業経営の実践1（外部講師討議） 

第10回 事業経営の実践2（外部講師講義） 

第11回 事業経営の実践2（外部講師討議） 

第12回 事業経営の総括講義 

第13回 事業経営の総括講義・討議 

第14回 事業経営に関する院生発表 

第15回 事業経営に関する院生発表・まとめ 

 

＜講義外の課題＞ 

 

＜教科書・参考書＞ 

各回のテーマに応じて紹介する 

＜評価方法＞ 

特に第２回、３回、４回、５回の講義は出席を必須とする。クラスへの参加・貢献・グループ討論70点とレポート乃至

- 194 -



は発表30点による総合評価を行う 

 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 知識創造論 担当 一條和生 科目コード 313

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 前期 

開講キャンパス 東京／名古屋／大阪／福岡 単位数 2 単位 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

21 世紀の新しい経営路論としての知識創造経営の理論と実践について学ぶ 

＜到達目標＞ 

知識創造経営の基本に関する深い理解 

＜授業の進め方と方法＞ 

 インターラクティブな講義 

 ケースメソッド 

＜講義計画＞ 

第 1 回デジタル破壊の時代と知識創造 

 インターラクティブな導入講義 

第 2 回暗黙知と形式知 

 ケーススタディー「トヨタの戦略と欧州における計画 AYGO の発表」(IMD) 

第 3 回知識創造の SECI モデル 

 ビデオ・ケーススタディー「IDEO の製品開発」 

第 4 回知識創造の場 

 ビデオ・ケーススタディー「セブンイレブン」 

第 5 回デジタル時代の知識創造 

 ケーススタディー「リクルート データ活用による価値創造」(IMD) 

第 6 回知識創造企業 

 ビデオ・ケーススタディー「ホンダ」 

第 7 回知識創造のリーダーシップ（wise leader） 

 テキスト『井深大 人間の幸福を求めた創造と挑戦』(PHP 研究所) 

第 8 回プロジェクトプレゼンテーション 

 受講生が見つけた新しい知識創造企業の紹介 

＜講義外の課題＞ 

授業で学んだ知識を活かして、授業で紹介されていない「知識創企業」を発見して最終講義の日にプレ

ゼンテーションする 
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＜教科書・参考書＞ 

IMD ケース 

 「トヨタの戦略と欧州における計画 AYGO の発表」 

 「リクルート データ活用による価値創造」 

テキスト 

 一條和生『井深大 人間の幸福を求めた創造と挑戦』(PHP 研究所) 

＜評価方法＞ 

授業における積極的な参加 60% 

プロジェクトプレゼンテーション 40% 

＜その他の重要事項＞ 
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2018 年度シラバスフォーム 
授業科目名 知識創造経営論 担当 一條和生 科目コード 314

配当年次 1 年次・2 年次 配当学期 後期 

開講キャンパス 東京／大阪／福岡 単位数 2 単位 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

前期で学んだ知識創造経営を実践するナレッジマネジメントについて学ぶ（知識創造経営の応用編） 

＜到達目標＞ 

知識創造理論の応用、実践についての深い理解 

＜授業の進め方と方法＞ 

 インターラクティブな講義 

 ケースメソッド 

＜講義計画＞ 

第 1 回知識創造と企業変革 

 ケーススタディー「富士フィルム 第二の創業」(ハーバード) 

第 2 回知識創造と業界の変革 

 ケーススタディー「ウーバー 世界の移動手段を変革する」(ハーバード) 

第 3 回知識のスピーディーな活用 

 ケーススタディー「ZARA ファーストファッション」(ハーバード) 

第 4 回知識のグローバルな共有 

 ケーススタディー「ネスレの GLOBE プログラム(A)、(B、(C)」(IMD) 

第 5 回知識の保護と陳腐化した知識の破壊 

 ケーススタディー「イノベーションとリノベーション ネスプレッソ物語」(IMD) 

第 6 回知識創造を促進するカルチャーの構築 

 ケーススタディー「マッキンゼー 知識と学習の管理運営」(ハーバード) 

第 7 回ゲストスピーカーセッション 

 知識創造のリアルケースから学ぶ 

第 8 回プロジェクトプレゼンテーション 

 受講生が発見した知識創造のリーダーを紹介する 

＜講義外の課題＞ 

授業で学んだ知識を活かして、授業で紹介されていない「知識創企業」構築を目指すリーダーを発見し

て最終講義の日にプレゼンテーションする 

＜教科書・参考書＞ 
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2018 年度シラバスフォーム 
ハーバードケース 

 「富士フィルム 第二の創業 

 「ウーバー 世界の移動手段を変革する」 

 「ZARA ファーストファッション」 

 「マッキンゼー 知識と学習の管理運営」 

IMD ケース 

 「ネスレの GLOBE プログラム(A)、(B、(C))」 

 「イノベーションとリノベーション ネスプレッソ物語」 

テキスト 

 フォン・クロー、一條和生、野中郁次郎『ナレッジ・イネーブリング 知識創造起用への五つの実

践』(東洋経済新報社) 

＜評価方法＞ 

授業における積極的な参加 60% 

プロジェクトプレゼンテーション 40% 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 プレゼン演習Ⅰ 担当教員 谷野豊（全教員） 科目コード 330 

配当年次 １年次、２年次 学期 通年 

キャンパス ４キャンパス合同 単位数 １ 

＜講義概要と目的＞ 

事業構想の進捗を各自発表し、アイデアや構想についての評価、助言、意見を教員及び院生から受けて、今後の構想計画に生

かすことや、全院生に対してフィードバックシートに記載することで事業構想家としてのスキルを磨くことを目的としてい

る。 

＜到達目標＞ 

事業構想を実現する為に必要なスキルを身につける。理想は、自身と全く違った分野の事業についても事業構想計画を組み立

てる事が出来る様になる事を目指してもらいたい。 

＜授業の進め方と方法＞ 

自身の事業構想を持ち時間内で発表し、教員や院生全員による質疑応答を行う。また、発表者全員の構想計画のプレゼ

ンテーションを聞いて、より良い構想計画にする為のコメントや質問をフィードバックシートに記入する。 

＜講義計画＞ 

９月７〜８日、３月７日に東京、名古屋、大阪、福岡の４拠点で発表、質疑応答を行う。 

※詳細は、別途連絡をします。 

＜講義外の課題＞ 

決められた時間内に「取り組みたい社会課題」「自身の経営資源」「考えている事業構想」を分かりやすく伝える為のプ

レゼン資料を作成し、当日も時間内に発表を終える練習をすること。また、終了時の参加者からのアドバイスをもとに、

独自にフィールドリサーチ、業界分析、資料収集を行い自身の事業構想の役にたてること。 

＜教科書・参考書＞ 

なし 

＜評価方法＞ 

１年次：事業構想発表（３０点）、プレゼン資料の分かりやすさ・見やすさ（４０点）、他の院生に対してのフィードバ

ック内容（３０点）で評価します。 

２年次：発表に対してのフィードバック内容（１００点） 

＜その他の重要事項＞ 

１、２年次を問わず、自身の構想計画を作り上げるための重要な時間となるので、特別な事情を除き必ず履修すること。
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科目名 プレゼン演習Ⅱ 担当教員 谷野豊（全教員） 科目コード 330 

配当年次 １年次、２年次 学期 通年 

キャンパス ４キャンパス合同 単位数 １ 

＜講義概要と目的＞ 

①発表院生の事業構想研究の進展を教員、院生とともに確認する。②構想計画指導教員のみならず、幅広い範囲の教員に対し、

研究内容およびその進展を報告し、フィードバックを得ることにより、院生のより良い事業構想研究に繋げる。③発表院生と

他の院生との間の情報共有、議論を通して、院生のより良い事業構想研究につなげる。④全院生に対してフィードバックシー

トに記載することで事業構想家としてのスキルを磨くことを目的としている。 

＜到達目標＞ 

事業構想計画を作り上げる為に必要な事業構想を考え、必要なスキルをみにつける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

自身の事業構想の研究発表を持ち時間内でおこない、教員や院生全員による質疑応答を行う。また、発表者全員の構想

計画のプレゼンテーションを聞いて、より良い構想計画にする為のコメントや質問をフィードバックシートに記入す

る。 

＜講義計画＞ 

中間発表会：８月２４〜２５日、中間審査会：１１月２３〜２４日、１２月１日：東京、名古屋、大阪、福岡の４拠点

で発表、質疑応答を行う。 

※詳細は、別途連絡をします。 

＜講義外の課題＞ 

決められた時間内に「取り組みたい社会課題」「自身の経営資源」「考えている事業構想」を分かりやすく伝える為のプ

レゼン資料を作成し、当日も時間内に発表をまとめるように練習をする。また参加者からのアドバイスに対して、独自

にフィールドリサーチ、業界分析、資料収集を行い自身の事業構想の役に立てる。 

＜教科書・参考書＞ 

なし 

＜評価方法＞ 

２年次：事業構想発表（３０点）、プレゼン資料の分かりやすさ・見やすさ（４０点）、他の院生に対してのフィードバ

ック内容（３０点）で評価します。 

１年次：他の院生に対してのフィードバック内容（１００点）で評価します。 

＜その他の重要事項＞ 

１年次、２年次問わず、自身の構想計画を作り上げるための重要な時間となるので、特別な事情がない限り必ず履修す

ること。 
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科目名 プレゼン演習Ⅱ 担当教員 谷野豊（全教員） 科目コード 330 

配当年次 １年次、２年次 学期 通年 

キャンパス ４キャンパス合同 単位数 １ 

＜講義概要と目的＞ 

①発表院生の事業構想研究の進展を教員、院生とともに確認する。②構想計画指導教員のみならず、幅広い範囲の教員に対し、

研究内容およびその進展を報告し、フィードバックを得ることにより、院生のより良い事業構想研究に繋げる。③発表院生と

他の院生との間の情報共有、議論を通して、院生のより良い事業構想研究につなげる。④全院生に対してフィードバックシー

トに記載することで事業構想家としてのスキルを磨くことを目的としている。 

＜到達目標＞ 

事業構想計画を作り上げる為に必要な事業構想を考え、必要なスキルをみにつける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

自身の事業構想の研究発表を持ち時間内でおこない、教員や院生全員による質疑応答を行う。また、発表者全員の構想

計画のプレゼンテーションを聞いて、より良い構想計画にする為のコメントや質問をフィードバックシートに記入す

る。 

＜講義計画＞ 

中間発表会：８月２４〜２５日、中間審査会：１１月２３〜２４日、１２月１日：東京、名古屋、大阪、福岡の４拠点

で発表、質疑応答を行う。 

※詳細は、別途連絡をします。 

＜講義外の課題＞ 

決められた時間内に「取り組みたい社会課題」「自身の経営資源」「考えている事業構想」を分かりやすく伝える為のプ

レゼン資料を作成し、当日も時間内に発表をまとめるように練習をする。また参加者からのアドバイスに対して、独自

にフィールドリサーチ、業界分析、資料収集を行い自身の事業構想の役に立てる。 

＜教科書・参考書＞ 

なし 

＜評価方法＞ 

２年次：事業構想発表（３０点）、プレゼン資料の分かりやすさ・見やすさ（４０点）、他の院生に対してのフィードバ

ック内容（３０点）で評価します。 

１年次：他の院生に対してのフィードバック内容（１００点）で評価します。 

＜その他の重要事項＞ 

１年次、２年次問わず、自身の構想計画を作り上げるための重要な時間となるので、特別な事情がない限り必ず履修す

ること。 
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科目名 事業構想基礎演習（東京①） 担当教員 谷野豊/岸波宗洋 科目コード 401 

配当年次 １年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業構想の基本的な考え方を学び、構想計画を出来るだけ多く（最低１人３構想）考え、２年時の事業構想計画書の完

成に必要なノウハウを身につける。 

【担当教員専門分野】 

谷野豊：東京大学でPhD（工学）取得。ポリフェノールによる、がん抑制の研究や、がん促進の可能性がある体内物質

（酸化ジアシルグリセロール）の定量法の確立など生命反応化学の専門家。現在、その経験を生かし企業の取締役とし

て経営に携わりながら、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者に対しての栄養アプローチやアンチエンジング・予

防医療の推進など教育や、ナショナルチームやトップアスリートなどスポーツ選手の栄養指導等も行っている。 

岸波宗洋：経営コンサルティング実務を前提とした実務家教員として、大手通信会社、大手電力会社、大手エネルギー

会社等、ライフラインを中心に新規事業開発、事業成長戦略、市場・顧客開発、グローバル事業開発などを行っている。

特に本講義においては、事業構想サイクルの習得を前提に、存在次元、事業次元、収益次元のノウハウドゥハウ獲得を

促し、自立的構想策定を支援する。  

＜到達目標＞ 

事業構想を考える為に必要な基本的なスキルを身につける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

事業構想の研究発表をしてもらい、参加者全員によるディスカッションを踏まえ多角的思考を身につけてもらう。 

＜講義計画＞ 

初回はガイダンスとして１コマ、以降は２コマとする。 

第1回 履修者の取り組みたい社会課題と自身の経営資源の確認 

第２、３回 事業構想計画のグループ検討１ 

第４、５回 事業構想計画のグループ検討２ 

第６、７回 事業構想計画のグループ検討３ 

第８、９回 事業構想計画のグループ検討４ 

第１０，１１回 １年時発表会に向けての論点整理１ 

第１２、１３回 １年時発表会に向けての論点整理２ 

第１４、１５回 １年時発表会に向けての論点整理３ 

＜講義外の課題＞ 

第２回〜第９回は、チームに分かれて出されたテーマに対して構想を考えてもらいますので、チーム毎に集まって構想

を考え、ディスカッションをする時間を取ってもらいます。第１０回〜第１５回はグループで考えた構想の進め方を応

用して自分自身の構想を考えるために、種となる社会課題と自分自身の経営資源をまとめて発表してもらいます。また

発表の後に、参加者からのアドバイスがあるので、独自にフィールドリサーチ、業界分析、資料収集を行い次回の準備

を行ってください。 
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＜教科書・参考書＞ 

それぞれの事業構想にあわせた参考図書を紹介します。 

＜評価方法＞ 

授業中の構想計画発表（７０点）、他の参加者へのコメント・アドバイス（３０点）で評価します。 

＜その他の重要事項＞ 

本演習は修了要件の事業構想計画演習の基礎を身につける為の科目のため、担当教員と事務連絡等がスムーズにできる

ことが望ましい。 
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科目名 事業構想基礎演習（東京①） 担当教員 根来秀行/田浦俊春 科目コード 402 

配当年次 １年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

医学全般において、その進歩は日々目覚ましいものがある。医学全般に関する理解のみならず、新しい医療福祉制度の可能性

に対する理解を深め、時代に即したメディカルビジネス分野の事業を推進する力をつけることを主な目的とする。ゼミ内では、

各自の専門領域を加味しつつ、今日的なテーマ設定による演習を行う。実現可能な医学・医療制度領域での事業構想を計画・

実践することを目標とし、院生の医学・医療制度に対する基礎力を向上させる。院生の研究テーマと課題、関心領域に対応す

る形で、院生の主体的な参加によって演習を進めていく。 

 

＜到達目標＞ 

実際の現代社会において、健康・医療領域でプロジェクトを計画し実践するスキルを身につける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

院生のバックグラウンドをもとに、医学全般・メディカルビジネス・少子高齢化社会・医療制度に対する考え方、アプローチ

法などの発表を行い、全員参加型の討論とコメントにより、新たな着眼点から事業構想をまとめる。これらを通して、院生に

よるテーマ設定、テーマへのアプローチに磨きをかけ、斬新かつ実現可能な事業構想を練り上げる。 

 

＜講義計画＞ 

① ガイダンス（授業計画の説明と議論） 

② 各自の個別テーマと事業構想、調査計画などの確認 

③ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

④ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑤ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑥ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑦ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑧ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑨ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑩ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑪ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑫ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑬ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑭ 演習（院生による事業構想の発表と全員参加の討議） 

⑮ 総括 

＜講義外の課題＞ 

事業構想計画を組み立てるにあたって、適宜、必要な調査分析活動アドバイスを行う。 

 

＜教科書・参考書＞ 

それぞれの事業構想にあわせた参考図書を紹介します。 

＜評価方法＞ 

ゼミ内発表（発表、討論への参加状況）８０点とレポート２０点による総合評価とする。 
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科目名 事業構想基礎演習(1年次ゼミ) 担当教員 二村暢朗・竹安聡 科目コード 407 

配当年次 1年次 学期 後期 

キャンパス 大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

「事業構想計画書」の全体像をイメージしながら、スピード感を大切にグループワークを行うことで、2年次に院生自身

が書き上げる事業構想計画書策定に役立つ学びを得る。 

オリエンテーション後、前半 8 コマでグループワーク。グループ毎にテーマを決め、協力し合い、事業構想計画書のサ

マリーを書き上げてみる。 

後半6コマは個人ワーク。年度末に行われる1年次中間発表を目指して、院生自身の構想を発表＆ディスカッションを

行う。 

＜到達目標＞ 

自身の事業構想計画書策定を円滑に進めるために、構想を自ら書き上げる力と相互に協力し合うネットワークを得る。

＜授業の進め方と方法＞ 

講義→グループワーク→発表＆ディスカッション を1セットで実施。（後半の個人ワークでも必要に応じて相互コンサ

ルティング等グループワークを取り入れる予定。） 

前半は3～4名程度のグループを組み、社会的課題からテーマを選択し、そこから事業課題を抽出。課題解決する方向性

を見定めて、事業構想を描く。 

＜講義計画＞ 

第1回 ①オリエンテーション（授業計画説明：事業構想計画書の確認とテーマ提示） 

    ～以降、2コマ1セット 

前半：グループワーク 

第2回 ②講義：課題の質を徹底的に高める → 演習 

    ③演習：発表＆フィードバック（テーマ選定とグループ決定・役割分担） 

第3回 ④講義：事業アイデアを成長させる → 演習 

    ⑤演習：発表＆フィードバック 

第4回 ⑥講義：事業アイデアにWOWを生み出す → 演習 

    ⑦演習：発表＆フィードバック 

第5回 ⑧講義：事業構想ストーリーのプレゼンと自分の事業構想に対する学びの整理 → 演習 

    ⑨演習：発表＆フィードバック 

後半：個人ワーク 

第6回 ⑩⑪演習：個人別事業構想ストーリーのプレゼン＆フィードバック 

第7回 ⑫⑬演習：個人別事業構想ストーリーのプレゼン＆フィードバック 

第8回 ⑭⑮演習：個人別事業構想ストーリーのプレゼン＆フィードバック 

＜講義外の課題＞ 

次回演習課題は事前告知するので、各講義回の内容に従って準備を行い、構想をブラッシュアップしていってほしい。

＜教科書・参考書＞ 

各回の内容に応じて随時紹介。 

＜評価方法＞ 

講義出席・演習への貢献度50点と、グループ+個人の構想案発表50点による総合評価。 

＜その他の重要事項＞ 

希望者には、受講生自身の事業構想に対して個別コンサルティングを行います。 
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科目名 事業構想基礎演習（1年次森井ゼミ） 担当 森井理博・竹安聡 科目コード 408

配当年次 1 年次 学期 後期 

キャンパス 大阪 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業構想計画書の全体像をイメージしながら、スピード感を大切に、グループワークを行うことで、2

年次に院生自身が書き上げる事業構想計画書策定に役立つ学びを得る。 

オリエンテーション後、前半 8コマで、グループ毎にテーマを決め、協力し合い、事業構想計画書の第

一稿を書き上げてみる。後半 6 コマでは、年度末に行われる「1 年次中間発表」を目指して、個人の事

業構想を計画・発表＆ディスカッションを行う。 

＜到達目標＞ 

構想自体の内容はともかく、事業構想自体のフレームワークや要素を理解し、習得することを第一義の

目標とする。その上で２年次の構想の策定に向けての仮説設定までを行う。 

＜授業の進め方と方法＞ 

講義→グループワーク→発表＆ディスカッション を 1セットで実施。 

＜講義計画＞ 

①オリエンテーション（事業構想計画書の確認とテーマ提示。）～以降、2コマ 1セット 

②社会的課題に対する理解を深める 

 事業課題抽出と事業アイデア発想→構想計画演習（ディスカッション） 

③発表＆フィードバック：事業テーマ選定とグループ内の役割分担決定 

④事業構想計画書のフレーム解説（ビジョン、事業、収支計画）→構想計画演習（ディスカッション）

⑤発表＆フィードバック：リーンキャンバスなどのフレームを利用した発想演習 

⑥事業構想のビジョン・ミッション・コンセプト検討→構想計画演習（ディスカッション） 

⑦発表＆フィードバック：ブランドステートメントのフレームを利用した発想演習 

⑧顧客視点で事業を検証するカスタマージャーニー検討→構想計画演習（ディスカッション） 

⑨発表＆フィードバック：事業構想計画書第一稿完成とプレゼンテーション演習 

⑩⑪個人別事業構想計画の発表＆フィードバック 

⑫⑬個人別事業構想計画の発表＆フィードバック 

⑭⑮個人別事業構想計画の発表＆フィードバック 

＜講義外の課題＞ 

ゼミ前半は座学だけではなく、グループでのフィールドワークを取り入れます 

＜教科書・参考書＞ 

ゼミ中に適宜参考資料等を紹介 
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＜評価方法＞ 

出席/演習参加（グループへの貢献度）50 点とグループの構想案 50 点による総合評価 

＜その他の重要事項＞ 

社外人大学院の場合は仕事との兼ね合いで出席が難しい場合がありますが、そんな時は課題の提出だけ

は行うなどエンゲージメントを強めてください。 
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科目名 事業構想基礎演習(1年次ゼミ) 担当教員 岩田修一・岩田正一 科目コード 408 

配当年次 1年次 学期 後期 

キャンパス 名古屋 単位数 ２単位 

＜講義概要と目的＞ 

 ・地域の「過去＝歴史」「現在」「未来」から発想した事業構想についてグループワークを行います。 

  （１）天下統一をし、日本のはじまりを生み出した三英傑誕生から続く地域ブランドと事業構想。 

  （２）名古屋駅前開発、名古屋城「金シャチ横丁」誕生をはじめとした名古屋城周辺開発、名古屋テレビ塔の再開発

と久屋大通公園と栄エリアの開発、東山動物園の PFI 事業による開発、小牧に誕生するハイウェイオアシス

に関する開発、ジブリパーク誕生など変化しはじめた地域の状況から事業構想。 

  （３）2027年のリニア開通による「東京〜名古屋 40分時代」の事業構想。 

＜到達目標＞ 

事業構想のプランを作成するためのコンセプトシートを身につける。「歴史」「現在」「未来」という視点から、事業構

想のために必要な情報を収集し、分析し、事業構想の計画書を作成するための技術を学ぶ。 

＜授業の進め方と方法＞ 

 情報を整理して、分析して、計画に置き換えるためのコンセプトワークを学ぶ。 

  ・地域の「歴史」からの事業構想をグループで行い、企画を整理し、プレゼンテーションを行う。 

  ・地域の「現在」からの事業構想をグループで行い、企画を整理し、プレゼンテーションを行う。 

  ・地域の「未来」からの事業構想をグループで行い、企画を整理し、プレゼンテーションを行う。 

＜講義計画＞ 

①   コンセプトワークを知る。 

②③  （１）地域の「歴史」から発想した事業構想の個別アイデア発想  ／  グループワーク 

④⑤  （１）グルプワークからの事業構想整理  ／  グループ毎のプレゼンテーションと講評 

⑥⑦  （２）地域の「現在」から発想した事業構想の個別アイデア発想  ／  グループワーク 

⑧⑨  （２）グルプワークからの事業構想整理  ／  グループ毎のプレゼンテーションと講評 

⑩⑪  （３）地域の「未来」から発想した事業構想の個別アイデア発想  ／  グループワーク 

⑫⑬  （３）グルプワークからの事業構想整理  ／  グループ毎のプレゼンテーションと講評 

⑭⑮  事業構想基礎演習を振り返る。 ／  受講生が身につけたことの確認 

＜講義外の課題＞ 

特になし。 

＜教科書・参考書＞ 

独自の講義資料 

＜評価方法＞ 

 ２つの評価基準で100点満点とし、60点以上を合格点とする。 

  ・授業への参加・取り組み状況の評価・・・・・50点 

  ・レポートの提出、課題提出に対する評価・・・50点 

＜その他の重要事項＞ 
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授業科目名 事業構想基礎演習（名古屋②） 担当 西根英一 科目コード 409 

配当年次 1 年次 配当学期 後期 

開講キャンパス 名古屋 単位数 2 単位 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

各自の掲げるあらゆる領域の事業構想を、“純度”をもってまずは｢個｣創し、授業内で｢共｣創しながら

“確度”ある事業プランへとブラッシュアップしていきます。 

0 を 1 にするビジネスローンチのための事業構想(KGI となる大きな目標設定)と事業計画(KPIs となる

細かな要件定義)、さらに、1 を 100 にするビジネスグロースのための事業分析(環境分析、市場分析)

と事業戦略(マーケティング、コミュニケーション)の“精緻な設計図”を描きながら、ビジネスモデル

の価値の最大化、競合との差別化、社会への最適化を図ります。 

＜到達目標＞ 

課題解決のための漠然とした事業構想を、実現可能な確然たるビジネスモデルとして完成させることを

目標にします。 

＜授業の進め方と方法＞ 

各回、考え方と進め方のレクチャーの後に、ゼミ形式の発表と論評を繰り返すパターンを基本にします。

全 8 回を通しての｢進捗度｣をスケールに置き、各自の進捗に差異が生じぬよう努めます。 

＜講義計画＞ 

第 1 回 課題抽出と課題解決 [講義と演習(ゼミ形式)] 

    ・課題解決とビジネスの両輪を回す 

第 2 回 事業構想と事業計画 [講義と演習(ゼミ形式)] 

    ・KGI からバックキャスティングして、KPI を要件定義する 

第 3 回 環境分析と市場分析 [講義と演習(ゼミ形式)] 

・PEST 分析(環境分析)＋3C 分析(市場分析) → SWOT 分析 

第 4 回 商材のブランディングと顧客のターゲティング [講義と演習(ゼミ形式)] 

    ・商材をつくるブランディングと顧客をつくるターゲティング 

第 5 回 市場開発と販路開拓 [講義と演習(ゼミ形式)] 

    ・面をつくる市場開発(マーケティング)と線をつくる販路開拓(プロモーション) 

第 6 回 収益化のためのビジネスプラン [講義と演習(ゼミ形式)] 

第 7 回 1 年次中間発表に向けた研究成果(前半) [プレゼンテーション] 

第 8 回 1 年次中間発表に向けた研究成果(後半) [プレゼンテーション] 

 

 

 

 

 

＜講義外の課題＞ 
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環境分析においては、情報収集のための資料入手先訪問等が課せられます。 

市場分析においては、ニーズ探索のためのインタビューないしヒアリング等が課せられます。 

＜教科書・参考書＞ 

各テーマに沿った資料を毎回提示します。 

＜評価方法＞ 

全 8 回を通じた個人成果を評価の 8 割に設定します(年次報告となる｢事業構想計画書(1 年次=第一稿)｣

提出は必須条件となります)。残り 2 割は、授業内の“共創”への参画度を平常点とします。 

＜その他の重要事項＞ 

通学と出席は一部に過ぎず、事業構想を完成するまでの全体に当てる時間配分に十分留意すること。 
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授業科目名 事業構想基礎演習 担当 永吉 健一 

内田 一博 

科目コード 410

配当年次 1 年次 配当学期 後期 

開講キャンパス 福岡 単位数 2 単位 

必修・選択の別 選択 授業の方法 座学、グループワーク 

授業科目の内容 

＜講義概要と目的＞ 

本演習では「ブレイク・ザ・バイアス」をキーワードに、院生が既に準備を進めている事業構想計画に、

新たな視点と気づきを創出し、構想のさらなるブラッシュアップを図る。 

「事業構想計画書」完成に必要な「着想のフレームワーク」を習得し、実践的に活用できることを目的

とする。 

 

＜到達目標＞ 

１）演習全体を通じて、教科書的な「知識(Knowledge)」がビジネスに必須の「知恵（Wisdom）」に昇

華し、本大学院修了時の最大の目的である「事業構想計画」が社会で価値を創造するレベルに達するた

めの基礎的能力が身についていること。 

２）院生同士が計画書の査読（ピア・レビュー）を担当することにより、自身の専門領域や得意分野だ

けではなく、幅広い業種領域の事業について構造的にとらえる基礎的能力が身についていること。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

１）演習Ⅰ「サービス事例研究」 

政府の成長戦略「Society5.0」の重点分野について調査研究し、当該分野における先行事例を学び、理

解を深める。 

２）演習Ⅱ「事業構想計画」発表 

本演習では発表担当者の資料を事前に読み込んで質疑応答を担う「査読者」を設けることにより、活発

な議論による事業計画の深堀と、多面的な物事の見方の涵養を企図している。 

 

＜講義計画＞ 

第１回 オリエンテーション（授業計画説明） 

    本演習の授業方法の説明、「Socety5.0」の概要、発表者／査読者の担当割り振り 

第２回～第８回 

    １）演習Ⅰ「サービス事例研究」（90 分） 

国家成長戦略「Society5.0」から時代を拓くキーワードを毎回指定し、当該分野の「サービ 

ス事例」を事前に調べて発表することで、自分のこれまでの経験や関心から離れた領域での 

イノベーション事例について理解を深め、気づきを得る 

２）演習Ⅱ「事業構想計画発表と討論」（90 分） 

    発表者のプレゼンテーション、査読者との質疑応答、グループディスカッション、講評 
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※授業登録者の人数や関心に基づき、適宜、社外からの講師を招聘することがある。 

 

＜講義外の課題＞ 

 他の院生の事業構想計画書の事前査読と質問事項作成（期中に１～２回）。 

 サービス事例研究（事前に指定した領域でのサービス事例を調査して、所定のフォームで任意提出、

最終講義を除く毎回） 

＜教科書・参考書＞  

 内閣府ペーパー「未来投資戦略 2018」（2018 年 6 月 15 日閣議決定） 

授業開始までにアップデートされた場合はその最新版（第１回の授業で案内する） 

＜評価方法＞ 

 演習および討論への参加姿勢 40 点、査読 30 点、「サービス事例研究」の提出・内容 30 点。 

 上記に加え、事業構想計画書のアウトプットで加点する。 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 事業構想計画演習（東京①） 担当教員 谷野 豊 科目コード 501 

配当年次 2年次 学期 通年 

キャンパス 東京 単位数 ２・２単位（計４単位） 

＜講義概要と目的＞ 

① 社会課題と自身の経営資源を活かした事業構想を教員、院生からもらうフィードバックを元に作りあげていく。最

終的な目標は、読んだ人に感動を与え、実現可能な事業構想計画書の完成。 

② 担当教員専門分野：東京大学でPhD（工学）取得。ポリフェノールによる、がん抑制の研究や、がん促進の可能性

がある体内物質（酸化ジアシルグリセロール）の定量法の確立など生命反応化学の専門家。現在、その経験を生か

し企業の取締役として経営に携わりながら、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者に対しての栄養アプローチ

やアンチエンジング・予防医療の推進など教育や、ナショナルチームやトップアスリートなどスポーツ選手の栄養

指導等も行っている。 

＜到達目標＞ 

事業構想を実現する為に必要な考えを身につける。理想は、様々な分野について事業構想が出来る事を目指す。 

＜授業の進め方と方法＞ 

自分自身の事業構想を発表し、教員やゼミ参加者によるディスカッションを踏まえ多角的思考を身につける。また、読

む人が感動する事業構想計画書を作成し、構想を聞いた人が応援したくなるプレゼン力を身につける。 

＜講義計画＞ 

各学期の初回はガイダンスとして１コマ、以降は２コマとする。 

《前期》 

第1回 履修者の取り組みたい社会課題と自身の経営資源の確認 

第２、３回 事業構想計画の検討１ 

第４、５回 事業構想計画の検討２ 

第６、７回 事業構想計画の検討３ 

第８、９回 事業構想計画の検討４ 

第１０，１１回 中間発表会に向けての論点整理１ 

第１２、１３回 中間発表会に向けての論点整理２ 

第１４、１５回 中間発表会に向けての論点整理３ 

《後期》 

第１６回 中間発表会での構想計画の課題と今後の研究の確認 

第１７、１８回 課題の分析および事業構想計画書執筆内容の確認１ 

第１９、２０回 課題の分析および事業構想計画書執筆内容の確認２ 

第２１、２２回 課題の分析および事業構想計画書執筆内容の確認３ 

第２３、２４回 最終審査会に向けての論点整理１ 

第２５、２６回 最終審査会に向けての論点整理２ 
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第２７、２８回 最終審査会に向けての論点整理３ 

第２９、３０回 最終審査会に向けての論点整理４ 

＜講義外の課題＞ 

第１回講義前に１年時発表会でのフィードバックを踏まえ、事業構想計画書（案）を準備してもらいます。また、各演

習終了時に参加者からのアドバイスがあるので、独自にフィールドリサーチ、業界分析、資料収集を行い次回の演習に

向けた準備を行う事。 

＜教科書・参考書＞ 

それぞれの事業構想にあわせた参考図書を紹介します。 

＜評価方法＞ 

事業構想計画書（４０点）構想計画の発表（３０点）、他の演習参加者へのコメント・アドバイス（３０点）で評価しま

す。 

＜その他の重要事項＞ 

特に、事業構想計画書を提出する前や、各発表・審査会前等に時間外の指導することがある。特に、本演習は修了要件

になる科目のため、担当教員と事務連絡等がスムーズにできることが望ましい。 
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科目名 事業構想計画演習 担当教員 竹安 聡 科目コード 502 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期／後期／通年 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本演習では、院生の事業構想における着想の背景や事業ビジョン、果たすべき役割などを、教員や外部講師の 

体験を通じたケーススタディや、院生個々人に寄り添った、教員との深いコミュニケーションにより体得し、 

より現実的な事業構想の実現につなげていく。 

事業構想においては、実際の現場で必要となるスキルや知恵、行動様式などの「実践知」が必要となるが、 

存在次元（経営理念、想いと行動力、理念共有）、事業次元（ビジネスモデル化、課題解決手法、ニーズ把握、 

CS経営）、収益次元（事業計画、収支管理、生産性向上）の3つの次元でとらえ、学んでいく。 

教員や外部講師の事業経験を題材としたケーススタディに加え、事業のベースとなる経営理念の重要性や、 

事業活動を通じたブランド価値の向上などについても、実際的な事例を交えながら紹介し、ディスカッションを 

通じて事業構想への理解を深めることを目的とする。 

＜到達目標＞ 

暗黙知を形式知化することにより蓄積された「実践知」を織り交ぜ、多面的視点から熟慮された、 

実現性の高い、個人の事業構想計画書をまとめ上げる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

 院生による構想発表とディスカッション、および教員や外部講師の経験的知見によるケーススタディを織り交ぜ、 

双方向コミュニケーションを重視し、実践を見据えた演習とする。 

＜講義計画＞ 

 個人の事業構想発表と双方向のディスカッションを基本に進めるが、適宜、構想の一助となる講義や 

ケーススタディ、外部講師講演などを織り交ぜていく。 

 

第1回 ①オリエンテーション（前期演習計画の説明） 

第2回 ②個人事業構想計画の発表、③個人事業構想計画の発表 

第3回 ④ケーススタディ（店舗ソリューション事業）、⑤個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第4回 ⑥講義「ディシジョン・メーキング」、⑦個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第5回 ⑧外部講師講演（企業の経営幹部や、各種団体の代表者等）、⑨外部講師を交えた双方向ディスカッション  

第6回 ⑩講義「経営理念」、⑪個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第7回 ⑫⑬個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第8回 ⑭⑮中間審査会に向けた確認と双方向ディスカッション 

＜講義外の課題＞ 

講義テーマや自らの事業構想に即した関連書籍等での自学自習を推奨する。 

＜教科書・参考書＞ 

 ケーススタディを題材にしたオリジナルテキストを使用する。 

＜評価方法＞ 

 演習への主体的参加状況と事業構想計画のアウトプットによる総合評価とする。 

＜その他の重要事項＞ 

一部の講義を夏季補講期間に行う場合がある。 
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科目名 事業構想計画演習 担当教員 竹安 聡 科目コード 502 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期／後期／通年 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本演習では、院生の事業構想における着想の背景や事業ビジョン、果たすべき役割などを、教員や外部講師の 

体験を通じたケーススタディや、院生個々人に寄り添った、教員との深いコミュニケーションにより体得し、 

より現実的な事業構想の実現につなげていく。 

事業構想においては、実際の現場で必要となるスキルや知恵、行動様式などの「実践知」が必要となるが、 

存在次元（経営理念、想いと行動力、理念共有）、事業次元（ビジネスモデル化、課題解決手法、ニーズ把握、 

CS経営）、収益次元（事業計画、収支管理、生産性向上）の3つの次元でとらえ、学んでいく。 

教員や外部講師の事業経験を題材としたケーススタディに加え、事業のベースとなる経営理念の重要性や、 

事業活動を通じたブランド価値の向上などについても、実際的な事例を交えながら紹介し、ディスカッションを 

通じて事業構想への理解を深めることを目的とする。 

＜到達目標＞ 

暗黙知を形式知化することにより蓄積された「実践知」を織り交ぜ、多面的視点から熟慮された、 

実現性の高い、個人の事業構想計画書をまとめ上げる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

 院生による構想発表とディスカッション、および教員や外部講師の経験的知見によるケーススタディを織り交ぜ、 

双方向コミュニケーションを重視し、実践を見据えた演習とする。 

＜講義計画＞ 

 個人の事業構想発表と双方向のディスカッションを基本に進めるが、適宜、構想の一助となる講義や 

ケーススタディ、外部講師講演などを織り交ぜていく。 

 

第1回 ①オリエンテーション（後期演習計画の説明） 

第2回 ②個人事業構想計画の発表、③個人事業構想計画の発表 

第3回 ④ケーススタディ（中国内装事業）、⑤個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第4回 ⑥ケーススタディ「変革を生み出すブランド戦略」、⑦個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第5回 ⑧外部講師講演（企業の経営幹部や、各種団体の代表者等）、⑨外部講師を交えた双方向ディスカッション  

第6回 ⑩⑪個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第7回 ⑫⑬個人事業構想計画の発表と双方向ディスカッション 

第8回 ⑭⑮最終審査会に向けた確認と双方向ディスカッション 

＜講義外の課題＞ 

講義テーマや自らの事業構想に即した関連書籍等での自学自習を推奨する。 

 

＜教科書・参考書＞ 

 ケーススタディを題材にしたオリジナルテキストを使用する。 

 

＜評価方法＞ 

 演習への主体的参加状況と事業構想計画のアウトプットによる総合評価とする。 

＜その他の重要事項＞ 

一部の講義を冬季補講期間に行う場合がある。 
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科目名 事業構想計画演習（東京⑤） 担当教員 野口 恭平 科目コード 505 

配当年次 1年次・2年次 学期 前期／後期／通年 

キャンパス 東京／大阪／福岡 単位数 4単位 

＜講義概要と目的＞ 

事業展開を進める上で重要となる、「事業が充分に競争力ある、差別化された価値を提供し続けることができるのか」

という視点においてマーケティングに軸を置いた実践的側面からの議論を深め、各自の構想内容の強化を行う。 

 本演習では、構想計画におけるブランド戦略及びマーケティング戦略の側面に重点を置き、グローバルマネジメント

の知見に基づいた「多様性マネジメント」の視点も取り入れ議論を進める。各自の事業構想、研究テーマにおけるブラ

ンド構築の質と実効性を高めるために、ミッション・ビジョンの策定、事業の基本戦略（コンセプト、市場性、競争力、

ターゲット）の策定、組織・プロセス体系の整備、ネットワーク（国内及び必要に応じて海外も視野にいれる）の活用、

具体的なコミュニケーション戦略策定、それを実現するグループ構成員の育成等の観点を含めて議論を深めていく。 

 前期では事業構想演習に於いてより構想視点の掘り下げと広がりを中心に議論を進め、後期は各々の構想計画のまと

めを中心に運営する。 

 又、ゼミ年次総会を年 2 回（春季・秋季）開催し、卒業生を含めたネットワーキングと共に、新たな事業構想につい

ての議論を行う。 

 

＜到達目標＞ 

各自の構想計画の完成（構想計画書の完成） 

＜授業の進め方と方法＞ 

 授業は演習と討論の併用で、具体的な各自の事業構想案を題材にしながら、全員参加の討論を行う。 

必要に応じて外部企業の講師を招請し、実例の紹介も取り入れて議論をすすめる。 

 

＜講義計画＞ 

（受講生のニーズに合わせて調整する。基本は各自の事業構想案をベースに議論する） 

全30回（通期） 

 

① 前期ガイダンス（演習計画の確認） 

② ～⑭ 演習（院生による構想企画に基づく発表と討論）＆ゲスト講師との議論 

⑮ 総括・構想計画審査にむけて 

⑯ 後期ガイダンス（中間発表のフィードバック・構想の進め方） 

⑰ ～㉙ 演習（院生による構想企画に基づく発表と討論）＆ゲスト講師との議論 

㉚ 最終まとめ：構想計画書のまとめ 

 

＜講義外の課題＞ 

構想計画書の作成 

＜教科書・参考書＞ 

 教科書の指定はしない。各自の構想内容に即して紹介する。 

 

＜評価方法＞ 

演習・討論への参加状況60点と課題アウトプット（構想計画書）40点による総合評価とし、60点以上を合格点とする。

＜その他の重要事項＞ 
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シラバス（講義概要）

授業科目の名称 担当： 村山貞幸 科目コード：506

配当年次 配当学期

年間開講数 単位数

必修・選択等の別 授業の方法

各自の事業構想を妥協のないマーケティング思考により仕上げていく。
視野を広く持ち、高い志をたてて議論を進める。社会に求められているものは何か？自分が本当にやりたい
こと、やるべきことは何か？を徹底的に追究していく。その過程で、想像を超える自分の思いや社会の価値
が浮かび上がってくることを期待したい。
事業の大小は問わず、社会的なインパクトを重視する。社会的課題の解決を優先するソーシャルビジネスな
ども守備範囲とし、社会の多様なニーズに広く目を配りながら、懐深い議論を展開していきたい。

後期は、前期に創り上げた志高い構想案を具体的なビジネスに落とし込んでいく。ビジネス化フェーズで新
たな困難にぶつかることが多いが、浅い事業計画にならないよう相互にチェックし、鼓舞し合いながら頂上
を目指していく。

＜キーワード＞
志、BACKCASTING、理想の社会、社会変革、社会的価値、イマジネーション、クリエーション、ソーシャルビ
ジネス、コミュニティビジネス

授  業  科  目  の  内  容

２年次 後期

１回 ２単位

選択必修 演習

事業構想の発表とその内容に関する全員参加のディスカッションを行う。

＜その他の重要事項＞

＜評価方法＞

＜講義計画＞

事業構想の内容50点とクラス貢献度50点による総合評価を行う。

事業構想演習（村山ゼミ）

①ガイダンス（後期講義計画の説明と議論）
②背景とビジョン、コンセプト、事業概要確認１
③背景とビジョン、コンセプト、事業概要確認２
④背景とビジョン、コンセプト、事業概要確認３
⑤背景とビジョン、コンセプト、事業概要確認４
⑥ビジネスモデルと事業収支１
⑦ビジネスモデルと事業収支２
⑧ビジネスモデルと事業収支３
⑨ビジネスモデルと事業収支４
⑩アクションプラン、リスクと対応策１
⑪アクションプラン、リスクと対応策２
⑫アクションプラン、リスクと対応策３
⑬アクションプラン、リスクと対応策４
⑭全体総括１
⑮全体総括２

＜講義外の課題＞

講義時に受けたコメントに基づき、事業構想を修正する。

＜教科書・参考書＞

必要に応じてその都度紹介します。

＜講義概要と目的（何を学ぶか）＞

＜到達目標＞

前期に創った事業構想のアイディアを実現する事業計画を策定する。

＜授業の進め方と方法＞
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科目名 事業構想演習（見山ゼミ） 担当教員 見山 謙一郎 科目コード 507 

配当年次 2年次 学期 前期 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

1、ゼミのテーマ 

 「想像から創造へ～Imagination & Creativity」 

2、事業構想の領域 

  地域活性化、社内ベンチャー、SDGs、クリエイティブワーク、海外市場への展開等 

3、キーワード 

   Zero to One、イノベーション*（リバース・イノベーション、オープンイノベーション など）                  

   *イノベーションとは、「革新（アイデア、技術、システム等）」のみならず、「市場への実装・普及」を含む 

4、担当教員略歴 

   三井住友銀行の本店営業部などで国内外のM&A や、財務戦略、経営戦略等の立案支援業務に従事。2005 年に三井

住友銀行を退職後、音楽プロデューサーの小林武史、Mr. Childrenの桜井和寿、音楽家の坂本龍一によって設立され

た非営利の金融機関（NPOバンク）ap bankに理事として参画し、NPOの運営を経験。ap bank理事退任後の2009

年に株式会社フィールド・デザイン・ネットワークスを設立し、大企業、ベンチャー企業、中小企業の新事業の企画

支援業務に従事する。環境省の中央環境審議会委員や総務省の地域活性化委員など中央省庁の行政委員の他、地方自

治体の委員を歴任。学生を対象とした私塾、次世代人財塾・適十塾からも起業家を複数輩出している。また、公益社

団法人日本マーケティング協会の機関誌「マーケティングホライズン」の編集委員も兼務する。 

＜到達目標＞ 

事業構想を実現するために必要な、時間軸、拡張性・発展性、マネタイズ、アライアンスなどを意識した事業のグランド

デザインを描けるようになること。 

＜授業の進め方と方法＞ 

発表、グループディカッションを何度も繰り返すことで、議論の本質を追及、探求し続ける。これにより、多面的思考を

身につけてもらうとともに、本質的な議論へと深化させていくことを目指す。また、ゼミ生の関心や希望に沿う形で、

様々な業界、ジャンルからゲスト講師を適宜招聘する予定。 

＜講義計画＞ 

第1回：イントロダクションと、事業構想計画（案）の発表、フィードバック 

第2回：Whyの探求-1（自分自身と向き合う） 

第3回：Whyの探求-2（市場、社会と向き合う） 

第4回：Whyの探求-3（価値の想像と創造～Imagination & Creativity） 

第5回：Whyの探求-4（オリジナリティの探求） 

第6回：Whyの探求-5（リバースシンキング） 

第7回：事業構想計画の発表、フィードバック 

第8回：事業構想計画の発表、フィードバック 

＜講義外の課題＞ 

各講義終了後にリアクションペーパーを提出。 

＜教科書・参考書＞ 

必要に応じて、適宜紹介する。 

＜評価方法＞ 

リアクションペーパー(30点）、講義貢献度(30点）、研究・発表（40点）により総合評価を行なう 

＜その他の重要事項＞ 

初回講義時に現段階で実現したいと考えている事業構想計画（案）を提出のこと（様式適宜）。 

外部のビジネスプランコンテストへの応募についても積極的に推奨し、サポートしたい。 
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科目名 事業構想演習（見山ゼミ） 担当教員 見山 謙一郎 科目コード 507 

配当年次 2年次 学期 後期 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

1、ゼミのテーマ 

 「想像から創造へ～Imagination & Creativity」 

2、事業構想の領域 

  地域活性化、社内ベンチャー、SDGs、クリエイティブワーク、海外市場への展開等 

3、キーワード 

   Zero to One、イノベーション*（リバース・イノベーション、オープンイノベーション など）                  

   *イノベーションとは、「革新（アイデア、技術、システム等）」のみならず、「市場への実装・普及」を含む 

4、担当教員略歴 

   三井住友銀行の本店営業部などで国内外のM&A や、財務戦略、経営戦略等の立案支援業務に従事。2005 年に三井

住友銀行を退職後、音楽プロデューサーの小林武史、Mr. Childrenの桜井和寿、音楽家の坂本龍一によって設立され

た非営利の金融機関（NPOバンク）ap bankに理事として参画し、NPOの運営を経験。ap bank理事退任後の2009

年に株式会社フィールド・デザイン・ネットワークスを設立し、大企業、ベンチャー企業、中小企業の新事業の企画

支援業務に従事する。環境省の中央環境審議会委員や総務省の地域活性化委員など中央省庁の行政委員の他、地方自

治体の委員を歴任。学生を対象とした私塾、次世代人財塾・適十塾からも起業家を複数輩出している。また、公益社

団法人日本マーケティング協会の機関誌「マーケティングホライズン」の編集委員も兼務する。 

＜到達目標＞ 

事業構想を実現するために必要な、時間軸、拡張性・発展性、マネタイズ、アライアンスなどを意識した事業のグランド

デザインを描けるようになること。 

＜授業の進め方と方法＞ 

発表、グループディカッションを何度も繰り返すことで、議論の本質を追及、探求し続ける。これにより、多面的思考を

身につけてもらうとともに、本質的な議論へと深化させていくことを目指す。また、ゼミ生の関心や希望に沿う形で、

様々な業界、ジャンルからゲスト講師を適宜招聘する予定。 

＜講義計画＞ 

第1回：イントロダクションと、事業構想計画の発表、フィードバック 

第2回：Whereの探求-1（市場の探求と市場の創造） 

第3回：Whereの探求-2（客観的指標と向き合う） 

第4回：Howの探求-1（オリジナリティと付加価値～Imagination & Creativity） 

第5回：Howの探求-2（ネットワークとアライアンス） 

第6回：Whenの探求（時間軸とマイルストーン） 

第7回：事業構想計画の発表、フィードバック 

第8回：事業構想計画の発表、フィードバック 

＜講義外の課題＞ 

各講義終了後にリアクションペーパーを提出。 

＜教科書・参考書＞ 

必要に応じて、適宜紹介する。 

＜評価方法＞ 

リアクションペーパー(30点）、講義貢献度(30点）、研究・発表（40点）により総合評価を行なう 

＜その他の重要事項＞ 

初回講義時にその時点での事業構想計画を提出のこと（様式適宜）。 

外部のビジネスプランコンテストへの応募についても積極的に推奨し、サポートしたい。 
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授業科目の名称 担当： 二之宮義泰 科目コード：508

配当年次 配当学期

年間開講数 単位数

必修・選択等の別 授業の方法

第１回 ガイダンス（演習の説明、院生の希望確認）

第２回、第３回 院生による事業構想計画の発表、ディスカッション

第４回、第５回 院生による事業構想計画の発表、ディスカッション

第６回、第７回 院生による事業構想計画の発表、ディスカッション

第８回 中間審査会に向けた準備

第９回 前期レヴュー、後期方針説明

第１０回、第11回 院生による事業構想計画の発表、ディスカッション

第１２回、第13回 院生による事業構想計画の発表、ディスカッション

第１４回、第15回 最終審査会に向けた準備。プレゼンテーションのアップグレード

第１６回 最終審査会に向けた確認。総括

事業構想演習（二之宮ゼミ）

２年次 通年

４単位

＜講義計画＞

選択 講義、討議、発表

授  業  科  目  の  内  容

＜講義概要と目的（何を学ぶか）＞

社会の課題を捉え、そのソリューションを担う事業を着想し、試行錯誤を繰り返し構想を描き、事
業構想計画策定といった流れにおいて、「各々のフェーズで、如何に本質を突き事業の蓋然性を高
めるか」これがチャレンジである。ゼミでは実践的なフレームワークを用い事業構想を具現化し、
事業計画書の完成度を高めていく。特に、ターゲット市場のニーズに合致した提供価値創りを、
マーケティング視点で構築・検証する事が大切である。顧客インサイト、ブランディング、競合優
位性、事業持続性などのキーワードも、院生達とのディスカッションポイントに加える事で、院生
同士の相互補完を促す。
担当教授は、シカゴ大学経営大学院(MBA)等の米国トップスクールで事業経営学を深く学び、又
事業家として、グローバル舞台で事業構想・事業構築・成長ドライブに長年携わった。体得した理
論と実践のエッセンスを活かし、院生の事業構想計画のアップグレードに役立てる。
加えて、優れたゲスト講師を招き、コンセプト・事例・アウトカムについても学ぶ。

＜到達目標＞

事業構想を、グローバル視点で実践的に学び、種々の課題について活発にディスカッションする事
により、各ゼミ院生は自らの能力開発を図り、事業構想計画のアップグレードを目指す。加えて、
担当教授は、２５年にも及ぶ経営者としての経験もゼミを通じて共有する。よって、受講者は、将
来事業経営を担う人材として求められるコンペテンシー・リーダーシップに対する理解も深めて欲
しい。

＜授業の進め方と方法＞

授業は講義と討論の併用で、外部講師のインサイト共有化、ケーススタディーも取り入れる
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＜講義外の課題＞

ゲスト講師は、院生の事業構想計画の内容レヴューの後に選定、スケジューリングする

＜教科書・参考書＞

各回のテーマに応じて紹介する

＜評価方法＞

演習への参加・貢献・グループ討論と　事業構想計画の内容・プレゼンテーションによる総合評価を
行う
＜その他の重要事項＞
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科目名 事業構想計画演習 担当教員 重藤 さわ子 科目コード 510 

配当年次 2年次 学期 通年 

キャンパス 東京 単位数 2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本演習の目的は、それぞれの事業を具体的に構想するにあたり、本来あるべき姿やありたい姿の実現に向けて、より広

い視野で問題を捉え、事業のアウトプット、アウトカム、インパクトまでを想像し、実現可能なかたちで事業を企画・構

想し、説得力をもって社会に示していく能力を養うことである。前半では、それぞれの構想アイデアを「なぜやるのか」

「それは社会にとってどのような意味や意義を持つのか」、などより広い観点から掘り下げ、自身の構想が独りよがりな

ものにならないようにブラッシュアップしていく。後半は、事業構想計画の完成に向けて、それぞれの構想が「実現可能

か」「その根拠は」「リスクがあるとしたら何で、どうすれば克服できるか」「説得力をもって構想を示すには」など、社

会とのコミュニケーションの観点から掘り下げ、事業構想計画の完成に結び付けていく。 

＜到達目標＞ 

自身のアイデアを実現可能なかたちで事業として企画・構想できるよう、想像力、論理的思考力、対話力、プレゼン力を

高めていきながら、事業構想書を作成する。 

＜授業の進め方と方法＞ 

それぞれの構想構想研究の進捗発表、受講生同士のディスカッション、教員からのアドバイス（必要に応じて講義）を組

み合わせながら進めていく。 

＜講義計画＞ 

【前期】 

第1回 イントロダクション：演習の目的、到達目標・進め方への理解 

第2回 事業アイデアと社会的インパクト① 

第3回 事業アイデアと社会的インパクト② 

第4回 事業アイデアと社会的インパクト③ 

第5回 事業アイデアと社会的インパクト④ 

第6回 中間発表に向けての課題と対応① 

第7回 中間発表に向けての課題と対応② 

第8回 中間発表に向けての課題と対応③・前期総括 

 

【後期】 

第1回 中間発表会を受けた課題の整理と今後の研究計画 

第2回 事業構想と実現可能性① 

第3回 事業構想と実現可能性② 

第4回 事業構想と実現可能性③ 

第5回 事業構想と実現可能性④ 

第6回 事業構想計画執筆の進捗確認① 

第7回 事業構想計画執筆の進捗確認② 

第8回 事業構想計画執筆の進捗確認③・全体総括 

 

＜講義外の課題＞ 

それぞれのテーマや事業構想計画の進捗に合わせて、適宜必要な自主学習やフィールドリサーチをアドバイスする。 

＜教科書・参考書＞ 
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それぞれのテーマや事業構想計画の進捗に合わせて、適宜紹介する。 

＜評価方法＞ 

発表や、ディスカッションへの参加、宿題への取り組み、内容から総合的に判断する。 

 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 事業構想計画演習(2 年次ゼミ) 担当教員 橋本良子 科目コード 511

配当年次 2 年次 配当学期 通年 

キャンパス 大阪 単位数 前期 2 単位、後期 2 単位 

＜講義概要と目的＞ 

本大学院の修了要件となる事業構想計画書の作成を目指し、各自の事業構想テーマへのアプローチの

整理、構想書作成計画を立案します。また、具体的で実現性の高い事業構想計画書策定を目指し、事業

構想に必要な基礎知識を事例研究や調査研究から学びます。 

＜到達目標＞ 

※原則として、変更されることはありません。  
1. 事業構想計画を立案するために必要な基礎知識を身につける。 
2. 事業構想課題を発見する力を身につける。  
3. 事業構想計画書を策定する力を身につける。  
4. 策定した事業構想を的確にプレゼンすることができる。 

＜授業の進め方と方法＞ 

自らの事業構想について発表し、ゼミ参加者全員によるディスカッションを踏まえ、ブラッシュアッ

プを図るとともに、他メンバーの事業構想について、的確なアドバイスをすることで、多角的な視野の

獲得を図ります。 

授業のキーワード ・事業構想・事業開発・事業創造 

＜講義計画＞ 

<前 期> 

第 1 回  ・前期 オリエンテーション 

    ・1 年次発表会時の事業構想テーマをゼミメンバーで共有する。 

第 2回 ・個人事業構想計画のプレゼンおよび双方向ディスカッション 

第 3回 ・個人事業構想計画のプレゼンおよび双方向ディスカッション 

第４回 ・講義：事業構想計画書の構成 

：新規事業立ち上げに成功している企業事例分析  

第 5 回 ・個人事業構想計画のプレゼンおよび双方向ディスカッション 

第 6回 ・個人事業構想計画のプレゼンおよび双方向ディスカッション 

第 7回 ・ゲスト講師による講義：フィールド調査 

第 8回 ・中間発表会に向けた確認と双方向ディスカッション 

 

<後 期> 

第 1 回  ・後期 オリエンテーション 

    ・中間発表会時の各自の課題と今後の進め方について 

第 2回 ・講義：事業構想計画書の執筆の進め方について 

    ・各自の事業構想計画書のプレゼンおよび双方向ディスカッション 

第 3回 ・各自の事業構想計画書のプレゼンおよび双方向ディスカッション 

第４回 ・個人事業構想計画書の執筆状況プレゼンおよび双方向ディスカッション 

第 5回 ・個人事業構想計画書の執筆状況プレゼンおよび双方向ディスカッション 

第 6回 ・個人事業構想計画書の執筆状況プレゼンおよび双方向ディスカッション 

第 7回 ・最終発表会に向けた確認と双方向ディスカッション 

第 8回 ・最終発表会に向けた確認と双方向ディスカッション 

（ゲスト講師の予定も含めて） 
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＜講義外の課題＞ 

各自のプレゼンに対するアドバイスについては、独自にフィールドリサーチ、業界分析、資料収集を

行い、次回プレゼンまでにブラッシュアップしておいてください。 

＜教科書・参考書＞ 

それぞれの事業構想にあわせた参考図書を紹介します。 

＜評価方法＞ 

※原則として、8回中 6回以上の出席を単位認定要件とします。  

1. 事業構想計画書：40％    

2. 構想計画のプレゼン：30％ 

3. 他メンバーへのコメント・アドバイス：30％    

＜その他の重要事項＞ 

本演習は修了要件になる科目であり、担当教員からの個別指導が入るため、事務連絡等がスムーズに

できることが望ましい。 
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科目名 事業構想計画演習(2年次ゼミ) 担当教員 渡邊信彦 科目コード 512 

配当年次 2年次 学期 通年 

キャンパス 大阪 単位数 前期2単位、後期2単位 

＜講義概要と目的＞ 

本ゼミにおいては各人の事業構想構築にあたりゼミ生の知見を融通しあいブラッシュアップする手法を使います。前期、

後期通じてそれぞれの事業構想を社会的意義からビジネスモデルまで個人ではブレイクスルーしにくい領域を担当講師

及び受講生の刺激によって拡散させ、収束させることによって負けないモデル構築へ挑戦します。 

＜到達目標＞ 

事業構想計画書を完成過程において、常にマーケットと対話しながら提供価値を合わせていくことのできる思考を身に

着け、柔軟な対応を可能とする力をつける。 

＜授業の進め方と方法＞ 

各構想課題の設定からアイデア発想、ビジネスモデルの構築、までをディスカッションを通じてブラッシュアップして

ゆく。その過程で各人のもつ構想の周辺について知見を得られるようネットワーキングを提供する。基本的に毎回ゼミ

生は構想案をブラッシュアップして発表することとする。その過程での考察をストックし、最終構想書の作成において

ゆるぎない軸を作る。 

＜講義計画＞ 

前期 

第1回オリエンテーション 進め方とゼミ生の構想課題のヒアリング 

第2回 課題の認識 それ本当に解決すべき課題？ その根幹を展開させる 

第3回 解決のためのアイデアワーク 他人のアイデアを参考にしてブラッシュアップする 

第4回 コアとなる要素についての講義及び第一回構想案の骨子発表 

第5回 関連領域のゲスト講師 講義及びディスカッション 

第6回 ビジョン ミッション ストーリーの発表 及び討議 

第7回 構想案骨子発表 

第8回 中間発表に向けてプレゼンテーション演習 

 

後期 

第1回 夏のフィールドワーク後の状況の共有、各自発表討議 

第2回 アイデアを壊し、全く違う解決策を構想する。その過程から見逃しや新しい視点を得る 

第3回 ビジネスモデルの構築 討議① 

第4回 ビジネスモデルの構築 討議② 

第5回 ゲスト講師による新しいインプット 

第6回 最終審査会に向けたプレゼンテーション演習 

第7回 ゲスト講師に対するプレゼンテーション及びディスカッション 

第8回 事業構想計画書作成にむけた最終討議  
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＜講義外の課題＞ 

毎回構想案をブラッシュアップする 

＜教科書・参考書＞ 

随時紹介 

＜評価方法＞ 

授業における取組（30％）及び構想書の評価（70％） 

＜その他の重要事項＞ 
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科目名 事業構想計画演習(2年次ゼミ) 担当教員 森井理博 科目コード 513 

 

配当年次 2年次 学期 通年 

キャンパス 大阪 単位数 前期2単位、後期2単位 

＜講義概要と目的＞ 

 「社会課題の解決」「正しい顧客セグメント設定」「独自の事業価値」という３つの事業構想の柱を意識する 

 コスト構造をつまびらかにし、収益モデルのシミュレーションとそれに対する投資計画の理解 

 マーケティングの４つのPのポートフォリオの最適化 

 IT時代を意識した様々な側面でのデジタル化対応 

これらを習得した上での事業構想を目指すことが目的 

＜到達目標＞ 

事業構想を検討する上での知識やフレームワークを身につけることはもちろん、その事業計画に対するコミットメント

を醸成し、自分で物事を考え、仲間を巻き込む強いパッションを持ち合わせるアントレプレナーを養成すること 

＜授業の進め方と方法＞ 

事業構想のフレームワークに関しては提示し詳細のレクチャーを行うが、基本的にはそれをベースとしたディスカショ

ンと演習／発表のサイクルを回していく。また、数回外部講師を招いてのインスパイアリング・セッションを行う。 

＜講義計画＞ 

各学期の初回はガイダンスとして１コマ、以降は２コマとする。 

《前期》 

第1回 オリエンテーション（ゼミの進め方） 

第２、３回 当該時点での個人の事業構想案の発表（全員） 

第４、５回 インスパイアリング・セッション❶（外部講師の講義とディスカッション） 

第６、７回 BXT手法の紹介とそれに基づく演習／発表 

第８、９回 マーケティングフレームワーク（森井モデル）による構想の中間チェック 

第１０，１１回 中間発表会に向けての論点整理１ 

第１２、１３回 中間発表会に向けての論点整理２ 

第１４、１５回 中間発表会に向けてのプレ・プレゼンテーション 

《後期》 

第１６回 中間発表会での構想計画の課題と今後の研究の確認 

第１７、１８回 当該時点での個人の事業構想の修正案発表（全員） 

第１９、２０回 インスパイアリング・セッション❷（外部講師の講義とディスカション） 

第２１、２２回 様々な事業構想フレームワーク活用による構想チェック 

第２３、２４回 最終審査会に向けての論点整理１ 

第２５、２６回 最終審査会に向けての論点整理２ 

第２７、２８回 最終審査会に向けての論点整理３ 
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第２９、３０回 最終審査会に向けての論点整理４ 

＜講義外の課題＞ 

第1回講義前に1年時発表会でのフィードバックを踏まえ、事業構想計画書の再計画（案）を準備してもらいます。ま

た、各演習終了時に参加者からのアドバイスがありますので、独自にフィールドリサーチ、業界分析、資料収集を行い

次回の演習に向けた準備を行ってください。 

＜教科書・参考書＞ 

それぞれの事業構想にあわせた参考図書を都度ご紹介します。 

＜評価方法＞ 

事業構想計画書（40点）構想計画の発表（30点）、他の演習参加者へのコメント・アドバイス（30点）で評価します。

＜その他の重要事項＞ 

２年次のゼミは事業構想提出の集大成化プロセスの重要側面を担いますので、できる限りの出席を求めます。出席でき

ない場合は、構想の進捗がわかる資料を提出するなど強いエンゲージメントが望ましい。 
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科目名 事業構想計画演習(2年次ゼミ) 担当教員 二村暢朗 科目コード 514 

配当年次 2年次 学期 通年 

キャンパス 大阪 単位数 前期2単位、後期2単位 

＜講義概要と目的＞ 

講義内容は個々人の修得状況によって異なるが、基本的にゼミ生それぞれ主体となる時間を前後期で最低4回設定。 

個々の事業構想を教員+受講生全員で深掘りしていく。必要に応じて、その時間内に手を動かし企画制作を行うことも想

定される。 

受講生一人ひとりが本気で取り組める事業構想課題を抽出、課題解決につながる事業構想の具現化を目的とする。 

＜到達目標＞ 

受講生が目指す構想具現化と事業構想計画書の完成 

＜授業の進め方と方法＞ 

受講生による発表と院生間の検討（相互コンサル）をベースに、随時教員知見を個別コンサルで加え、事業構想計画書策

定を進める。受講生それぞれの事業構想課題をゼミ内で共有し、自身の構想は勿論、他の受講生の構想にも積極的に関

与。 

自らの事業構想計画書をブラッシュアップしながら、他の受講生に貢献することで、構想の思考機会を増やし、活きた

知見を得る。 

＜講義計画＞ 

前期 

第1回 ①オリエンテーション 受講生の構想課題共有 

    ～以降、2コマ1セット 

第2回 ②③：課題認識に関する精査 

第3回 ④⑤：受講生の構想課題検討～個別コンサルティング 

第4回 ⑥⑦：受講生の構想課題検討～個別コンサルティング 

第5回 ⑧⑨：受講生の構想課題検討～個別コンサルティング 

第6回 ⑩⑪：中間発表想定演習 

第7回 ⑫⑬：中間発表想定演習 

第8回 ⑭⑮：中間発表想定演習 

後期 

第9回 ①中間発表会後の構想確認 受講生の構想課題共有 

    ～以降、2コマ1セット 

第10回 ②③：事業アイデアに関する精査 

第11回 ④⑤：受講生の事業構想検討～個別コンサルティング 

第12回 ⑥⑦：受講生の事業構想検討～個別コンサルティング 

第13回 ⑧⑨：受講生の事業構想検討～個別コンサルティング 

第14回 ⑩⑪：最終審査会想定演習 

第15回 ⑫⑬：最終審査会想定演習 

第16回 ⑭⑮：最終審査会想定演習 

＜講義外の課題＞ 

各回のフィードバックに対して、内容検討～改善を次回までに都度行っておくこと 

＜教科書・参考書＞ 

個々人の課題に応じて随時紹介。 

＜評価方法＞ 

事業構想計画書の内容70点と、他受講生の構想に対する貢献度30点による総合評価。 

＜その他の重要事項＞ 

 

- 244 -



 

- 245 -



科目名 事業構想計画演習(2年次ゼミ) 担当教員 早川典重 科目コード 515 

配当年次 2年次 学期 通期 

キャンパス 大阪 単位数 前期2単位、後期2単位 

＜講義概要と目的＞ 

面白い考えが浮かぶものの、実現されないまま消えていくアイデアが世の中には数えきれない程沢山あります。面白い

アイデアも思いついたままでは、妄想でしかありません。やりたいと思ったアイデアは、実現することが大切であり、実

行性も含めた内容にアイデアを創り上げるのが事業構想です。 

本ゼミでは、ゼミ生の発表を下に、全員参加での議論や講師並びに業界を代表するゲストスピーカーの視点を通して、

自ら独自の考えを磨き、実行性の高い事業計画策定と実行のためのマイルストーンを含んだアクションプランを創りあ

げると共にプレゼンテーション力や人を巻き込み事業構想の実現できる力の習得を目標とします。 

＜到達目標＞ 

外部の投資家やイノベーションピッチに参加できるレベルの実現性の高い事業計画書の策定と実践的な実行・説得力・

推進力の習得。 

＜授業の進め方と方法＞ 

ゼミ生の発表を下にした全員参加のインターラクティブな議論を基本とする。後期には、ゲストの前でのプレゼンテー

ションを行いプロフェショナルの視点からのコメントや知見を通して、構想や計画のブラッシュアップをはかり、実践

的な演習とする。 

＜講義計画＞ 

前期 

*第1回 オリエンテーション 

第2回 演習テーマの発表・事業計画策定までのアクションプランの策定 

第3回「実現性の高い事業構想とは？」講義・議論 

第4回「ビジネスモデルについて」発表・議論 

第5回「数字の話」講義と議論、進捗の発表・議論 

第6回「実行するにあたっての課題・必要なこととは？」講義と議論、進捗の発表・議論 

第7回 事業構想の中間発表・夏休みの課題の明確化 

第8回 事業構想の中間発表・夏休みの課題の明確化 

後期 

*第1回 進捗発表、後期の課題・アクションプランの再構築 

第2回「ビジネスモデルについて➁」発表・議論 

第3回「事業計画の数字と仮説の検証」発表・議論 

第4回「実行可能性について、アクションプラン・蓋然性の検証」発表・議論 

第5回「事業の原点・人間力・プレゼンテーションについて」講義・議論 

第6回「事業構想計画の発表・ブラッシュアップ」発表・議論 

第7回「事業構想計画の発表・ブラッシュアップ」発表・議論 

第8回「事業構想計画の発表・ブラッシュアップ」発表・議論 

 

講義は1回2コマ（*印のみ１コマ） 

  

- 246 -



＜講義外の課題＞ 

基本的には、事業構想計画書を学んだことと課題をベースに、内容を精査して積み上げて、次回の発表に繋げていきま

す。 

＜教科書・参考書＞ 

「ストーリーとしての競争戦略」、「インビジブルエッジ」、「ノンデザイナーズデザインブック」 

＜評価方法＞ 

事業構想計画書を主に、演習への積極的参加、課題に対する取組の総合評価とする。 

＜その他の重要事項＞ 

実行性の高い内容を目指すため、事業構想計画書をつくるためではなく、実際に事業を起こしてみたいという思いをも

った院生を歓迎します。 
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科目名 事業構想計画演習(2年次ゼミ) 担当教員 青山忠靖 科目コード 516 

配当年次 2年次 学期 通年 

キャンパス 大阪 単位数 前期2単位、後期2単位 

＜講義概要と目的＞ 

    2年次院生の最終的な事業構想計画作成に向けて、以下の３つのプロセスを経ながら演習を行っていく。 

         第1プロセス ストーリーテリング（コンフリクト・隠れた顧客像の創出） 

 ストーリーテリングとは、事業を独創的に実証する行為である。ストーリーとはアィディアの妥当性を伝える具体的

な証拠であり、アイディアを行動へと具体化した仮説でもある。恐らくこのプロセスでは、各自のアィディアに内在さ

れる異なるニーズによるコンフリクト（葛藤・衝突・矛盾）が現出されることになる。またストーリーテリングとは隠

れた顧客像を抽出するインサイトでもある。ここでの演習は参加者が互いに、魅力的な顧客やアクターを具体的に想定

し、練られた事業ストーリー（アクター・舞台・アィディアが作用する葛藤）をアウトプットすることが求められる。

                    第2プロセス ステージの設定 

 隠れた顧客や事業に関連するアクターを導き出したところで、次は彼らが演じるべき舞台（事業ステージ）を設計し

ていく。恐らく多くの事業ステージが既存のものではないだろう。従って想定外のリスク、さらには未知のパートナー

や新たな資源も必要となる。オペレーション・顧客との関係構築・収益構造・コスト構造化等もこの演習では議論され、

ストーリーが吟味されたプランとして現出されていく。マルチサイドプラットフォームの設計や、シェアリングオペレ

ーション・リスクオフモデルのケーススタディ等も交えて、議論が深掘りされていく。 

             第3プロセス 統合（インテグレーション）のプロセス  

 2つの演習プロセスを経て構築された各自の事業構想計画の統合的な完成を検討する。実施に向けた具体的なアクティ

ビティの設定・チャネルモデルの設計・収益プラン等がこの演習では議論されていく。アクティビティでは想定される

リスク・収益構造の見直し・コスト構造の見直し（チャネルモデルに伴う原価発生等）など、院生が互いのプランを検

討評価しあいながら精度を高めていく。 

  

 こうしたプロセスを経て、最終的にはプレゼンテーション・事業構想計画案に沿った具体的なタイムラインの設定等

を教員が指導していく。 

＜到達目標＞ 

 事業構想計画案の策定及び、事業展開に向けたアクティビティの設定までを最終的なゴール目標としていく。 

＜授業の進め方と方法＞ 

・ 毎回のテーマに沿った座学（事例紹介を多数含む） 

・ 個人演習及びグループディスカッション、プレゼンテーション 
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＜講義計画＞ 

第1回  オリエンテーション 計画演習の全体像とゴールイメージについて 

第2回  ストーリーテリングの概念及びコンテクスト・期間・舞台（事業ステージ）・コンフリクトといった構成要素

     「自分語り」と「売れ筋狙い」を排する。顧客は能動的アクターか、受動的アクターなのか 

第3回  アィディアにコンフリクト（葛藤・矛盾・異なるニーズの衝突）を内包させる 

     一貫性のある現実設定を構成する、顧客とその世界の関係性を成立する 

第4回  コンフリクトから独創性を取捨選択していく→独創性の確立→複合的な価値の創出 

第5回  ストーリーテリング演習、行為と言語の関係性 

第6回  主要顧客（アクター）の役割と事業構成の概略、事業ステージの設計 

第7回  事業オペレーションごとのシーン設計とシーン分析。顧客とシーンの関係性。 

第8回  収益モデル・原価構造・チャネル構造・価格のメカニズムの集約。 

第9回  アーリースモールサクセスの具体的なプランを構築していく。事例の紹介等。 

第10回 事業構想計画プランの発表① グループ討議及び個別演習も含む 

第11回 事業構想計画プランの発表② グループ討議及び個別演習も含む 

第13回 事業構想計画プランの発表③ グループ討議及び個別演習も含む 

第14回 事業構想計画プランの発表④ グループ討議及び個別演習も含む 

第15回 事業構想計画プランの発表⑤ グループ討議及び個別演習も含む 

 

  

＜講義外の課題＞ 

学習した概念・フレームワークを各自の事業構想にあてはめて個々に検討していただく。 

＜教科書・参考書＞ 

講義ごとにテキストを配布する。 

参考文献については適時に紹介していく。 

＜評価方法＞ 

クラスへの参加・講義・演習への貢献・グループ討論70点とレポート（前半に実施）30点による総合評価を行う。 

 

＜その他の重要事項＞ 

個人演習の比重はかなり大きいが、このプログラムを受講することによって得られる知識量は各自の構想計画に大きな

影響を与えることができるものと考えられる。 

また、活発なグループ討議も行っていくので、他のゼミ生の意見等も得られ、互いにインスパイアできる関係性を構築

していきたい。 
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科目名 事業構想計画演習（福岡●） 担当教員 石井 歓 科目コード 517 

配当年次 2 年次 学期 通年 

キャンパス 福岡 単位数 2・2 単位（計 4 単位） 

＜講義概要と目的＞ 

 本演習の目的は言うまでもなく「事業構想計画書の完成」であるが、受講生各自の目標は更

にその先、卒業後のキャリアの中にある。卒業後直ちに事業化を目指す者も、暫くは構想の熟

成を企図する者もいるだろう。事業化そのものではなく、さらに広い意味で、あるいは別角度

から「事業構想」に関わる者もいるかも知れない。卒業時の「事業構想計画書」の持つ意味は

受講生夫々に異なるものである。 

 受講生各自の卒業後のプランを聴取・議論し、それに適合する事業構想計画書の作成を支援

する。担当教員の現役経営者・実務者としての能力・経験をフル稼働させたい。 

 但し大学院教育はコンサルティングではない。「事業構想計画」を研磨するだけではなく、

受講者自身を鍛え、MPD として相応しい能力を持たせて世に送り出すことを目的とする。 

 

【担当教員専門分野】 

・企業経営実務／企業ファイナンス／プロジェクトファイナンス 

・ビジネスモデル／企業戦略 

・グローバルビジネス 

 

＜到達目標＞ 

 実行可能な事業構想計画書を策定する。 

 卒業後の永いキャリアに於いて、環境の変化に対応し優れた事業構想計画を次々に策定して

いける能力を獲得することを目標とする。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

 院生各自の発表と受講生全員での討論を繰り返して行く。 

 適宜ゲスト講師も招聘して、院生の計画策定の助けとする。 

 

＜講義計画＞ 

《前期》 

 前期は「収束・収斂」は未だ視野に入れず、構想の「深化・検証・研磨」（場合によっては

「破棄・再構築」）を主眼とする。 

第 1 回 イントロダクション 

第 2 回 ゲスト講師を招いての討論。Project Design とは何か？ 

第 3 回 受講生各自の発表、討議（散漫にならないよう発表のテーマを絞る予定） 

第 4 回 受講生各自の発表、討議（同上） 

第 5 回 ゲスト講師を招いての討論。（院生が知っておくべき最新動向を扱う。） 

第 6 回 受講生各自の発表、討議（同上） 
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第 7 回 受講生各自の発表、討議（同上） 

第 8 回 まとめ（中間発表会に向けての準備） 

《後期》 

 後期は卒業という「期限」を明確に意識し、限られた時間の中で構想を一旦収束させ、実現

への道筋が示された事業計画を確実に完成させる。 

第 1 回 イントロダクション 

第 2 回～第 7 回 受講生各自の発表、討議 

（内容は前期の成果・課題を踏まえ、受講生の要望・受講生との議論を基に決めたい。必要に

応じゲスト講師も招聘する。） 

第 8 回 最終審査会に向けての準備 

 

＜講義外の課題＞ 

・初回講義前に、その時点での各自の事業構想計画案を提出すること。（様式自由） 

・期間全体を通じて、発表の準備、各自のフィールドワーク、計画案の推敲等が必要になるこ

とは言うまでもない。 

 

＜教科書・参考書＞ 

 前期の導入時にとりあげる参考図書を以下に掲げる。その後は各自の課題・進捗に応じて参

考図書を提示していく。 

Osterwalder & Pigneur, Business Model Generation, 2010, John Wiley & Sons 

（邦訳：ビジネスモデルジェネレーション ビジネスモデル設計書 2012 翔泳社） 

Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, Value Proposition Design, 2014, Wiley 

（邦訳：バリュー・プロポジション・デザイン 2015 翔泳社） 

Tim Brown, Change by Design, 2009, Fletcher 

（邦訳：デザイン思考が世界を変える 2014 早川書房） 

Tom Kelly & David Kelly, Creative Confidence, 2014, William Collins 

（邦訳：クリエイティブ・マインドセット 2014 日経 BP 社） 

 

＜評価方法＞ 

・授業での貢献度 40 点 事業構想計画の発表 20 点 事業構想計画 40 点  

・60 点以上を合格とする。 

 

＜その他の重要事項＞ 

・受講生一人一人とのコミュニケーションを重視する。 

・課外での担当教員との議論を強く慫慂する。 
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科目名 事業構想計画演習（2年次ゼミ） 担当教員 大野 尚 科目コード 519 

配当年次 2年次 学期 前期／後期 

キャンパス 福岡 単位数 各２単位（計4単位） 

＜講義概要と目的＞ 

事業構想計画書を完成させると言う目標の先の実現可能な目的達成を可能とする計画立案を行う。

演習の主体はプロダクトの発見・発明・アイデアの創出である。それらを如何に実現可能なビジネスモデルに昇華させ

る事が出来るかである。絵に描いた餅ではなく、食べれる餅に変える為の計画のプロセス構築の為に、様々なリアルビ

ジネスから具体的なビジネスモデルの追求と表面化されていない隙間の炙り出しを行う。 

ベンチャー企業の経営者の方をゲストに招き、閃きから事業構築・起業・経営へのプロセスを伝授してもらう。 

＜到達目標＞ 

１． 自らの背景や興味を持つ分野のシーズから実現可能なプロダクトの抽出。 

２． プロダクトをお金に変える為のビジネスモデルの立案。 

３． 具体的且つ実現可能な事業構想計画書の策定。 

＜授業の進め方と方法＞ 

（前期１、2はプロダクト重視・後期3，4はプロダクトのビジネスモデルの立案） 

１． 各人のテーマとして挙げたシーズのプロダクト化をグループディスカッションにて絞込み具現化する、さらに講師

は適時必要なアドバイスを行う。 

２． 自ら決めた「プロダクト」に関する他社競合や顧客要求のリサーチを講義毎の課題「宿題」に応じてフィルドリサー

チとして探求する。 

３． 各人が競合するプロダクトのビジネスモデルをリサーチして発表。更にグループディスカッションで発表されたテ

ーマ毎のビジネスモデルの隙間を見つけ高める。若しくは新たなモデルを創出する。 

４． 上記をベースにして事業構想計画書の立案と作成を行う。 

＜講義計画＞ 

｛前期｝ 

第一回 講師より前期でのゼミのオリエンテーション（講義計画と概要の説明と最終目的達成の為の心構え等）と受講

生のセルフプレゼンテーション（各人の背景、興味のあるシーズの発表） 

第二回～各人のシーズからプロダクトの選定 

第三回 選定されたプロダクトの発表。討議・アドバイス。 

第四回 選定されたプロダクトの発表。討議・アドバイス。 

第五回 外部講師によるケーススタディの発表。討議。 

第六回 競合するプロダクトのビジネスモデルの発表。隙間を見出すための討議。課題の明確化。 

第七回 競合するプロダクトのビジネスモデルの発表。隙間を見出すための討議。課題の明確化。 

第8回 プロダクトの改題改善発表。 

｛後期｝ 

第一回 講師より後期でのゼミのオリエンテーション（講義計画と概要の説明と最終目的達成の為の心構え等）と受講

生の前期で課題発表 

第二回～プロダクトの新たなるビジネスモデルの発表。討議。課題の抽出。 

第三回 プロダクトの新たなるビジネスモデルの発表。討議。課題の抽出。 

第四回 改善案の発表。討議。アドバイス。 

第五回 外部講師によるケーススタディの発表。討議。 

第六回 改善案の発表。討議。アドバイス。 

第七回 事業構想計画の発表。課題の抽出の討議。改善へのアドバイス。 

第8回 事業構想計画の発表。 

＜講義外の課題＞ 
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講義毎の宿題を日々のフィルドリサーチにて探求し改善点を見出して、現時点での課題修正を行い、次回発表にのぞむ

こと。 

＜教科書・参考書＞ 

各回に於いて、課題解決に必要なモノがあれば適宜紹介していく。 

＜評価方法＞ 

各回での発表２５点と討議25点。宿題25点、最終発表での25点の総合評価とする 

 

＜その他の重要事項＞ 

＊講師・受講生・ゲスト講師も含めて車座スタイルのゼミ形式とする。あくまでも受講生が主体でファシリテーターも

受講生が担い、実社会でのリーダシップやファシリテーターとしてイニシアチブが行える事が可能となれるように実践

する。 
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科目名 事業構想計画演習 福岡校 担当教員 井手隆司 科目コード 520 

配当年次 2 年次 学期 通年 

キャンパス 福岡 単位数 ２・２単位（計４単位） 

＜講義概要と目的＞ 

講義概要： 

前期前半では 1 年次に考えた事業構想案とは別の案に取り組む。その過程で実在する企業の事業計画例を

分析し、事業ハザードの特定やリスクの発見を体験することで、多角的な観点で自身の事業構想案を検証す

る力をつける。 

後半は、旧構想案と新構想案を比較検討することで、実現可能な事業構想案に絞り込んでいく。 

後期演習では中間審査会で指摘のあった課題を整理し、論理的検証を経て実現可能な事業構想案に導く。 

目的： 

公共性と事業性のバランスを考慮し、市場に受け入れられる実現可能な事業構想案を導き出す。 

 

＜到達目標＞ 

事業構想案を実現可能にするために要する力をつける。実現するためにはリスクの発見が必要なため、ハザード

を特定しリスクの対策を立てる能力を養う。学生自身の事業領域と違う事業構想案を構築できることが理想であ

り、目的でもある。 

 

＜授業の進め方と方法＞ 

 

実存する企業の事業計画を学生全員で議論し、各々が多角的な思考力を高め、自身の事業構想案にフィード

バックできるよう指導し最終案の完成を目指す。 

 

＜講義計画＞ 

各学期の初回はガイダンスとして１コマ、以降は２コマとする。 

《前期》 

オリエンテーション：ゼミの進め方と目的の確認 

第 1回 日本標準産業分類 19 種を検討し、新たな事業構想案をモデリング。 

実存する企業の事業計画を検証し、ハザードの特定とリスクの発見を演習する（１）。 

第２回 新事業構想案を市場評価枠等で検証し、市場調査の深度を高める。 

    実存する企業の事業計画を検証し、ハザードの特定とリスクの発見を演習する（２）。 

第３回 マーケッテイング体系で新事業構想案を検証し、案のフレーム枠を構成する。 

    実存する企業の事業計画を検証し、ハザードの特定とリスクの発見を演習する（３）。 

第４回 新旧の事業構想案をリスク・メッシュにて比較検討する。 
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第５回 事業案の選定を行い、新たな発見を事業案にモデリングする。 

第６回 中間発表会に向け、事業案の論理的展開（deduction or induction を使用） 

を構成し、論点の整理をする。 

第７回 中間発表会に向け、プレゼンテーションの構成を検証する。 

 

《後期》 

オリエンテーション：最終案の構成ステップをガイダンス 

第８回 中間発表会で指摘のあった課題の整理と今後の研究検討。 

第９回 新たな課題の分析結果を検証し、案の再構築を検討する。 

第１０回 最終案に向け、実現可能な事業構想案であるかを検証し、今後の方向性を確認する。 

第１１回 最終案の論述を整理し、審査会に向けてプレゼンテーションとの整合性を確認。 

第１２回 最終審査会に向け、論述とプレゼンテーションの論理的展開を検証する。 

第１３回 最終審査会に向け、論述とプレゼンテーションの構成を再検討し、論点を整理する。 

第１４回 最終審査会に向け、完成された事業構想案をマーケッテイング体系で総合点検する。 

＜講義外の課題＞ 

1 年次に構想した案が学生自身の事業領域内である場合、その領域からはなれ、新たな領域で事業構想を立

案する。近視眼的に陥りやすい状況から離脱し、別の視点で新事業を構築することで新鮮な思考で旧案を検

証する。 

 

 

＜教科書・参考書＞ 

都度参考図書等を紹介します。 

 

 

＜評価方法＞ 

ゼミ出席（３０点）事業構想計画書（３０点）構想計画の発表（２０点）、ゼミの参加意欲（２０点）で評

価します。 

 

＜その他の重要事項＞ 

ゼミでは積極的な発言、質問が重要。他ゼミ生の案にも積極的に意見が述べられることが望ましい。 

ゼミ参加者は、遠慮の観念を捨てて参加すること。 
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