
2016-K114-1
科　目　 番　号 K114 単　位　数 2
授 業 科 目 名 実践的社会調査法　Introduction to Social Research Methods
担　当　 教　員 佐々木　康朗

■達成目標
社会科学的研究に必要な調査方法の基本的な概念および分析手法を、実践を通して理解し、基本的な社会調査が実施できる。

■概要
社会調査に必要となる、企画・設計・実施のプロセス、および調査結果の分析を軸に講義を行う。演習を重視し、実践を通した理

解を目指す。特に、統計的データの分析に関しては、分析ソフトウェアの操作方法を学びデータ分析能力を養う。

■教科書
教科書は使用せず、各回の講義にて講義資料を配付する。

■参考書
「社会調査法入門」、盛山和夫（有斐閣ブックス、2004） 
「社会調査法の基礎」、小田利勝（プレアデス出版、2009） 
「アンケート調査の方法」、辻新六・有馬昌宏（朝倉書店、1987）
「はじめての統計学」、鳥居泰彦（日本経済新聞出版社、1994） 
「質的研究入門」、フリック 、U （春秋社、2002）

■関連科目
特になし

■履修条件
他科目の履修や専門的な予備知識は特に必要としないが、演習の実施にあたり Microsoft Excel の基本的な操作ができることを前提

とする。

演習実施時にはノートパソコン（Microsoft Excel が使えるもの）を持参すること。（持参が難しい者には貸与も可能だが、台数制限

がある。詳細は初回講義で指示する。）

■講義計画
1. イントロダクション（社会調査とは何か）

2. 調査のプロセス（調査研究の進め方／仮説の構築）

3. 調査の企画、設計（調査の種類と対象／調査票の作成）

4. 演習

5. 調査の実施（標本抽出／調査の依頼／インタビュー／データ管理）

6. 演習

7. 量的データの分析１：記述統計（基本統計量の算出）

8. 演習

9. 量的データの分析２：推定と検定（信頼区間／ｔ検定）

10. 演習

11. 量的データの分析３：相関（相関係数／カイ二乗検定）

12. 量的データの分析４：回帰分析（重回帰分析／様々な多変量解析の手法）

13. 演習

14. 質的データの分析（質的研究の意義・分析手法）

■準備学習等の具体的な指示
予習は前提としない。それよりも講義中の演習にきちんと取組み、よく復習して内容を理解することを重視する。

■評価の観点
講義への参加、内容の理解度

■評価方法
講義への参加は演習への取組みや発表・ディスカッションへの貢献により、内容の理解度はレポートにより評価する。

■評価基準
講義への参加（50％）、レポート（50％）



2016-K124-1
科　目　 番　号 K124 単　位　数 2
授 業 科 目 名 プロジェクトマネジメント実践論基礎　Advanced Project Management - Basics
担　当　 教　員 光藤　昭男

■達成目標
プロジェクトマネジメント（PM）基本知識体系の理解した上でその活用を目指す。PM は単なるプロジェクト遂行の方法論だけで

はない。日常業務を改革し、事業価値を向上させる方法論でもある。それにはプログラムマネジメントの概念が欠かせない。動画、

事例研究とワークショップによる模擬体験を通して、自から業務に利活用できる能力獲得を目指す。

■概要
・プロジェクト、プロジェクトマネジメント、プログラムマネジメントの基礎知識の習得

・プロジェクトマネジメントの主要個別要素マネジメント（スコープ、タイム、組織、リスク 他）の理解

・組織戦略、プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメントの関連を事例を通して学習

■教科書
講師作成の教科スライド、動画を含む事例

■参考書
1．「改訂３版 P2M プログラム＆プロジェクトマネジメント標準ガイドブック」

　　日本能率協会マネジメントセンター（推奨）　2014.4.30 発刊

2．「プロジェクトの概念」　神沼靖子監修　近代科学社　（推奨）　2013.1.31 発刊

■関連科目
なし

■履修条件
なし

■講義計画
1．プロジェクトとプロジェクトマネジメント：定義、基本用語、歴史的背景

2．プログラムマネジメントとプロジェクトマネジメントの概念

3．プロジェクト資源の確保、資源マネジメント　

4．プロジェクトの組織と組織マネジメント

5．プロジェクトとコミュニケーション、情報の管理

6．組織戦略とプログラムマネジメント　I
7．組織戦略とプログラムマネジメント　II
8．プロジェクトの目標と管理　I　（スコープマネジメントと WBS）
9．プロジェクトの目標と管理　II　（コストマネジメント、タイムマネジメント、品質マネジメント）

10．プロジェクトの目標と管理 III　 (EVM)
11．リスクの分析と評価

12．プロジェクトの多面性と関係分析

13．価値の認識と評価

14．ワークショップ（発表）　と　まとめ

■準備学習等の具体的な指示
１.自己のプロジェクト経験をまとめ、簡単に記載しておく。複数経験のある学生は、３プロジェクト、経験のない学生はチームで

作業したイベント等をプロジェクトと想定し記載しておく。いずれも、プロジェクトの目標、体制、概略予算、期間、主要な実施

上の課題、ポイントなどの概要を含める。

２.参考書のどちらかに目を通し、予習をしておく（図書館にあり）

■評価の観点
マネジメント知識体系の理解と応用

■評価方法
授業・ワークショップへの貢献度、および、レポート

■評価基準
授業・ワークショップへの参加度（５０％）、および、レポート（５０％）



2016-K441-1
科　目　 番　号 K441 単　位　数 2
授 業 科 目 名 企業会計論　Business Accounting
担　当　 教　員 山口　裕康

■達成目標
受講生の提案した新事業の将来の予想財務３表 （Ｂ／Ｓ，Ｐ／Ｌ，Ｃ／Ｓ）を自ら作成するスキルを修得する。これにより、出来

上がった財務３表を静止画として見る従来の学習法では身につかない、財務３表の全体像と部分の関係性を動画的に把握し、会計

に対する苦手意識を払拭する。

■概要
講義計画の１４の意思決定項目について、チームを編成し、選択的な意思決定を重ねる。その結果財務３表が順次出 来上がるプロ

セスを、体験学習的に学習する。さらにでき上がった財務３表を見て修正したい点があれば、個々の意思決定に戻って見直し、シ

ミュレーションを繰り返すことで、意思決定により財務結果が変わる事を納得できるまで確認する。

■教科書
プリント配付（企業会計講座テキスト、演習シート、資料）

■参考書
1．企業分析（Ｅ・ヘルファート著）

2．ＭＢＡビジネスプラン（グロービス著）

■関連科目
なし

■履修条件
なし

■講義計画
1．事業と会計

2．市場分析と売上予想

3．ビジネスプロセス分析と投資・コスト構造

4．リスク分析と事業計画

5．設備投資

6．材料費

7．減価償却費

8．人件費

9．運転資金計画

10．損益分岐点分析

11．キャッシュフロー分析

12．加重平均資本コスト

13．経済付加価値分析

14．企業価値と価値ドライバー

■準備学習等の具体的な指示
技術者としての今までのビジネス経験から、新事業として提案したい内容を、新事業提案シート・

事業魅力度評価シートに記入し、事前に提出する。

参考書は、受講生各自の判断で必要に応じ通読する。

■評価の観点
新事業立案にかかわる会計上の枠組みの理解度および応用力による

■評価方法
定期的な宿題・課題・レポート提出，講義での発表・議論への貢献度による

■評価基準
定期的な宿題・課題・レポート提出（50％），講義での発表・議論への貢献度（50％）



2016-K476-1
科　目　 番　号 K476 単　位　数 2
授 業 科 目 名 科学哲学・科学史　Science History and Philosophy
担　当　 教　員 吉田　夏彦

■達成目標
他人に理解してもらえるように筋を通して、歴史と哲学とについての意見が表現できるようになる。

■概要
科学史の概略と論理学の初歩とについては講義で述べるが、共同討議を通じて哲学的な考察とはどういうものかを体得して貰うこ

とにも重点を置く。科学と社会との関係についても論ずる。

■教科書
使用しない

■参考書
指定しない

■関連科目
なし

■履修条件
なし

■講義計画
1．技術から科学に

2．ギリシャの哲学と数学

3．幾何学　直観と論理

4．普遍問題

5．合理論と経験主義

6．心身問題

7．物理学の成立

8．化学革命

9．生物学の近代化

10．現代論理学

11．現代物理学

12．科学の統一

13．人文学・神秘主義

14．科学と社会 　試験

■準備学習等の具体的な指示
毎回の討論の結果（の一部でもいい）について、次回までに考えてくること。

なお、知識として特に準備しておくべきものはない。哲学とはどんなものか、科学の例としてどんなものをあげるか、科学ではな

い学問がありうるか、あるとすれば、その例として何をあげるか、 科学はいつごろ始まったか、といったことについての自分の意

見を一応まとめておいてほしい。その際、哲学のことはまったく知らないというのでも差支えない。要は、現在の意見をありのま

まに述べる用意があればいいのである。本に書かれていることを参照する必要はない。

■評価の観点
講義の内容の消化、意見の発表の整理、議論の仲間の発言の理解、の程度

■評価方法
講義での発表・議論への貢献度、期末試験による

■評価基準
講義での発表・議論への貢献度（30％）、期末試験（70％）



2016-K628E-1
Course Number K628E Number of credits 1

Course Title Next Generation Technology Innovation Management(E)
Instructor SHIRAHADA, Kunio

■Course goals
Participants will be able to understand concepts and practical methods to address these challenges, drawing on both established techniques and
new ideas from the latest research. In addition, participants will be able to find the challenges of managing technology and innovation in a fast
changing world.

■Course content
The course covers current and developing ideas in the management of technology and innovation. The perspective adopted is that of the work of
the Centre for Technology Management at the University of Cambridge, while including ideas and concepts from other leading academic and
practitioner sources.
After an introduction to underpinning frameworks and conceptual models, the real world challenges in this area are explored by means of
discussion around the case of Philips consumer electronics experience. This leads to consideration of the practical activities and processes of
technology management, and a unifying technology management framework which links these processes to the wider business processes. The
other major factor of importance to consider is the changing context over time, and this is reviewed in terms of the evolution of industry,
technology and markets.
The focus then shifts to the management of innovation. After a review of the various dimensions and sources of innovation, the following
sessions concentrate on radical innovation in technology intensive environments. The theoretical definition of radical innovation and its
management is supplemented by detailed case exploration drawn from recent research, the Johnson Matthey case in catalytic converters and the
Philips technology incubator case. An important aspect of such cases is the role of the Chief Technology Officer, and the match of this role to
the changing company priorities is discussed.
The final session addresses a key consideration when planning for the future, the treatment of risk and uncertainty.

■Textbook
Hand-outs will be distributed in class. Further relevant reading will be suggested at the end of each lecture.

■References
The Philips Consumer Electronics case (source CTM)
TAO, L., Garnsey, E., Probert, D. and Ridgman, T. (2010) Innovation as response to emissions legislation: revisiting the automotive catalytic
converter at Johnson Matthey. R&D Management, 40(2), 154-168. 
Ford, S.J., Garnsey, E.W. and Probert, D.R. (2010) Evolving Corporate Entrepreneurship Strategy: Technology Incubation at Philips. R&D
Management, 40(1), 81-90. 

■Related courses
None

■Prerequisites
Lectures and discussions will be conducted in English, and therefore some fluency in reading, writing and speaking English is required.

■Schedule
1. Introduction to technology and innovation management - Key issues, models and frameworks
2. Technology and innovation management: evolutionary perspectives - Industry, technology and market evolution
3. Managing innovation 1: Dimensions of innovation - Challenges of implementing innovation
4. Managing innovation 2: Radical innovation concepts - Generations of R&D management and managing radical innovation
5. Managing innovation 3: Radical innovation case studies - The Johnson Matthey case, the Philips Incubator case
6. Managing innovation 4: Radical innovation case studies - The Philips Incubator case, the Role of the CTO
7. Managing future technology: Exploring & evaluating early stage technology - Value roadmapping and scoring systems - Discussion and
review

■How to prepare for this course
It is important to acquire proficiency in the content by reading references in advance

■Viewpoint of evaluation
Depth of understanding " Next Generation Technology and Innovation Management "

■Evaluation method
Based on contribution and discussion in class, quality of and contribution to group work, individual presentation and quality of report if any

■Evaluation criteria
Participation (40%), contribution to discussion in class (20%), contribution to group work (20%), and quality of individual presentation plus
report if any (20%).


