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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：演習をはじめとする授業では、発表・討論する機会をできる限り多く設けます。
とりわけ、演習では、こうした機会を利用して、研究テーマについて専門的な知識を修得し、
自分の見解を形成し、修士論文にまとめることを目的として指導しています。

■ 生年：1956年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：慶応義塾大学大学院商学研究科博士課程満期退学
■ 専門分野：財務会計
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（財務会計論）、会計学原理Ⅰ

■ 著書・論文・特許：
　●「経済的富と利益から会計規制へ─Michael Bromwichの所説を中心に」『商学論纂』第42巻  第4号、2001年。
　●「CCEの加法性─情報基準としての加法性概念」『会計』第151巻  第2号、1997年。
　●「会計における経済的利益の展開─Palle Hansenの所説を中心」『商学論纂』第46巻　第6号、2005年。
　●「伝統的実現概念から新たな実現概念へ」『JICPAジャーナル』第7巻  第11号、1995年。
　●「財務情報のための現在価値」『経理研究』第47号、2004年。
■ 学会・学外等の活動：日本会計研究学会、日本簿記学会
■ 研究内容のキーワード：利益、経済的利益、会計利益、業績報告
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●状況別減損会計に対する提言─日本基準・国際会計基準を中心として─
　●税効果会計理論における一考察
　●企業結合会計への提言─フレッシュ・スタート法の適用要件─
　●負債と資本の区分について─金融商品を中心として─
　●リース会計─日本の会計基準と国際会計基準におけるリース会計の歴史的変遷─

	あさ	 くら	 	 かず	 とし

浅倉　和俊 教　授　

■ �メッセージ：租税法の概念や制度を体系的に理解してもらえるように研究指導を行います。
租税法は、様々な経済活動と密接に関連している法分野ですので、講義では判例研究などを通
じて租税法の解釈及び適用の問題について多角的な視点から考察したいと思います。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（法学）（一橋大学）
■ 専門分野：租税法、国際課税
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（税法）、税法判例研究Ⅱ、特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（税法）、国際税務論Ⅰ、

消費税法Ⅰ

■ 著書・論文・特許：
　●単著『資産の交換・買換えの課税理論』中央経済社（2017）。
　● 共訳『OECDモデル租税条約2017年版（所得と財産に対するモデル租税条約）公益社団法人日本租税研究協会（2019）。
　● 「賃貸用不動産に係る贈与税の必要経費該当性（大阪高判平成29・9・28）」ジュリスト1527号（2019）。
　● 「移転価格税制における所得相応性基準と費用分担契約（Cost-Sharing Agreements）の適用について:Altera事件判決に

おけるストックオプションの費用分担の問題を中心に」税研34（1）日本租税研究協会（2018）。
　●「固定資産税に係る滞納処分としての信託財産に対する差押えの可否」ジュリスト1508号（2017）。
　●「世代飛越移転と信託の課税上の諸問題─日米の課税上の取扱いを比較して─」国際商事法務44巻7号（2016）
■ �学会・学外等の活動：租税法学会、公法学会、International Fiscal Association、国際取引法学会、日本税法学会、租税判

例研究会（法務省）
■ 研究内容のキーワード：租税条約、受益者、空中権、移転価格税制、課税繰延べ
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「租税法における社会通念の位置付けに関する研究」

	 あ	 べ	 	 ゆき	 こ

阿部　雪子 教　授・博士（法学）（一橋大学）　

４校
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3CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：会計学は多面的な性格をもった学問ですので、その技術的な側面、制度的な側面、
および理論的な側面について、バランスの取れた学習および研究を行うことが何よりも大切で
あると考えています。このような考えに基づいて、学生に対する研究指導を行っています。

■ 生年：1954年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（会計学）（中央大学）
■ 専門分野：会計学（財務会計論、会計理論、会計学説史）
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（会計学原理）、会計学原理Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（会計学説史）

■ 著書・論文・特許：
　●『時価主義会計論』中央経済社、1992年。
　●『財務会計論』（三訂版） 税務経理協会、2013年。
　●「慎重性の概念について ― IASBの公開草案（2015）の議論に注目して―」『産業経理』第76巻第1号、2016年４月。
　●「リンスマイヤーの業績報告モデル」『企業研究』第31号、2017年8月。
　●「会計測定の過去と現在」『商学論纂』第60巻第3・4号、2018年11月。
■ 学会・学外等の活動：日本会計研究学会、日本簿記学会、American Accounting Association（アメリカ会計学会）
■ 研究内容のキーワード：会計理論、会計制度、会計基準、概念フレームワーク、国際会計
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●最近の商法改正が企業会計に与える影響について─資本会計を中心として─
　●土地の評価をめぐる一考察─バブル経済期の動きを中心として─
　●キャッシュ・フロー計算書の有用性について─キャッシュ・フロー計算書の作成目的に関連して─

	いし	 かわ	 	 てつ	 お

石川　鉄郎 教　授・博士（会計学）（中央大学）　

■ �メッセージ：企業のリスクマネジメントに関して、理論と実際の両面からしっかりと研究して
いきましょう。

■ 生年：1975年生　
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）（一橋大学）
■ 専門分野：保険とリスクマネジメント、ファイナンス
■ 担当科目：リスクマネジメントⅠ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱ（リスクマネジメント）

■ 著書・論文・特許：
　●『ストーリーで語るリスクマネジメント論』、創成社、2019年（共著）。
　●『リスクマネジメント【ベーシック＋】』、中央経済社、2018年（共著）。
　● “Evaluation of Risk Attitude in the Shipping Freight Market under Uncertainty,”Maritime Policy & Management, 

Vol. 45, No.8 (2018, joint work)
■ 学会・学外等の活動：ＪＡＦＥＥ、日本保険学会、日本海運経済学会、生活経済学会
■ 研究内容のキーワード：リスクマネジメント、コーポレートファイナンス、デリバティブ

	いし	 ざか	 	 もと	 かず

石坂　元一 教　授・博士（商学）（一橋大学）　

３校
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4

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：現代経済学と経済学史というと、互いに無関係な分野に思われがちですが、現代
経済学が「現代的｣であるためには学史的基礎を踏まえる必要があり、経済学史が現代にとどく

「歴史的」視野を持つためには、現代経済学の展開を踏まえなければなりません。そうした問題
意識から、前期課程・後期課程ともに、現代と古典の双方に通じる研究姿勢を目指しています。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：京都大学経済学博士
■ 専門分野：現代経済理論、近現代経済思想
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（現代経済学）、現代経済学Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（現代経済学）

■ 著書・論文・特許：
　●『エヴォルーショナリー・エコノミクス─批評的序説』、有斐閣、1999年。
　●『コア・テキスト経済学史』、新世社、2004年。
　●『二つの「競争」─競争観をめぐる現代経済思想』、講談社現代新書、2012年。
　●『読むミクロ経済学』、新世社、2016年。
　●『読むマクロ経済学』、新世社、2016年。
　●『新しい「働き方」の経済学』、現代書館、2017年。
■ 学会・学外等の活動：経済学史学会、日本経済学会
■ 研究内容のキーワード：近代経済学史、現代経済思想
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●IS-LMと『価値と資本』の整合性について
　●ハロッド経済思想研究─経済学の経験主義的基礎─

	いの	 うえ	 	 よし	 お

井上　義朗 教　授・京都大学経済学博士

■ �メッセージ：Be ambitious ! 失敗を恐れずねばり強く取り組みましょう。
■ 生年：1964年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（数理科学）（東京大学）
■ 専門分野：数理ファイナンス、非線形現象論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（経済数学）、経済数学Ⅰ・Ⅱ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（数理ファイナンス）

■ 著書・論文・特許：
　● “Evolution of multivariate copulas in continuous and discrete processes”（with Y.Yoshizawa） Intelligent Systems in 

Accounting, Finance and Management. 25（2018）, 44-59.
　● “On traveling wave solutions to a Hamilton-Jacobi-Bellman equation with inequality constraints”（with D.Sevcovic）

Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 30（2013）, 51-67．
　● “On the Eguchi-Oki-Matsumura equation for phase separation in one space dimension.”（with T.Hanada and M. 

Nakamura）SIAM Journal on Mathematical Analysis. 36（2004）, 463-478.
　●確率微分方程式入門―数理ファイナンスへの応用、共立出版、2014年。
　●基礎コース　経済数学（武隈慎一と共著）、新世社、2003年。
■ �学会・学外等の活動：日本応用数理学会（理事、数理ファイナンス研究部会幹事）
■ 研究内容のキーワード：数理ファイナンス、Quantitative Risk Managemcnt
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●Essays on Dynamic Consumption-Investment Allocation
　●Occupation Time Credit Risk Models with Incomplete Information
　●Evolution of Copulas : Continuous, Discrete, and its Application to Quantitative Risk Management
　●Essays on Mean-Variance Portfolio Selections and Utility Maximizations in Mathematical Finance
　●Estimation of Value at Risk and Conditional Value at Risk

	いし	 むら	 	 なお	 ゆき

石村　直之 教　授・博士（数理科学）（東京大学）　

３校
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5CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：日本独自の管理会計システムや会計教育などについて研究しています。フィー
ルド・スタディに基づく質的研究が中心です。

■ 生年：1979年
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（京都大学）
■ 専門分野：管理会計、会計教育
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（管理会計）、管理会計論Ⅰ

■ 著書・論文・特許：
　● 『アメーバ経営の管理会計システム』中央経済社、2013年（日本原価計算研究学会賞受賞）
　● “The development of accounting calculations as chronological network effects: growth rings of accounting calculations”, 

Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 9（4）, pp.380-407.
　● 「『創業体験プログラム』における会計教育の論点探求：エスノグラフィ」『会計教育研究』４、33-45頁
■ �学会・学外等の活動：日本原価計算研究学会、日本管理会計学会、日本会計教育学会
■ 研究内容のキーワード：管理会計、会計教育、責任会計
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●管理会計全般、ただし、定性研究を中心とする

	うしお	 	 すみ	 たか

潮　清孝 教　授・博士（経済学）（京都大学）　

■ �メッセージ：労働経済学や組織の経済学が私の専門分野です。また、法や政治の制度のあり方
についても関心を持っています。大学院での学習は今まで以上に自主的な取り組みが求めら
れます。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（東京大学）
■ 専門分野：労働経済学、組織の経済学
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（応用経済学）、応用経済学Ⅰ、研究セミナーⅠ・Ⅲ（実証分析）、特殊研

究Ⅰ～Ⅲ（応用経済学）

■ 著書・論文・特許：
　● “Guilty Conscience and Incentives with Performance Assessment Errors,” Economic Inquiry, Vol.55 (2017) 434-450.
　● “Employment Protection and Incentives : Severance Pay vs. Procedural Inconvenience,” Journal of the Japanese and 

International Economies, vol.34 (2014) 272-290.
　● “Minimum Wages and Trainers’ Dilemma,” Labour, Vol.24 (2010) 128-138.
　● “Job Transfer and Influence Activities,” Journal of Economic Behavior and Organization, vol.56 (2005) 187-197.
　● “Trainers’ Dilemma of Choosing between Training and Promotion,” Labour Economics, vol. 11 (2004) 765-783.
　● “Unions as Commitment Devices,” Journal of Economic Behavior and Organization, vol.47 (2002) 407-421.
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会
■ 研究内容のキーワード：労働経済学、組織の経済学、人事管理、インセンティブ
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●Essays on Career Concerns and Information Structures
　●Economic Growth, Environmental Awareness and Burden Sharing

	 え	 ぐち	 	 きょう	 た

江口　匡太 教　授・博士（経済学）（東京大学）　

３校
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6

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：証券市場に関して、また金融機関や企業の資金調達に関して、理論分析・実証分
析の両面から学ぶ意欲のある方を期待します。

■ 生年：1973年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（神戸大学）
■ 専門分野：金融論とくに証券市場や金融機関、企業金融に関する研究
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（証券論）、証券論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（証券論）

■ 著書・論文・特許：
　● “The changing structure of cost for Japanese securities firms”, International Journal of Business, Vol.11, No.1 （2006）, 

with Kozo Harimaya.
　●『世界金融危機と欧米主要中央銀行』（地主敏樹・小巻泰之・奥山英司）晃洋書房、2012年。
■ 学会・学外等の活動：日本金融学会、日本経済学会、生活経済学会、日本ファイナンス学会
■ 研究内容のキーワード：金融規制、資金調達、金融機関、証券市場
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●厚生年金基金の代行返上企業における財務指標の変化に関する検証
　●M&AがR&Dに与える影響について─日本の輸送機器産業に関する実証分析─

	おく	 やま	 	 えい	 じ

奥山　英司 教　授・博士（経済学）（神戸大学）　

■ �メッセージ：財務会計と税務会計に関する実証研究に興味があります。会計制度や会計ディ
スクロージャー、租税制度などをデータを通じて分析していくことで、その根底にある構造や
論理といったものを解き明かしていきたいと考えています。

■ 生年：1969年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）（一橋大学）
■ 専門分野：財務会計、税務会計
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（実証会計）、実証会計研究Ⅰ・Ⅱ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（実証会計）

■ 著書・論文・特許：
　● 『租税負担削減行動の経済的要因-租税負担削減行動インセンティブの実証分析-』（同文舘出版）、2015年。
　● 「監査報酬と租税負担削減行動の関連性～監査リスクとの関係を中心に～」『Disclosure & IR』Vol.15（2020）
　● “Corporate Governance Issues regarding Transfer Pricing Taxation: Evidence in Japan” Asian Business Research, 

Vol.2, No.3 (2017)
　● 「税負担削減行動とコーポレート・ガバナンスの結びつき」『証券アナリストジャーナル』第55巻第7号（2017年）
　● 「租税負担削減行動、負債比率およびコーポレート・ガバナンスの関連性」『産業経理』第76巻第1号（2016年）
■ �学会・学外等の活動：日本会計研究学会、日本経営分析学会、日本IR学会、日本管理会計学会、日本国際会計学会、

American Accounting Association、European Accounting Association
■ �研究内容のキーワード：税負担削減行動、会計情報のディスクロージャー、税効果会計、コーポレート・ガバナンス、実

証研究
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●包括利益の質に関する研究～ QOE(Quality of Earnings)の観点から検証する包括利益の特質
　●企業の利益の質とその決定要因に関する実証研究
　●退職給付会計が企業財務に与える影響とその論理

	おお	 ぬま	 	 ひろし

大沼　宏 教　授・博士（商学）（一橋大学）　

３校
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7CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：私の研究分野は金融のミクロ実証分析です。熱意をもって金融論を勉強したい
方を歓迎します。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph.D （Economics） （Brown University）
■ 専門分野：金融論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（金融機関論）、金融機関論Ⅱ（Introduction to banking and finance）、特

殊研究Ⅰ～Ⅲ（金融機関論）

■ 著書・論文・特許：
　● “Natural Disasters, Damage to Banks, and Firm Investment,” International Economic Review 57, pp. 1335-1370, 

November 2016 （with Kaoru Hosono, Daisuke Miyakawa, Taisuke Uchino, Makoto Hazama, Hirofumi Uchida, and 
Iichiro Uesugi）

　● “Differentiated Use of Small Business Credit Scoring by Relationship Lenders and Transactional Lenders: Evidence 
from Firm-Bank Matched Data in Japan,” Journal of Banking and Finance 42, pp. 371-380, May 2014 （with Ryo 
Hasumi and Hideaki Hirata）

　● “Are Lending Relationships Beneficial or Harmful for Public Credit Guarantees? Evidence from Japan’s Emergency 
Credit Guarantee Program,” Journal of Financial Stability 9 （2）, pp. 151-167, June 2013 （with Iichiro Uesugi and 
Yukihiro Yasuda）

　● “Role of Collateral and Personal Guarantees in Relationship Lending: Evidence from Japan’s SME Loan Market,” 
Journal of Money, Credit, and Banking 41 （5）, pp. 935-960, August 2009 （with Iichiro Uesugi）

　● 小野有人、『新時代の中小企業金融：貸出手法の再構築に向けて』、東洋経済新報社、2007年6月。
■ �学会・学外等の活動：日本経済学会、日本金融学会、日本ファイナンス学会、American Economic Association、

American Finance Association、European Finance Association
■ 研究内容のキーワード：銀行行動、企業金融

	 お	 の	 	 あり	 と

小野　有人 教　授・Ph.D	(Economics)	(Brown	University)　

■ �メッセージ：私の研究は今日では当たり前に実践されているコンピュータに基づく会計の構
造が、企業の組織展開や会計方針からどのように影響を受けながら、また影響を与えながら機
能し、発展するかに焦点を当てています。この分野は会計の中でも特殊なものと理解されがち
ですが、財務会計、管理会計問わず、会計の手法や制度の研究にも密接な関係があります。こ
の分野は単に技術を課題とするのではなく、会計学、経営学に含まれる概念を研究対象として
います。

■ 生年：1958年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：商学修士（中央大学）
■ 専門分野：会計情報システム論
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（会計情報システム研究）、会計情報システム論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（会

計情報システム論）
■ 著書・論文・特許：
　● 「会計情報システムと組織特性との適合性─組織文化の視点に基づく実証的考察─」『組織文化と管理会計システム』、中央大学出版部、

2006年。
　● 「会計情報システムの構造変化とその組織への影響」『情報化戦略の新化とコスト・マネジメント』、税務経理協会、2008年。
　● 『コンピュータ会計システム入門』創成社、2010年。
　● 「会計情報の活用性に影響を及ぼす諸要因の因果モデル─会計情報システムの組織適合性と情報技術水準の視点から─」商学論纂50巻

3・4号、2009年。
　● 「会計情報システムの技術的機能性と財務業績との関係─ 組織におけるマネジメント・コントロールの視点から─ 」『企業研究』 

Vol.16、2010年。
　● 『コンピュータ会計基礎』（河合久・櫻井康弘・成田博・堀内恵 著）創成社、2015年。
　● 「IoTを導入した中小製造業における会計情報システム構築の視座─武州工業株式会社の事例に基づいて─ 」原価計算研究、Vol.43/

No.2、2019年。
■ 学会・学外等の活動：日本会計研究学会（会員）、日本管理会計学会（会員）、日本原価計算研究学会（会員）
■ 研究内容のキーワード：会計、情報システム、マネジメント、経営組織、勘定組織
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●会計情報システムの拡張─ERPに関する実態調査をふまえて─
　●会計情報システムの会計処理への影響に関する考察　　●会計の質的変化に関する考察

	かわ	 い	 	 ひさし

河合　久 教　授　

３校
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8

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：流通に関する基礎理論、小売業や卸売業の市場行動と戦略、食品流通の転換と新
しい価値、流通の国際比較、流通と社会、という研究分野を柱に想定しつつ、参加者の関心に
応じてそれ以外の流通研究分野を含めて、関連する著書や論文を取り上げ、全員で議論を行い
ます。

　 院生諸氏が主体的に学ぶことを通して、学問の喜びを体感できる場を提供できるよう配慮しま
す。最終的には、一人一人がおのおのの研究対象を明確にし、それに応じた分析能力を修得す
ることで、研究者としての基礎的な力量を高めることを期待します。

■ 生年：1956年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：農学博士（農政経済学）（九州大学）
■ 専門分野：流通経済論、食品流通論、外食産業論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（流通論）、外国専門書研究（原典講読）、流通論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（流通

経済論）
■ 著書・論文・特許：
　●「デジタル技術による流通変容をどう捉えるか」日本流通学会『流通』46、2020年8月。
　●（共著）木立真直・佐久間英俊編著『現代流通変容の諸相』中央大学出版部、2019年9月。
　●（共著）木立真直・佐久間英俊・吉村純一編著『流通経済の動態と理論展開』同文館出版、2017年4月。
　●「流通研究パラダイムの共有は可能か」日本流通学会『流通』36、2015年6月。
　● 「食品産業の新展開と公共政策の課題─食品製造業と卸売市場を対象に」日本フードシステム学会『フードシステム研

究』22〔1〕、2015年6月。
■ 学会・学外等の活動：日本流通学会、日本商業学会、日本農業市場学会、日本フードシステム学会、日本農業経済学会
■ 研究内容のキーワード：食品流通、小売主導型流通、SCM、関係性、多元的流通システム
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 1980年代から90年代半ばにかけてのイギリス食料消費の変容要因に関する研究─消費者の世帯構造の変化および大規

模小売業者の市場行動の展開を中心に─
　 ● 派遣店員制度をめぐる百貨店と納入業者との関係性に関する研究─第2次世界大戦後から1970年末までの考察を中心と

して─

	 き	 だち	 	 ま	 なお

木立　真直 教　授・農学博士（農政経済学）（九州大学）　

■ �メッセージ：流通とマーケティングに関わる企業間関係の問題を主に研究しています。一緒
に新しい研究ができる大学院生の入学をお待ちしています。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：商学修士（慶應義塾大学）
■ 専門分野：流通論、マーケティング論
■ 担当科目：�ビジネス・プラクティカル・セミナー、演習Ⅰ・Ⅱ（流通チャネル論）、流通チャネ

ル論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（流通チャネル論）

■ 著書・論文・特許：
　● 久保知一 （2020）、「卸売業者が作り出す顧客価値とその源泉 」、『流通研究』（日本商業学会）、第23巻第2号。
　● 久保知一 （2018）、「流通チャネルにおける取引関係の開始」、『マーケティング・ジャーナル』、第38巻第2号。
　● Ono, Akinori and Tomokazu Kubo （2018）, "What Determines Firms' Intention to Postpone Product 

Differentiation?" Journal of Marketing Channels, Vol. 25, No. 4.
　● 久保知一 （2017）、「小売の輪はどのように回転したのか?─小売業態イノベーションのマルチレベル分析─」、『流通研究』

（日本商業学会）、第20巻第2号。
　● Ono, Akinori and Tomokazu Kubo （2009）, "Manufacturers' Intention to Extend the Relationships with 

Distributors," Journal of Business and Industrial Marketing, Vol.24, No.5/6.
■ �学会・学外等の活動：日本商業学会、日本消費者行動研究学会、組織学会、INFORMS (The Institute for Operations 

Research and the Management Science)
■ 研究内容のキーワード：流通チャネル、小売業態、卸売流通、取引費用、企業間関係

	 く	 ぼ	 	　　とも　かず

久保　知一 教　授　

３校
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9CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ メッセージ：お互い研究に明け暮れる日々にしましょう!
■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経営学）（中央大学）
■ 専門分野：植民地企業経営史、アジア経営史、日本経営史、経営戦略論
■ 担当科目：�経営史Ⅰ・Ⅱ、事例研究入門Ⅰ、導入セミナーⅠ（企業経営研究の現在）、演習Ⅰ・Ⅱ（経

営史）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（経営史）

	 く	 ぼ	 	 ふみ	 かつ

久保　文克 教　授・博士（経営学）（中央大学）　

■ 著書・論文・特許：
　● 『近代製糖業の経営史的研究』文眞堂、2016年。
　● 『産業経営史シリーズ9　食品産業』日本経営史研究所、2016年。
　● 『アジアの企業間競争』文眞堂、2015年。
　● 『近代製糖業の発展と糖業連合会─競争を基調とした協調の模

索─』日本経済評論社、2009年。
　● 『植民地企業経営史論─「準国策会社」の実証的研究─』日本経

済評論社、1997年。
　● 「スーパーマーケット：環境適応戦略をめぐる明暗」宇田川・

橘川・新宅編『日本の企業開競争』有斐閣、2000年。
　● 「アジア経営史における創造的適応─後発性の利益の内部化と

後発性の不利益の克服との連動モデル─」『企業研究』第7号、
2005年。

　● “M&A and Reorganizat ion o f  the Modern Sugar 
Manufacturing Industry”『商学論纂』第51巻第3・4号、2010年。

　● 「塩水港製糖株式会社の失敗と再生（Ⅰ）（Ⅱ）─企業者槇哲の
挫折と復活─」『商学論纂』第54巻第1・2号、第55巻第1・2号、
2012・2013年。

　● 「甘蔗栽培奨励規程に見る甘蔗買収価格の決定プロセス（Ⅰ）
（Ⅱ）─1930年代の製糖会社と台湾農民の関係─」『商学論纂』

第55巻第3号、第5・6号、2014年。
　● “Cartel’s Function of Balancing the Conflicting Interests of 

Members in Prewar Japan: ‘Togyo Rengokai’ in the Modern 
Sugar Manufacturing Industry,”『商学論纂』第55巻第4号、
2014年。

■ 学会・学外等の活動：
　経営史学会、社会経済史学会、組織学会
■ 研究内容のキーワード：
　戦略的意思決定、後発企業効果、失敗と再生、創造的適応
■ 指導学生の研究テーマ
　（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 日本IBMの経営戦略と持続的競争優位─『革新的企業者活動』

モデルの観点からの考察─
　 ● コモディティ化の経営史的研究─アナログ・デジタルTVの比

較─

■ �メッセージ：消費、教育、世代間の経済行動について実証的に研究してきました。査読付雑誌
への掲載を目指してがんばりましょう。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（大阪大学）
■ 専門分野：労働経済学、教育経済学、行動経済学、応用計量経済学
■ 担当科目：�ミクロ計量経済学Ⅰ、演習Ⅰ・Ⅱ（応用ミクロ計量経済学）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（応用

ミクロ計量経済学）

■ 著書・論文・特許：
　● “Intergenerational Wealth Elasticity in Japan,” Japanese Economic Review, 68(4), 470-496, 2017.
　● “Effects of Japanese Compulsory Educational Reforms on Household Educational Expenditure,” Journal of the 

Japanese and International Economies, 42, 47-60, 2016.
　● “Rational Consumers,” International Economic Review, 57(1), 231-254, 2016.
　● 「親の所得が子どもの教育水準に与える影響」『家計経済研究』、 第97号、 50-62、 2013年1月。
　● 「母親の若年出産が子供の教育水準に与える影響－出産年齢が本当に問題なのか」『日本労働研究雑誌』、 620、 58-77、 

2012年2月。
■ �学会・学外等の活動：日本経済学会、行動経済学会
■ 研究内容のキーワード：消費、教育、世代間の経済分析
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●輸出の変化は日本の雇用にどのような影響を与えたのか
　●教材支援が学力に与える影響―カンボジア農村部におけるフィールド実験―
　●学級規模が教師に及ぼす影響

	くぼ	 た	 	 こう	 へい

窪田　康平 教　授・博士（経済学）（大阪大学）

３校

001-030_2021商学（ア�レスなし）.indd   9001-030_2021商学（ア�レスなし）.indd   9 2021/03/01   11:032021/03/01   11:03



10

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：勉強は義務ではなく権利であり、自分自身への投資です（しかも、ROIは相当に
高い！）。どうか、自分の未来へ正しく投資して下さい。

■ 生年：1961年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（学術）（東京工業大学）
■ 専門分野：広告論、マーケティング論、消費者行動論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（マーケティング・コミュニケーション論）、基礎セミナー（商業学）、

特殊研究Ⅰ～Ⅲ（マーケティング・コミュニケーション論）

■ 著書・論文・特許：
　● “Bayesian Network Analysis of Fashion Behavior,” Advanced Researches in classification and Data Science, 2020年
　● 「ニューロマーケティングの現状、課題そして展望」『オペレーションズ・リサーチ』第61巻第5号、2016年。
　● 「連続テレビ・ドラマに対する視聴者の脳波測定―初回視聴時の反応が以後の行動を説明できるか」『企業研究』第25号、

2014年。
　● “Market Structure Analysis Using Birth and Asymmetric Growth of Products Based on a Mechanism of the 80/20 

Law: Why and How the 80/20 Law Emerges,” Bulletin of the Research Institute of Commerce, Vol. 42, No. 2 (2010).
　●「参入方式の高度化とマーケティング戦略の螺旋的進化に注目した知識移転モデル」『商学研究所報』第40巻第3号、2009年。
　●「広告効果の概念と測定・分析の方法」『経営システム』第18巻第1号、2008年。
■ 学会・学外等の活動：
　 日本商業学会、日本広告学会、日本消費者行動研究学会、日本マーケティング・サイエンス学会、Marketing Science Institute
■ 研究内容のキーワード：
　リーセンシー、到達回数分布、市場構造、ミクロ・マクロ・ループ
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ニューロマーケティング

	くま	 くら	 	 ひろ	 し

熊倉　広志 教　授・博士（学術）（東京工業大学）　

■ �メッセージ：標準的な経済学や金融論をしっかりと身につけて、適切な政策論議のできる人材
になってください。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（東京大学）
■ 専門分野：コーポレートファイナンス、マクロ経済学
■ �担当科目： コーポレート・ファイナンスⅠ、演習Ⅰ・Ⅱ（コーポレート・ファイナンス）、基礎

セミナー（金融学）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（コーポレート・ファイナンス）

■ 著書・論文・特許：
　● Managing Currency Risk, Edward Elgar, 2018年（共著）（第62回（2019年度）日経・経済図書文化賞受賞）
　●「日本企業の海外企業買収と事業パフォーマンス」経済分析（内閣府経済社会研究所）、2019年（共著）
　● “The Decline in Bank-led Corporate Restructuring in Japan: 1981-2010,” Journal of the Japanese and International 

Economics, Elsevier, 2018年.（共著）
　● “Exchange rate exposure and risk management: The case of Japanese exporting firms,” Journal of the Japanese 

and International Economics, Elsevier, 2016年.（共著）
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会、日本金融学会
■ 研究内容のキーワード：企業再建、銀行破綻、銀行企業間関係、インボイス通貨選択、為替リスク管理、M&A

	こい	 ぶち	　　　	さとし

鯉渕　賢 教　授　博士（経済学）（東京大学）　

３校
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11CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：企業において、保有する技術・ノウハウを活用し、ICTの技術を融合して如何に
収益性の高いビジネスを展開するかが重要になってきています。日本・中国をはじめとする
世界のリーダ企業がどのような行動や戦略をとるべきか考えていきましょう。社会に出て役
立つ知識とそれらを整理する力を共にみがきましょう。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：工学博士（青山学院大学）
■ 専門分野：技術経営、医療情報、教育工学
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（技術経営論）、技術経営論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（技術経営論）

■ 著書・論文・特許：
　●「医療ビジネスとICTシステム―医療を巡る今日的課題―」中央大学出版部、2017年。
　● 「大学におけるオンライン講義の質の維持向上に関する研究―オンライン講義における教育コンテンツ設計に向けて

―」商学論纂57巻5・6号、2016年。
　● 『改訂新版 経営工学総論』放送大学出版会、2004年。
　●『企業の経営を支える情報・意思伝達システム』創生社、2007年。
　●「学術論文の研究系統図自動生成に関する研究」商学論纂46巻1・2号、2005年。
■  学会・学外等の活動：日本経営工学会、経営情報学会、日本情報経営学会、医療情報学会、教育システム情報学会、

INFORMS、APICS
■ 研究内容のキーワード：MOT、製品開発マネジメント、技術評価、DSS、E-learning
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●経営情報関連テーマ
　●技術経営関連テーマ

	さい	 とう	 	 まさ	 たけ

斎藤　正武 教　授・工学博士（青山学院大学）　

■ �メッセージ：研究の前進は主要には個々の主体性によりますが、それとともに他者との議論・
交流も大事です。国籍は問いません。現実あるいは理論について科学的に解明してやろうと
いう意欲があり、自由闊達な人や、当面の研究対象は狭くとも広範な研究領域に関心を有し幅
広い教養を保持する人の受講を歓迎します。

■ 生年：1961年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：京都大学経済学研究科博士後期課程単位取得・中途退学
■ 専門分野：マーケティング論、流通論
■ 担当科目：�マーケティング研究Ⅰ、演習Ⅰ・Ⅱ（マーケティング研究）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（マー

ケティング研究）

■ 著書・論文・特許：
　●『現代流通変容の諸相』（共編）、中央大学出版部、2019年。
　●『グローバル競争と流通・マーケティング』（共編著）、ミネルヴァ書房、2018年。
　●『流通経済の動態と理論展開』（共編著）、同文館出版、2017年。
　●『流通・都市の理論と動態』（共編著）、中央大学出版部、2015年。
　●『現代流通事典』第2版（第2部責任者、分担執筆）、白桃書房、2009年（初版2006年）。
■ �学会・学外等の活動：日本流通学会（理事）、日本科学者会議（東京支部常任幹事）、流通経済研究会、日本比較経営学会、

日本経営学会
■ �研究内容のキーワード：競争と独占、生産と消費の矛盾、チャネル・パワー、情報化の進展と「延期の原理」、営利性と社

会性
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●日系物流企業の中国戦略
　●企業間提携の研究
　●日本企業のCSRの研究

	 さ	 く	 ま	 	 ひで	 とし

佐久間　英俊 教　授　

３校
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：確率過程論や、確率論をベースとした数理ファイナンス、および関連分野につい
て研究を行っています。大学院では、「学習」はもちろんのこと、「研究」するという姿勢も重
要です。

■ 生年：1971年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（数理科学）（東京大学）
■ 専門分野：数理ファイナンス、確率論
■ �担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（数理ファイナンス）、基礎セミナー（経済学）、数理ファイナンスⅠ・Ⅱ、

特殊研究Ⅰ～Ⅲ（数理ファイナンス）

■ 著書・論文・特許：
　● “A note on the condition of no unbounded profit with bounded risk,” (with M. Schweizer) Finance and Stochastics, 

18 (2014), 393-405.
　● “The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model,” (with H. 

Futami) Asia-Pacific Financial Markets, 17 (2010), 391-436.
　● “A complete-market generalization of the Black-Scholes model,” Asia-Pacific Financial Markets, 11 (2004), 431-444.
　● “On the pricing of defaultable bonds using the framework of barrier options,” (with M. Ishizaka) Asia-Pacific 

Financial Markets, 10 (2003), 151-162.
■ �学会・学外等の活動：日本数学会、JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）、日本応用数理学会、日本金融学会、日本ファ

イナンス学会
■ 研究内容のキーワード：数理ファイナンス、数理ファイナンスの基本定理、確率過程、マルチンゲール
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●インサイダー情報とフィルトレーション拡大
　●ある株価変動モデルに基づくオプション価格の導出
　●最適停止の手法を用いた保険料引き下げ時刻の決定問題
��

	たか	 おか	 	 こう	 いち	 ろう

髙岡　浩一郎 教　授・博士（数理科学）（東京大学）　

■ �メッセージ：証券投資の現場で注目されていることを重視した研究指導を行っています。実
務に役立つ研究というのは、逆説的に聞こえるかもしれませんが、目先の事象に左右されるこ
となく、理論・実証両面で、きちんとした分析ツールを身につけることにあります。大学院生
諸君には、将来にわたって活用可能な分析力を身につけてほしいと思います。

■ 生年：1959年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：一橋大学大学院商学研究科博士課程単位取得
■ 専門分野：証券投資論、特にデリバティブを活用した投資理論・実証分析
■ �担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（インベストメント）、金融工学Ⅰ・Ⅱ、インベストメントⅠ・Ⅱ、特殊

研究Ⅰ～Ⅲ（インベストメント）

■ 著書・論文・特許：
　● “The Challenge to Japan's Economy in an Evolving World”Globalizing Japan, Trans Pacific Press, 2015.
　● “The Dynamic Contagion of the Global Financial Crisis into Japanese Markets.”Japan and the World Economy, 31, 

pp.47-53.2014年（共著）
　● “An Empirical Analysis of Japanese Interest Rate Swap Spread” Recent Advances in Financial Engineering 2011, 

World Scientific Publishing, March 2012 （共著）
　● 「サブプライムローン問題の日本経済への影響―日本を襲った2つの金融危機」『金融危機とマクロ経済学』第2章 東京大

学出版会2011年9月（共著）
　● “An Empirical Analysis of Pricing in the Japanese Bond Markets” 24th Australasian Finance and Banking 

Conference 2011 Paper, SSRN: 1914113 August 2011.
■ �学会・学外等の活動：証券経済学会、生活経済学会、日本金融学会、日本経営財務研究学会、日本ファイナンス学会、

American Finance Association、Economic Society of Australia
■ 研究内容のキーワード：イールド・カーブ、Asset Swap Spread、債券流通市場、金利スワップ
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●証券印紙税の変更がボラティリティに与える影響
　●フェアバリューから乖離する価格と運用の戦略について
��

	たか	 はし	 	 とよ	 はる

高橋　豊治 教　授　

３校
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：金融市場を観察していても先行論文を熟読していても、何か面白い現象やネタは
ないかと常に意識してみて下さい。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：筑波大学大学院社会工学研究科・博士（ファイナンス）
■ 専門分野：計量ファイナンス、資産価格論
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（計量ファイナンス）、計量ファイナンスⅠ

■ 著書・論文・特許：
　● A Term Structure Model of Interest Rates with Quadratic Volatility, Quantitative Finance 18(7), 1173–1198 (2018). 
　● Predicting Interest Rate Volatility Using Information on the Yield Curve, International Review of Finance 15 (3), 

347–386 (2015). 
　● Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation 

Approach, Journal of Economic Dynamics and Control 33 (1), 65-77 (2009) (with I. Shoji). 
　● Is Nonlinear Drift Implied by the Short-End of the Term Structure?, Review of Financial Studies 21 (1), 311-346 

(2008).
■ �学会・学外等の活動：日本金融学会、日本ファイナンス学会
■ �研究内容のキーワード：金利、期間構造、ボラティリティ、配当

	たか	 み	 ざわ	 	 ひで	 ゆき

高見澤　秀幸 教　授・博士（ファイナンス）（筑波大学）　

■ �メッセージ：ナショナリズムなど人々の思考様式が社会的行動に与える影響を探究する「知識
社会学」を専門分野としています。組織における認識・判断の多様性の尊重、アイデンティティ
形成不全の社会的影響に興味を持っています。方法論的には、DVなどの社会問題と社会統計
の両輪がかみ合うことを目標にしています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）： 博士（社会学）（Harvard University）
■ 専門分野：社会学
■ �担当科目：�Social ResearchⅠ、演習Ⅰ・Ⅱ（Social Reserch）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（社会関係の調査法）

■ 著書・論文・特許：
　● “Japanese National Identity in Transition,” International Sociology, 11 （2）, 1996.
　● 「職場環境要因と職場いじめの傾向、および組織市民行動（OCB）との関連―大学教員・職員を対象としたWHS尺度の

適用―」『社会科学研究所年報』15、2011。
　● 「近代が心の枠組みに与える影響について：うつ病、双極性障害、統合失調症への社会学的アプローチ」『中央大学論集』

33、2012。
　● 「性格タイプ尺度の開発、および営業話法との関連性の研究：意思決定における認識・判断の多様性」『企業研究』21、

2012。
　● “Centers of Learning Reconsidered in the Japanese Context,” Greenfeld, L. ed. Ideals of Joseph Ben-David: The 

Scientist's Role and Centers of Learning Revisited, Transaction Publishers, 2012.
　● ホーズ, コーリン・S.C.『中国における企業文化の変容』（共監訳）、中央大学出版部、2015。
■ �学会・学外等の活動：�日本社会学会、Institute for the Advancement of the Social Sciences、Boston University
■ 研究内容のキーワード：ナショナリズム、IPV、レジャー嗜好、アイデンティティの形成不全と精神疾患、組織文化
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●Multivariate Analysis of Social Data　　●Diversity in Organization and Group Performance
　●Cross-cultural Study of Identity Formation

	たけ	 いし	 	 ち	 か	 こ

武石　智香子 教　授・博士（社会学）（Harvard	University）　

３校
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：ビジネスコミュニケーションおよび交渉学の理論と実践の研究をしています。
また、英語をコミュニケーションツールとして、学習者の英語運用能力の向上も研究教育活動
の一環として行っています。

■ 生年：1956年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Master, Saint Michael's College
■ 専門分野：ビジネス・コミュニケーション、ビジネス英語、交渉
■ �担当科目： ビジネス・コミュニケーション論Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱ（ビジネス・コミュニケーショ

ン論）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（ビジネス・コミュニケーション論）

■ 著書・論文・特許：
　● “Forum： International Perspectives on Business Communication Research： Japan”, Business Communication 

Quarterly Vol.61, No.3.
　●「阪神・淡路大震災に伴う神戸港の貿易取引に関する一考察」『震災と都市─阪神大震災をめぐって』中央大学出版部。
　● 「インターネットを利用したビジネスに関する一考察：電子メールがもたらすビジネス・コミュニケーションの変化」『日

本商業英語学会研究年報』第56回、1997年。
　●“Communication Breakdown and Conflict”, Shogaku Ronsan： The Journal of Commerce Vol.38, No.5.
　● “The Trends of Research in Business Communication in Japan”, Shogaku Ronsan： The Journal of Commerce 

Vol.38, No.4.
■ �学会・学外等の活動：日本交渉学会会長、国際ビジネスコミュニケーション学会元理事、全国ビジネス系大学教育会議理

事
■ 研究内容のキーワード：Negotiation, Intercultural communication, International business
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●日中間ビジネス交渉における文化の影響
　●異文化交渉とその戦略
　●海上運送における貿易実務　─インコタームズと船荷証券の考察を中心に─

	なか	 さこ	 	 しゆん	いつ

中迫　俊逸 教　授　

	

■ �メッセージ：便利な生活や経済性を優先する社会がこのまま拡大するようでは、地球の生物が
大量絶滅する日がやってくると科学的データが警告しています。持続可能な世界を維持する
ために、何ができるでしょうか。生態系の価値を再認識し、環境保全をしながら産業を発展さ
せる施策やビジネスのあり方について研究していきます。

■ �最終学歴・学位（取得大学）：お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士課程人間環境科学（理
学博士）

■ 専門分野：環境学
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（生物多様性の経済的価値）、生物多様性と経済活動Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　● Algae: Nutrition, Pollution Control and Energy Sources. Nova Science Publishers, Inc.　(2009). Chapter 2., 13-21. 共

著（編者・KristianN.Hagen）
　● 東京都内の表層水に含まれる薬剤耐性菌に関する調査～薬剤耐性の傾向と分布から見えてくる現状～環境情報科学学

術研究論文集32（2018） pp313-316。
　● Mep72: A metzincin protease that is preferentially secreted by biofilms of Pseudomonas aeruginosa. J. Bacteriology. 

197. (2015) pp762-773.
　● Resveratrol increases CD68+ Kupffer cells colocalized with adipose differentiation-related protein and ameliorates 

high-fat-diet-induced fatty liver in mice. Mol. Nutr. Food Res. 59. (2015) pp.1155-1170.
　● 消費者が期待するエコラベル表示とは何か　『中央大学社会科学研究所年報』22 (2017) pp51-67
■ 学会・学外等の活動：�日本水環境学会、環境情報科学センター、International Water Association、Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry
■ 研究内容のキーワード：�生態系サービス、環境ラベル、リスクアセスメント、LCA（ライフサイクルアセスメント）、環境

微生物
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●環境ラベルのテーマ
　●環境配慮商品と環境保全
　●環境リスクアセスメントのテーマ（水環境・水質汚染）

	にし	 かわ	 	 か	 ほ	 こ

西川　可穂子 教　授・博士（理学）（お茶の水女子大学）　

３校

001-030_2021商学（ア�レスなし）.indd   14001-030_2021商学（ア�レスなし）.indd   14 2021/03/01   11:032021/03/01   11:03



15CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

	

■ �メッセージ：分析手法などの技術の修得に止まらず、様々な現象の構造問題について徹底的に
考え、議論しましょう。

■ 生年：1964年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：商学修士（中央大学）
■ 専門分野：国際金融論、中小企業金融論
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（国際金融論）、国際金融論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（国際金融論）

■ 著書・論文・特許：
　●『基軸通貨の政治経済学』学文社、2003年。
　●“An Estimation of the Inside Bank Premium,” RIETI Discussion Paper Series 11E067，2011年10月
　●中小企業向け債権の証券化の実績評価にみる問題点と課題、『金融構造研究』（34）pp.74-98、2012年5月。
　● “The Design of Public Credit Guarantee Scheme and the Significance of the Performance Evaluation”, The 25th 

Anniversary Publication of ACSIC, 2012年12月
　● “The Decision-Making Mechanism of Regional Financial Institutions and the Utilization of Soft Information,” Public 

Policy Review（Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan）, 9（1）, pp.87-115，2013年2月
■ 学会・学外等の活動：�日本金融学会、日本ファイナンス学会、日本中小企業学会 

日本政策金融公庫総合研究顧問、衆議院経済調査室客員研究員
■ 研究内容のキーワード：基軸通貨、金融システム、中小企業金融
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●金融政策の波及メカニズム～ゼロ金利政策時代の波及メカニズム～
　●韓国中央銀行における金融政策の波及経路

	 ね	 もと	 	 ただ	 のぶ

根本　忠宣 教　授　

■ �メッセージ：経済理論をモデルとして理解するだけでなく、その時代背景や形成過程にも注意
を払うことによって、経済学が現実とどのように関わっているかを知ってもらうよう、工夫し
ています。

■ 生年：1953年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：中央大学大学院商学研究科商学専攻博士後期課程満期退学
■ 専門分野：ケインズ経済学、近代経済学史
■ �担当科目：マクロ経済学Ⅰ、演習Ⅰ・Ⅱ（マクロ経済学）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（マクロ経済学）

■ 著書・論文・特許：
　●「カーン・ペーパーズと『短期の経済学』」『中央大学経済研究所年報』第28号、1998年。
　●「『不完全競争の経済学』とリチャード・カーン」『商学論纂』第40巻3・4号、1999年。
　●「物価と生産の理論におけるカーンの貢献」『商学論纂』第44巻6号、2003年。
　●「貨幣と利子率の理論におけるカーンの貢献」『中央大学経済研究所年報』第34号、2004年。
　 ● Kahn’s Contribution to the Theories of Prices and Production in Keynes’s General Theory in Annals of the Society for the 

History of Economic Thought, No.45, 2004.
　●「『貨幣論』における基本方程式の形成─『貨幣改革論』から『貨幣論』へ─」『中央大学経済研究所年報』第38号、2007年。
　● 「資料から見たケンブリッジ学派研究の現状と課題―カーンの資料を中心として―」『中央大学経済研究所年報』第46号、2015年。
　● 「マーシャル経済学からケインズ経済学へ─1930年前後のケンブリッジにおけるカーンの役割」西沢・平井編『ケンブリッジ　

知の探訪：経済学・哲学・文芸』ミネルヴァ書房、所収、2018年。
■ �学会・学外等の活動：
　日本経済学会、経済学史学会
　 科学研究費（基盤研究A）「ケンブリッジ、LSEの経済思想と福祉国家の基礎理論」（代表研究者：西澤保 一橋大学経済研究所教授）
■ 研究内容のキーワード：ケンブリッジ学派、ケインズ、カーン、『一般理論』、ポスト・ケインズ派経済学
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●農工二部門モデルと累積的因果系列モデルに関する一考察　──後期カルドアの新古典派批判をめぐって──

	はかま	 た	 	 よし	 ひこ

袴田　兆彦 教　授　
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16

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：経営の理解には経営を取り囲む環境としての産業の理解が欠かせませんし、産業組織の理解には経営戦略の
理解が欠かせません。企業経営をめぐるさまざまな諸問題を経済学の方法論でアプローチしましょう。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（社会経済）（筑波大学）
■ 専門分野：企業経済学、イノベーション論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（イノベーション論）、経営戦略論Ⅰ、研究セミナーⅠ・Ⅲ（実証分析）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（イノベーショ

ン論）
■ 著書・論文・特許：
　● “Determinants of Staged Proiect Management and Success in Innovation: Empirical Analysis based on the 

Japanese National Innovation Survey” （独）経済産業研究所DP 19-E-094, 2019.（共著）
　● “Organizational and Human Resource Management and Innovation: Which Management practices are linked to 

product and/or process Innovation?”Research policy, 47(1),2018.共著
　● “Modes of International Activities and the Innovativeness of Firms: An Empirical Analysis Based on the Japanese 

National Innovation Survey for 2009,”Economics of Innovation and New Technology, 23(8), 2014.共著
■ �学会・学外等の活動：American Economic Association、International Joseph A.Schumpeter Society、日本経済学会、研

究・イノベーション学会
■ 研究内容のキーワード：企業のイノベーション活動に関する定量分析

	はね	 だ	 	 しょう	 こ

羽田　尚子 教　授・博士（社会経済）（筑波大学）　

■ �メッセージ：消費者心理を起点とするマーケティング研究を行っています。主として五感へ
の感覚的訴求が消費者の購買意思決定や行動にいかなる影響を与えるかを検証する感覚マー
ケティングの研究をしています。心ときめく研究を一緒に進められるみなさんをお待ちして
います。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）（一橋大学）
■ 専門分野：消費者行動論、マーケティング論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（消費者行動論）、消費者行動論Ⅰ

■ 著書・論文・特許：
　● “A Sound Brand Name: The Role of Voiced Consonants in Pharmaceutical Branding,” Food Quality and Preference, 

104104 (In Press), 2020.
　● “Turning the Other Cheek: Facial Orientation Influences Both Model Attractiveness and Product Evaluation,” 

Psychology & Marketing,  2020. https://doi.org/10.1002/mar.21398
　● “Shivering for Status: When Cold Temperatures Increase Product Evaluation,” Journal of Consumer Psychology, 

30(2), 314-328, 2020.
　● “A Packaging Visual-Gustatory Correspondence Effect: Using Visual Packaging Design to Influence Flavor 

Perception and Healthy Eating Decisions,” Journal of Retailing, 95(4), 204-218, 2019.
　● 「審美性知覚と消費者行動の接点」『マーケティングジャーナル』 第38巻第4号、2019年。 
■ �学会・学外等の活動：日本消費者行動研究学会、日本商業学会、Association for Consumer Research、European 

Marketing Academy、Society for Consumer Psychology
■ 研究内容のキーワード：消費者心理、消費者行動、感覚マーケテイング

	パク	 	 ゼ	 ウ

朴　宰佑 教　授・博士（商学）（一橋大学）　

４校
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17CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：金融や日本経済についての幅広い知識を英語で身に着けたい学生さん、実証分析
をしたい学生さんを歓迎します。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：経済学博士（東京大学）
■ 専門分野：金融論、金融政策、ワイン経済
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（金融システム論）、金融システム論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（金融システム論）

■ 著書・論文・特許：
　● "The BOJ's ETF Purchases and Its Effects on Nikkei 225 stocks."沖本竜義氏と共著, RIETI DP, 2019.
　● "How Much Wine Is Really Produced and Consumed in China, Hong Kong, and Japan?, "Kym Anderson 氏と共著、 

Journal of Wine Economics, 2018, Vol.13 (2)
　● "Pre-and post-Merger Performances of Shinkin Banks in Japan," Corporate Governance and Sustainability Review, 

2018, Vol.2(2)
　●書籍『The Wines of Japan』（OIV賞受賞）　高橋悌二・小林和彦・斉藤浩各氏と共著　2017年12月　イカロス出版
■ �学会・学外等の活動：日本経済学会、日本金融学会、証券経済学会、American Association of Wine Economics
■ 研究内容のキーワード：金融システム、金融監督、証券化、ワインエコノミクス
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●金融政策、マクロ金融、ワイン経済

	　はら　だ	 	　　き　　	み　　え

原田　喜美枝 教　授・経済学博士（東京大学）　

	 ひ	 だか	 	 かっ	 ぺい

日髙　克平 教　授　

■ �メッセージ：経済活動のグローバル化が急速に進行する中で、多国籍企業の経営行動は、本国
（本社所在国）や進出先国経済だけでなく、まさに世界経済全体に多大な影響を及ぼしていま
す。また、多国籍企業の豊富な経営資源を、どのようにして世界経済の成長や国際社会の発展
に利用するか、が問われています。これは、換言すれば、多国籍企業と国際社会との共生関係
の構築をめざすということです。そこで、多国籍企業の新たな研究方法論を構想するため、さ
しあたり、国際共生経営、持続可能なビジネスモデル等について、具体的な事例を考察します。

■ 生年：1956年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：商学修士（中央大学）
■ 専門分野：多国籍企業論、国際経営論、経営学
 ■ �担当科目：特殊研究Ⅰ～Ⅲ（多国籍企業論）、国際経営研究Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　● Kappei Hidaka(ed.), Industrial Renaissance: New Business Ideas for the Japanese 

Company, Research Series 39: The Institute of Business Research Chuo University, 
Chuo University Press, 2017.

　●  「企業社会の多様性に関する考察」『比較経営研究』日本比較経営学会、第39号、2015年。
　● 「転換期の自動車産業と新たなビジネスモデル― VWグループのStrategy 2018と

MQB―」『企業研究』第24号、中央大学企業研究所、2014年。
　● 「経営学からみた多国籍企業」『現代日本の多国籍企業』（丸山恵也編著）新日本出版

社､ 2012年。
　● （翻訳）J.E.ポスト､ A.T.ローレンス､ J.ウェーバー著『企業と社会―企業戦略・公共

政策・倫理―』（上、下巻）ミネルヴァ書房、2012年。
　● 徳重昌志・日高克平編著『岐路に立つ日本経済・日本企業』中央大学出版部、2012年。
　● 「日本企業のグローバル化」『経営労務事典』（労務理論学会編）晃洋書房、2011年。
　● 赤羽新太郎・夏目啓二・日高克平編著『グローバリゼーションと経営学』ミネルヴァ

書房、2009年。
　● 「共生型ビジネスモデル論 ―グローバル資本主義下における新たなCSRの取り組み

と課題―」『比較経営研究』日本比較経営学会、第32号、2008年。
　● 「多国籍企業とグローバル・シティー」『現代資本主義と国民国家の変容』（一井昭・

渡辺俊彦編著）中央大学出版部、2009年。
　● 「グローバルビジネス論再考 ―分析視覚と課題―」『企業社会責任の研究』（鈴木

幸毅・百田義治編著）中央経済社、2008年。
　● “Sustainable Development and Corporations,” The Japan Association for 

Comparative Studies of Management(ed.), Business and Society: New Perspective 
for Comparative Studies of Management, Bunrikaku Publisher, 2007.

　● 「持続可能な発展と企業経営」『会社と社会ー比較経営学のすすめー』（日本比較経営
学会編）文理閣、2006年。

　● 徳重昌志・日高克平編著『グローバリゼーションと多国籍企業』中央大学出版部、2003
年。

　●「多国籍企業」『戦略経営ハンドブック』（林曻一・高橋宏幸編著）中央経済社、2003年。
　● 「自動車産業における世界再編と統合化戦略」『現代の経営革新』（池上一志編著）中

央大学出版部、2001年。
　●高橋由明・林正樹・日高克平編著『経営管理方式の国際移転』中央大学出版部、2000年。

■ 学会・学外等の活動：
　日本経営学会、日本比較経営学会、労務理論学会
■ 研究内容のキーワード：
　国際共生経営、持続可能なビジネスモデル、国際戦略提携
■ 指導学生の研究テーマ
　（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●多国籍企業と国連・NGO ―規制と協調の重層構造―
　● 多国籍企業におけるリージョナル戦略の展開 ―韓国現代自動車社

の戦略分析を中心に―
　●多国籍企業の市場戦略と文化の関係
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：現実の組織が直面している複雑・多義的な現象・課題を理論的・実践的に捉えていくことを目指します。
ここでは、不確かな物事を探究することの面白さを感じることが大切だと考えます。

■ 生年：1969年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph.D（ケンブリッジ大学）
■ 専門分野：経営組織論
■ 担当科目：�経営組織研究Ⅰ、基礎セミナー（経営学）、演習Ⅰ・Ⅱ（経営組織論）、 特殊研究Ⅰ～Ⅲ（経営組織論）
■ 著書・論文・特許：
　● 「組織的学習についての再考察：Argyris＆Schön理論の意義付けと経営学的研究の反省」『日本経営学会誌』第19号、

2007年。
　● 「マネジメントにおける科学的知識の応用と日常実践のギャップの探究：科学の厳密性か、実践上の適切性かというジ

レンマに着目して」『一橋ビジネスレビュー』56巻１号、2008年。
　● 「アクション・サイエンスの発展とその意義：経営現象の予測・解釈・批判を超えて」『経営学史学会年報』第19輯、2012年。
　● 「未知のイノベーションと組織アイデンティティ：相補的な発展のダイナミクスの探求」『組織科学』第46巻3号、2013年。
　● 「ベンチャー企業の成長と組織アイデンティティの適応的な可塑性：持続性と流動性の意味のマネジメント」『日本経

営学会誌』第32号、2013年。
　● 「Argyrisの研究の変遷とその背景の探究：個人と組織の統合から組織学習へ」『日本経営学会誌』第42号、2019年。
■ 学会・学外等の活動：日本経営学会、組織学会、経営学史学会、日本ベンチャー学会、Academy of Management
■ 研究内容のキーワード：組織変革、イノベーション、組織文化、社会的企業、質的調査方法
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●中国留学生の起業場所に関する意思決定の探究

	ひら	 さわ	 	 てつ

平澤　哲 教　授・Ph.D（ケンブリッジ大学）　 　

■ �メッセージ：昨今、企業の不祥事が相次いでいる。その理由の１つに、リスクマネジメントの
不備または不適切な実施が考えられる。企業にとって「リスクマネジメント」というテーマは
内部統制の問題等と関連して、最重要課題の一つとなっている。リスクマネジメントの一手法
である「保険」とも関連づけながら、「企業リスクマネジメント」の仕組みを内外の文献を通じ
て理解・研究していくことを目的とします。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：一橋大学大学院商学研究科博士課程後期課程単位取得修了
■ 専門分野：損害保険・リスクマネジメント
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（損害保険論）、外国専門書研究（原典講読）、損害保険論Ⅰ、特殊研究Ⅰ

～Ⅲ（損害保険論）
■ 著書・論文・特許：
　●木村栄一・野村修也・平澤敦（2006）『損害保険論』有斐閣
　●大谷孝一・中出哲・平澤敦（2012）『はじめて学ぶ損害保険』有斐閣
　●キース・ディニー編、林田博光・平澤敦監訳（2014）『国家ブランディング―その概念・論点・実践―』中央大学出版部
■ �学会・学外等の活動：日本保険学会、日本貿易学会、ビジネス・コミュニケーション学会、日本交渉学会
■ 研究内容のキーワード：損害保険契約・企業リスクマネジメント（ＥＲＭ）・クライシスマネジメント
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●企業リスクマネジメント（ＥＲＭ）

	ひら	 さわ	 	 あつし

平澤　敦 教　授　
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19CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：2008年アメリカ発の金融危機は実体経済をまきこんで世界恐慌にまで発展しま
した。この背後には過去30年間にわたる構造変化があります。では、この30年間、アメリカは
どのように変化し、どのような経済構造を作ってきたのでしょうか。また金融恐慌後、アメリ
カはこの経済構造を変えてきたのでしょうか。こうした点を一緒に研究したいと思います。

■ 生年：1962年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：京都大学大学院博士後期課程満期退学
■ 専門分野：アメリカ経済論
■ 担当科目：�アメリカ経済論Ⅰ、演習Ⅰ・Ⅱ（アメリカ経済論）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（アメリカ経済論）

■ 著書・論文・特許：
　● 「アメリカ経済の産業循環とグローバル蓄積体制」『経済』No.299、2020年8月号
　● 「現代アメリカのグローバル蓄積体制と中国」経済理論学会『季刊 経済理論』56巻4号、2020年1月
　● 「産業循環から見た2008年恐慌と長期停滞」経済理論学会『季刊 経済理論』55巻4号、2019年1月
　● 高田太久吉編著『現代資本主義とマルクス経済学』（新日本出版）、2013年12月5日。第7章「現代グローバリゼーションと

帝国主義」
■ �学会・学外等の活動：経済理論学会、World Association for Political Economy、Union for Radical Economy
　2019年より経済理論学会の幹事。
■ 研究内容のキーワード：アメリカ経済、新自由主義、グローバリゼーション、金融化、デジタル化

	ひら	 の	 	 けん

平野　健 教　授　

■ ��メッセージ：あなたが本格的な研究者を目指すのであれば、多くの学問分野では、実際のデータを用いた統計分析結果を
もとにした論文を英語で書き、匿名の査読者からのコメントに対応して何度も改訂し、出版するという厳しい道を覚悟し
なくてはなりません。私の様々な学術的経験が何かのお役に立てればと思います。

■ 生年：1960年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（学術）（総合研究大学院大学）
■ 専門分野：統計科学
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（計量分析）、統計学Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（応用統計論）
■ 著書・論文・特許：
　● Identifying uncertainty shocks using world diffusion index. Applied Economics 52 (2020). 1718-1732.
■  学会・学外等の活動：Journal Referee (60 papers, June 2007-), Reviewer of Mathematical Reviews (American 

Mathematical Society, June 2009-)
■ 研究内容のキーワード：実証経済分析、応用統計分析、情報量規準

		ふく				だ	 							こう			せい

福田　公正 教　授・博士（学術）（総合研究大学院大学）　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：最新のIT人工物があればビジネス改革が実現できるとするのではなく、IT人工
物と人的・組織的な関係性のあり方に注視する情報経営論に関するテーマを研究しています。
皆さんと一緒に前向きに研究できることを楽しみにしています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：中央大学商学研究科 博士満期退学
■ 専門分野：情報経営論、経営学、会計学、情報システム工学
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（ビジネス・デザイン論）、情報経営論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（ビジネス・

デザイン論）

■ 著書・論文・特許：
　● “Developing a Process model of Business Transaction with DEMO,”DAAAM International Scientific Book 

2020DAAAM,2020.
　● LAPによる“ビジネス取引のステートマシン”の拡張:DEMOとREAの補完的利用による接近『日本情報経営学会誌第40

巻4号』、2020年。
　● 「ビジネス取引のステートマシンの構築-CPNモデルを用いて」『経済学論纂』第61巻1号、2020年。
　● 「ブロックチェーンにおける交換の考察」『日本情報経営学会誌』第38巻第4号、2019年。
■ 学会・学外等の活動：日本情報経営学会、経営情報学会、日本会計研究学会
■  研究内容のキーワード：REA、ビジネスエコシステム、オープンバリューネットワーク、ブロックチェーン
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●REAモデルに基づく情報システム開発に関する実践的研究

	ほり	 うち	 	 さとし

堀内　恵 教　授　

■ ��メッセージ：私の研究分野は金融論と集計問題です。新たな政策課題へのアンテナを高くして、 
研究の射程を広げていきましょう。

■ 生年：1964年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph. D（経済学）（シカゴ大学）・京都大学博士（経済学）
■ 専門分野：金融論
■ �担当科目： マネタリー・エコノミクスⅠ、演習Ⅰ・Ⅱ（マネタリー・エコノミクス）、特殊研究

Ⅰ～Ⅲ（マネタリー・エコノミクス）

■ 著書・論文・特許：
　● “Who Adopts Crypto Assets in Japan? Evidence from the 2019 Financial Literacy Survey.” Journal of The Japanese 

and International Economies, 2020.
　● “Are the Actual and Intended Sources of Financial Knowledge the Same?  Evidence from Japan.” Japan and the 

World Economy, 2020.
　● “The Use of Noncash Payment Methods for Regular Payments and the Household Demand for Cash: Evidence from 

Japan.” Japanese Economic Review, 71, 4, 719–765, 2020. 
　● “Cash Demand and Financial Literacy: A Case Study Using Japanese Survey Data.” Japan and the World Economy, 

54, 1–20, 2020. 
　● “How Do We Choose to Pay Using Evolving Retail Payment Technologies? Evidence from Japan.” (With Migiwa 

Tanaka) Journal of The Japanese and International Economies, 49, 85–99, 2018.
　● “Fiscal Cost to Exit Quantitative Easing: The Case of Japan.” (With Hajime Tomura), Japan and the World 

Economy, 42, 1–11, 2017.
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会、日本金融学会
■ 研究内容のキーワード：中央銀行、決済制度、集計問題

		ふじ					き　　　　ひろし

藤木　裕 教　授・Ph.	D（経済学）（シカゴ大学）・京都大学博士（経済学）

３校
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21CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ ��メッセージ：学術論文は一般的に英語で執筆するため、修士論文・学位論文のいずれの場合も
英語で論文を執筆できる能力を身に付けられるように指導していきます。

■ 生年：1966年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（社会経済）（筑波大学）
■ 専門分野：アントレプレナーシップ論、中小企業論、企業経済学
■ �担当科目： ビジネス・エコノミクス研究Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱ（企業経済論）、研究セミナーⅠ・Ⅲ（実

証分析）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（企業経済論）

■ 著書・論文・特許：
　● The impact of founders' human capital on initial funding: Evidence from Japan. Technovation (forthcoming).
　● Public or perish? From founding to initial public offering. Review of Managerial Science (forthcoming).
　● Petty cash from parents: Provision of liquidity to spin-offs by trade credit channel. Journal of Small Business 

Management, 58(5), 923-947 (September 2020) with Yamada, K.
　● Do initial financial conditions determine the exit routes of start-up firms? Journal of Evolutionary Economics, 29(3), 

1119-147 (July 2019) with Kato, M.
　● Initial public offering and financing of biotechnology start-ups: Evidence from Japan, Research Policy, 47(1), 180-193 

(February 2018) with Nagaoka, S.
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会、日本中小企業学会、日本ベンチャー学会、企業家研究フォーラム
■ 研究内容のキーワード：アントレプレナーシップ、スタートアップ、資金調達、イノベーション、実証分析
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●The different level of female entrepreneurship: A comparison between Japan and China
　●The impact of capital structure on firm value in the Japanese information and communications technology
　●An empirical analysis on the capital structure of start-up firms in Japan

	ほん	じょう	 	 ゆう	 じ

本庄　裕司 教　授・博士（社会経済）（筑波大学）　

■ �メッセージ：私の研究テーマは、景気循環論の問題視点から現代資本主義社会が抱える根本的
な矛盾・問題点を析出し、その動向を明らかにしていくことです。専門とする主要な研究領域
は理論分野ですが、日本の長期不況の原因や90年代から特に顕著になってきた日本の雇用形態
の変容、および最近注目されている社会的格差拡大の問題など、具体的な今日的問題も常に視
野に入れて研究に取り組んでいます。商学研究科でどのような専門分野を研究するにしても、
経済構造と経済動態把握の基礎上にさまざまな社会・経済現象を分析する能力は欠かせませ
ん。こうした考えから、私の講座の受講者には、現代社会が抱える諸問題について、常に新鮮
な関心をもってもらえるよう問題を提起していきたいと思っています。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（中央大学）

■ 専門分野：マルクス経済学、恐慌論、景気変動論
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（景気変動論）、景気変動論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（景気変動論）
■ 著書・論文・特許：
　●｢恐慌の必然性の論定をめぐる諸論点」『資本論体系第9巻恐慌・産業循環上巻』、（富塚良三他編）、有斐閣、1997年。
　●「産業循環に関する諸学説」『資本論体系第9巻恐慌・産業循環下巻』、（富塚良三他編）、有斐閣、1998年。
　●「『過剰蓄積』過程の構造と動態把握の基礎」『マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究』、第44/45号、2005年。
　●「恐慌の必然性を規定する基本論理」『企業研究』、第14号、2009年。
　● 「現代資本主義の蓄積様式とグローバル資本主義の危機」『グローバル資本主義の構造分析』（一井昭編）、中央大学出版部、

2010年。
　● 「現代世界恐慌分析の基礎視角」『グローバリゼーションと日本資本主義』（鳥居伸好・佐藤拓也編）、中央大学出版部、2012年。
　● 「現代資本主義の蓄積様式と資本制的生産の内的諸矛盾の開展」『企業研究』、第27号、2015年。
■ 学会・学外等の活動：経済理論学会、経済学史学会、日本金融学会、日本地域経済学会会員
■ 研究内容のキーワード：恐慌、景気変動、独占資本主義、疎外、グローバリゼーション
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 資本の自己矛盾の現われとしての「教育問題」
　● 独占資本主義における蓄積様式と日本経済の長期停滞化傾向

	まつ	 はし	 	 とおる

松橋　透 教　授・博士（経済学）（中央大学）　

３校
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：今日の日本経済では、輸出依存・外需依存的成長の限界が明らかになり、成長の
限界、成長と人々の生活との乖離が明瞭になってきています。こうした実態の構造的解明、さ
らに理論的・歴史的考察を深めることによって、生産力の発展が人々の真の豊かさにつながる
日本経済のあり方について研究していきたいと思います。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）関東学院大学
■ 専門分野：日本経済論、マルクス経済学
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（日本経済論）、日本経済論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（日本経済論）

■ 著書・論文・特許：
　●『再生産表式の展開と現代資本主義―再生産過程と生産的労働・不生産的労働』唯学書房、2019年。
　● 『現代日本再生産構造分析』日本経済評論社、2013年。
　●『不生産的部門と再生産表式」『政経研究』第112号、2019年6月。
　● 「「輸出大国」の行き詰まりと地域循環経済への課題」『政経研究』第108号、2017年6月。
　● 「外需依存的成長の限界と転換の課題」『経済』2014年3月号。
■ 学会・学外等の活動：経済理論学会、経済教育学会
■ 研究内容のキーワード：日本経済、再生産（表式）論、産業空洞化、貧困、生産的労働

	むら	 かみ	 	 けん	 いち

村上　研一 教　授・博士（経済学）（関東学院大学）　

■ メッセージ：「Always further（常にもっと先へ）」（by Piet Mondrian）
■ 生年：1958年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）（慶応義塾大学）
■ �専門分野：消費者行動論、戦略的マーケティング、グローバル・マーケティング、eマーケティ

ング、ブランド・マーケティング
■ 担当科目：�マーケティング論Ⅰ、演習Ⅰ・Ⅱ（マーケティング論）、日本語専門書研究、特殊研

究Ⅰ～Ⅲ（マーケティング論）

	 み	 うら	 	 とし	 ひこ

三浦　俊彦 教　授・博士（商学）（慶応義塾大学）　

■ 著書・論文・特許：
　●『地域デザインモデルの研究』（共編者、学文社、2020年）。
　● 『文化を競争力とするマーケティング』（共編者、中央経済社、2020

年）。
　●『ベーシック・マーケティング（第2版）』（共編者、同文舘、2019年）。
　●『グローバル・マーケティング戦略』（共著、有斐閣、2017年）。
　●『マーケティング戦略［第5版］』（共著、有斐閣、2016年）。
　● 『小売＆サービス業のフォーマットデザイン』（共編著、同文舘、

2016年）。
　●『日本の消費者はなぜタフなのか』（有斐閣、2013年）。
　●『コンテクストデザイン戦略』（共編著、芙蓉書房、2012年）。
　●『現代経営入門』（共著、有斐閣、2011年）。
　● 『地域ブランドのコンテクストデザイン』（共編著、同文舘、2011年）。
　●『ブランドデザイン戦略』（共編著、芙蓉書房、2010年）。
　● 『グローバル・マーケティング入門』（共著、日本経済新聞出版社、

2009年）。
　●『マーケティング戦略論』（共編著、芙蓉書房、2008年）。
　●『スロースタイル』（共編著、新評論、2007年）。
　●『eマーケティングの戦略原理』（共編著、有斐閣、2002年）。

　● 『Case Studies of International Marketing and International 
Business』（分担執筆、中央大学出版部、2000年）。

　●『戦略的マーケティング』（共訳、嵯峨野書院、1990年）。
■ �学会・学外等の活動：
　 日本商業学会、日本消費者行動研究学会、日本広告学

会、American Marketing Association、Association for 
Consumer Research。

■ �研究内容のキーワード：�
消費者情報処理、ブランド戦略、グローバル・マーケティング、
eマーケティング、マーケティング戦略

■ 指導学生の研究テーマ
　（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「消費者参加型製品開発」についての理論的・実証的研究
　●「消費の二極化現象」の理論的・実証的研究
　●マニアック・マーケティング

３校
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：国際商取引における実践面の研究が主になりますので、理論に偏らず、実際に使
用される各種書類なども使用することによって学生が実践のイメージをつかみ取れるよう心
がけます。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：関西大学大学院商学研究科商学専攻博士課程後期課程
■ 専門分野：国際商務論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（国際商務論）、国際商務論Ⅰ、実務英語（Ⅰ）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（国際商務論）

■ 著書・論文・特許：
　● 「貿易コミュニケーションの側面からみたTSU/BPO取引の優位性（続）―データマッチングとデータミスマッチ諾否

プロセスを中心に―」『商学論纂』第59巻（第3・4号）、中央大学商学研究会、2018年3月。
　● 「貿易コミュニケーションの側面からみたTSU/BPO取引の優位性―ベースラインの確定と確定済みベースラインの条

件変更プロセスを中心に―」『企業研究』第31号、中央大学企業研究所、2017年8月。
　● 「代理店規則の適用を受ける代理権の範囲について―英国法およびアイルランド法下での「交渉」に焦点を当てて―」『企

業研究』第30号、中央大学企業研究所、2017年2月。
■ 学会・学外等の活動：国際ビジネス・コミュニケーション学会、日本貿易学会、国際商取引学会、日本交渉学会
■ 研究内容のキーワード：国際商取引、貿易実務
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●取引環境別にみる「船荷証券の危機」の回避策に関する研究―横浜港からの輸出を想定して―

	やま	 もと	 	 しん	 ご

山本　慎悟 教　授　

■ �メッセージ：前期課程では、管理会計と人間心理・組織心理の関係性に対する理解の向上を主
目的として講義を行います。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：商学修士（中央大学）
■ 専門分野：原価計算論・管理会計論
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（原価計算論）、原価計算論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（原価計算論）

■ 著書・論文・特許：
　● 「アメーバ経営システムにおける会計処理の構造の探究：電気機器メーカーＡ社における収益計上方法を中心として」

『会計プログレス』第14号、pp.54-67、2013年。
　● 「時間当たり採算性に関する会計処理の探究：電気機器メーカーＡ社における労務費と時間の処理方法を中心として」

『会計』第183巻第6号、pp.42-56、2013年。
　● 「影響システムとしての管理会計研究の新地平：ポジティブ心理学との融合を目指して」『原価計算研究』第37巻第1号、

pp.1-15、2013年。
　●「ミニ・プロフィットセンター・システムの情報特性と人間心理」『会計』第174巻 第1号、2008年。
■ 学会・学外等の活動：日本原価計算研究学会、日本管理会計学会、日本会計研究学会、組織学会、産業・組織心理学会
■ 研究内容のキーワード：マイクロ･プロフィットセンター、自律的動機づけ、自己効力感
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●中国企業におけるシェアードサービスの適用について
　● ミニ・プロフィットセンター制の特徴と効果　─ジェイ・パワーシステムズ（株）と（株）北日本電線のインタビュー調

査を通じて─

	わた	 なべ	 	 たけ	 お

渡辺　岳夫 教　授　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ 生年：1966年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：商学博士（大阪市立大学）
■ 専門分野：生産システム論、技術論、技術史
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（生産管理論）、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（生産管理論）
■ 著書・論文・特許：
　● 『1970年代における日本工作機械産業の成長要因－NC工作機械の発達と普及のメカニズム－』博士論文1999年、大阪市

立大学。
　●『日本企業の生産システム』分担執筆、中央経済社、1998年。
　●『現代の経営革新』分担執筆、中央大学出版部、2001年。
■ �学会・学外等の活動：日本科学史学会（総務委員1999年～）、日本中小企業学会、労務理論学会（幹事2000年～）、日本経営

学会、経営史学会、日本科学者会議（科学技術政策委員2001年～）

	かわ	 むら	 	 はじめ

河邑　肇 准教授・商学博士（大阪市立大学）　

■ �メッセージ：日本企業の財務管理について研究しています。
■ 生年：1961年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：経済学修士（筑波大学）
■ 専門分野：財務管理論
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（財務管理論）、財務管理論Ⅱ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ(財務管理論）

■ 著書・論文・特許：
　● 「わが国企業のフリー・キャッシュ・フローとコーポレート・ガバナンスに関する一考察」、柴川林也編『経営財務と企

業評価』第10章所収、単著、同文舘、1996年12月。
　●「フリー・キャッシュフローと経済付加価値」、柴川林也編『経営財務』第Ⅸ章所収、単著、八千代出版、2000年。
　● 「企業の資本構造再編戦略と企業価値」、平成15-17年度科学研究費補助金基盤研究B研究成果報告書　『日本型価値創造

経営のモデル構築』、第6章所収、単著、研究課題番号15330085、2005年12月。
　●「企業価値と企業の資本構造再編戦略」、中井透編『価値創造のマネジメント』、第8章所収、単著、文眞堂、2006年10月。
　● 「企業の資本構造と企業評価」、牟田・池上編『企業財務制度の構造と変容』、第6章所収、単著、九州大学出版会、2006年

11月。
■ �学会・学外等の活動：日本経営学会、日本経営財務研究学会、日本証券経済学会、日本財務管理学会、国際戦略経営研究

学会
■ 研究内容のキーワード：財務管理、経営財務、コーポレート・ガバナンス、M&A
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●戦略的提携が企業の市場価値に与える影響について─日本の政策企業を中心に─
　●法の起源と金融市場の関係が企業のパフォーマンスに与える影響について─Law and Financeの議論を中心に─

	いち	 むら	 	 まこと

市村　誠 准教授　

４校
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：企業の高い業績や競争優位に貢献する優れた製品デザインを生み出すために、企業はいかに組織をつくり、
どのようなプロセスを生み出せばよいのか。それを明らかにするのが、私の研究テーマです。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：東北大学大学院経済学研究科・博士（経営学）（東北大学）
■ 専門分野：製品開発マネジメント、経営組織論
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（製品開発マネジメント研究）、基礎セミナー（経営学）、経営管理研究Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（製品開

発マネジメント研究）
■ 著書・論文・特許：
　● 「デザインマネジメントの日韓比較：製品デザインに関わる部門間調整に着目して」『日本経営学会誌』、第40号（2018年）
　● Organizational Conditions Supporting Design Function: South Korea in Reflection of Japan, The Design Journal, 

Vol.27. Issue. 1.（2017年）
　●「製品デザインに関わる組織要因と部門間調整」『日本経営学会誌』、第32号（2013年）
　● Organizational Factors in the Product Design Development Process, International Journal of Business and 

Management, Vol. 8. No. 10（2013年）
■ �学会・学外等の活動：組織学会、日本経営学会、Design Management Institute
■ 研究内容のキーワード：製品開発組織、組織設計、製品開発プロセス

	かん	 の	 	 よう	 すけ

菅野　洋介 准教授・博士（経営学）（東北大学）

■ �メッセージ：サービス業における企業と顧客のリレーションシップの在り方や、消費者の行動・
心理について研究しています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経営学）（法政大学）
■ 専門分野：サービス・マーケティング
■ 担当科目：�マーケティング・データ分析Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱ（サービス・マーケティング）、日

本語専門書研究、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（サービス・マーケティング）

■ 著書・論文・特許：
　● 「サービス業におけるスイッチング・バリアの先行指標と成果指標」『流通研究』第14巻第2・3号、2012年。
　● 「顧客維持戦略におけるスイッチング・バリアの役割―JCSI（日本版顧客満足度指数）を用いた業界横断的検討―」『マー

ケティングジャーナル』第30巻第1号、2010年。
　● 「サービス・リレーションシップの経時的研究―リレーションシップ構築のための顧客理解の試み」『マーケティング・

サイエンス』第16巻第1・2号、2009年。
　● 「顧客視点のサービス・リレーションシップ・モデル―リレーションシップ構築におけるスイッチング・バリアと顧客

ロイヤリティの役割」『消費者行動研究』第13巻第1号、2006年。
■ �学会・学外等の活動：日本消費者行動研究学会、日本商業学会、日本マーケティング・サイエンス学会、日本行動計量学会
■ 研究内容のキーワード：サービス・リレーションシップ、スイッチング・バリア、顧客満足、顧客ロイヤリティ

	さか	 い	 	 ま	 い	 こ

酒井　麻衣子 准教授・博士（経営学）（法政大学）

３校
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：管理会計を専門分野としている妹尾と申します。日本企業のマネジメント・コ
ントロール・システムを対象に研究しております。現在は特に、予算管理と目標管理の整合性
が組織学習に与える影響に関心があります。同じような関心がある方は、ぜひご一緒に研究し
ましょう。

■ 生年：1981年生
■ �最終学歴・学位（取得大学）：慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻博士後期課程単

位取得満期退学
■ 専門分野：管理会計
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（管理会計）、管理会計論Ⅰ、基礎セミナー（会計学）

■ 著書・論文・特許：
　● 『日本的管理会計の深層』（吉田栄介編著、福島一矩・妹尾剛好・徐智銘共著）、中央経済社、2017年。
　● 「日本企業の予算管理の類型と探索・深化との関連の分析：探索的研究」『原価計算研究』第41巻第1号、2017年。
　● 『日本的管理会計の探究』（吉田栄介・福島一矩・妹尾剛好共著）、中央経済社、2012年。
■ �学会・学外等の活動：日本会計研究学会会員、日本管理会計学会会員、日本原価計算研究学会会員
■ 研究内容のキーワード：マネジメント・コントロール・システム、予算管理、目標管理

	せの	 お	 	 たけ	 よし

妹尾　剛好 准教授　

■ 生年：1968年生
■ �最終学歴・学位（取得大学）：京都大学経済学部卒、東京大学大学院修士課程修了、東京大学大学

院博士課程単位取得
■ 専門分野：経営学・経営史・科学技術社会論
■ 担当科目：�ベンチャービジネス研究Ⅰ、演習Ⅰ・Ⅱ（ベンチャービジネス研究）、特殊研究Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ（イノベーション論）

■ 著書・論文・特許：
　● 方法としての企業家研究─オーラル・ヒストリーの技法が可能とする分析課題─ 商学論纂 62（5・6） 2021年3月
　● 社会・経済システムの中の多様性と分断 髙瀬 武典、八巻 惠子、砂川 和範、小山 友介、徳安 彰、出口 竜也 社会・経済

システム 39 19 - 52 2020年
　● ライフ・ヒストリー技法の実践からみた中小企業家の世界 : 戦略をストーリーとして語ること （林正樹教授古稀記念論

文集） 砂川 和範 商学論纂 53（5） 803 - 854 2012年3月
　● 中国における企業と市場のダイナミクス 陳 海権、西崎 賢治、北島 啓嗣、砂川 和範、申 淑子、周 イ、三浦 俊彦、藩 若衛、

葛永 盛、丹沢 安治、2009年 
　● 日本ゲーム産業にみる企業者活動の継起と技術戦略:─セガとナムコにおけるソフトウェア開発組織の形成─ 砂川 和

範 経営史学 32（4） 1 - 27 1997年
　● 大田区7,380社の創業データ解析──中小企業論の分析的アプローチのために 砂川 和範 商学集志 70（3） 17 - 37 2001

年2月
■ �学会・学外等の活動：組織学会、日本経営学会、科学技術社会論学会、経営史学会、経営学史学会、日本経営教育学会、進

化経済学会など
■ 研究内容のキーワード：イノベーション、経営戦略、組織論、経営人類学

	すな	 がわ	 	 かず	 のり

砂川　和範 准教授　

３校
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：現代の制度会計を深く理解するためには、コーポレート・ファイナンスなど周辺
分野の基礎知識も必要です。将来、専門職と研究者のどちらを目指しているかに関係なく、幅
広い知識を身に付けて積極的に研究課題に取り組む意欲のある学生を歓迎します。

■ 生年：1982年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：ファイナンス修士（専門職）（中央大学）
■ 専門分野：財務会計論（主に金融商品の会計）、会計教育
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（財務会計論）、制度会計論Ⅰ

■ 著書・論文・特許：
　●「簿記の成績に影響を与える要因の分析」『日本簿記学会年報』第30号、2015年。
　●「金融負債の公正価値測定に関する一考察」『会計プログレス』第12号、2011年。
　●「財政状態の開示と金融負債の公正価値測定」『会計・監査ジャーナル』第22巻第2号、2010年。
　●「負債・資本の区分問題と資産負債観」『経理研究』第52号、2009年。
■ �学会・学外等の活動：日本会計研究学会、日本簿記学会、国際会計研究学会、日本会計教育学会、American Accounting 

Association
■ 研究内容のキーワード：金融商品、公正価値、会計教育
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●連結会計基準の検討
　●中国企業の会計情報の価値関連性に関する考察

	なか	 むら	 	 ひで	 とし

中村　英敏 准教授　

■ �メッセージ：皆さんが大学院で行う研究は、学部での勉学以上に強い精神力を必要とする孤独な作業となります。しかし、
指導の先生とより濃密な関係が築かれるチャンスも与えられます。分不相応ですが、私は、知的好奇心に満ちあふれる皆
さんとともに共同研究をすることを通じて、研究者の卵を育成していきたいと思います。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）一橋大学
■ 専門分野：ソーシャルタイ理論、特許の藪と知識スピルオーバー
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（企業論）、企業論Ⅰ・Ⅱ、基礎セミナー（経営学）
■ 著書・論文・特許：
　● Executive succession: The importance of social capital in CEO appointments, Strategic Management Journal
　● 「中小企業における特許保有・営業秘密とパフォーマンスの関係─ 特許審査請求料・特許料減免制度の非連続性を用い

た分析」『日本知財学会』
■ �学会・学外等の活動：日本知財学会、Academy of Management、Strategic Management Society
■ 研究内容のキーワード：Upper echelon、Grace period、Patent thicket
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● Upper echelon

	にし	 むら	 	 よう	 いち	 ろう

西村　陽一郎 准教授・博士（商学）（一橋大学）　

４校
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：優れた技術＝イノベーションではありません。事業として成功して初めて“イノ
ベーション”と呼べます。企業はいかにイノベーションを戦略的にマネジメントしているのか、
主に事例分析を通して研究しています。研究は、自ら問いを設定し、自ら答えを探す作業の連
続です。能動的に学ぶ意欲のある学生をお待ちしています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）（一橋大学）
■ 専門分野：経営戦略、技術経営
■ 担当科目：�イノベーション・マネジメント研究Ⅰ、演習Ⅰ・Ⅱ（イノベーション・マネジメント論）

■ 著書・論文・特許：
　● 「アイスランドの地熱利用」『再生可能エネルギー開発・運用にかかわる法規と実務ハンドブック』（水上貴央・江口智子・

佐藤康之編）（株）エヌ・ティー・エヌ、2016年（共著）
　● 「市区町村によるISO14001取得要因の実証分析」『環境科学』第26巻4号、2013年（共著）
　● 「東レン逆浸透膜事業の創造プロセス」『一橋ビジネスレビュー』第59巻1号、2011年（共著）
　● 「制度的圧力の生成・変容のメカニズム─日本におけるISO14001の普及事例分析─」『組織科学』第41巻3号、2008年
■ 学会・学外等の活動：組織学会、環境科学会、Academy of Management、Academy of International Business
■ 研究内容のキーワード：環境技術のイノベーション、標準化戦略

	 み	 き	 	 とも	 の

三木　朋乃 准教授・博士（商学）（一橋大学）　 　

■ �メッセージ：おもしろい管理会計の研究をすることを目標としています。そのために、興味深
いテーマを見つけだし、隣接分野で生み出された知識などを用いて分析し、そこから新しい発
見を生み出せるようになりましょう。新しい発見ができた瞬間の高揚感をぜひ味わってくだ
さい。

■ 生年：1981年生
■ �最終学歴・学位（取得大学）：慶應義塾大学大学院　後期博士課程　経営学・会計学専攻　単

位取得退学
　修士（商学）慶應義塾大学
■ 専門分野：管理会計
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（原価計算論）、業績管理会計Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（管理会計論）

■ 著書・論文・特許：
　●『日本的管理会計の深層』（共著）中央経済社、2017年
　●「組織成長がマネジメント・コントロールに与える影響の解明」『商学論纂』第61巻1・2号、2019年
　●「管理会計による急進的イノベーションの促進：管理会計能力に基づく考察」『管理会計学』第25巻1号、2017年
　● 「管理会計能力が管理会計と組織業績の関係に及ぼす影響：吸収能力と経験学習能力に基づく考察」『会計プログレス』

第17号、2016年
　● 「管理会計能力が組織業績に与える影響：吸収能力の視点からの考察」『原価計算研究』第39巻1号、2015年
■ �学会・学外等の活動：日本原価計算研究学会、日本管理会計学会、日本会計研究学会、American Accounting Association、

European Accounting Association
■ 研究内容のキーワード：マネジメント・コントロール、管理会計能力、組織ライフサイクル、イノベーション

	ふく	 しま	 	 かづ	 のり

福島　一矩 准教授　

３校
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：日本の特徴的な制度・慣習・企業行動を中心に、会計に関する実証研究を行って
います。私もまだまだ未熟な研究者ですが、一緒に勉強してよい論文を書きましょう。

■ 生年：1984年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（名古屋市立大学）
■ 専門分野：会計学
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（財務分析）、基礎セミナー（会計学）、財務分析論Ⅰ、特殊研究Ⅰ～Ⅲ（財

務分析）

■ 著書・論文・特許：
　● “Influence of geographic distribution on real activities manipulation within consolidated companies: Evidence from 

Japan,” Research in International Business and Finance, Vol.54, 2020.
　● “The real effect of mandatory disclosure in Japanese firms,” Pacific-Basin Finance Journal, Vol.60, 2020.
　● “Earnings management and main bank relationship: Evidence from Japan,” Advances in Quantitative Analysis of 

Finance and Accounting, Vol.15, 2017.
　● “Mandatory management forecasts, forecast revisions, and abnormal accruals,” Asian Review of Accounting, Vol.24 

No.3, 2016.
■ �学会・学外等の活動：日本会計研究学会、日本経済会計学会、American Accounting Association、日本経営財務研究学会、
　日本ファイナンス学会
■ 研究内容のキーワード：会計に関する実証研究
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●企業の地理的分布と会計情報の分析　　●親会社と非支配株主間のPPコンフリクトと企業の成長性の分析
　●経営者の自信過剰が企業活動に及ぼす影響

	やま	 だ	 	 あき	 ひろ

山田　哲弘 准教授・博士（経済学）（名古屋市立大学）　

■ �メッセージ：「大学院にきて、何を研究するのか、なぜ研究するのか」という初心を忘れずに継
続的に研究するように心がけていきましょう。会計学の対象と課題については、論者・学説に
よりさまざまな考え方があります。自分に合ったものが見つかるように日頃からセンスを磨
きましょう。

■ 生年：1979年
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）（一橋大学）
■ 専門分野：財務会計論、簿記論、政府会計論
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（財務会計論）、外国専門書研究（英文ビジネス書講読）、財務会計論Ⅰ、

特殊研究Ⅰ～Ⅲ（財務会計論・簿記論）

■ 著書・論文・特許：
　● 「公会計からみた簿記の可能性」『日本簿記学会年報』第28号、2013年7月。
　● 『エッセンス簿記会計』第16版（分担執筆）、森山書店、2020年4月。
　● 「公会計における会計アプローチと複式簿記」安藤英義・新田忠誓編著『森田哲彌学説の研究─一橋会計学の展開─』中

央経済社、2020年6月。
　● 「わが国における連結会計基準の変遷と特徴」（共著）『経営志林』第53巻第3号、2016年10月。
　●「米国政府会計における収益・費用の認識」『會計』第194巻第2号、2018年8月。
■ 学会・学外等の活動：日本簿記学会、日本会計研究学会、財務会計研究学会、国際会計研究学会
■ 研究内容のキーワード：公会計、政府会計、会計基準、複式簿記、帳簿組織

	よし	 だ	 	 とも	 や

吉田　智也 准教授・博士（商学）（一橋大学）　 　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

■ �メッセージ：財務会計・報告基準は国際的統合化（コンバージェンス）に向かっており、日本の
会計基準・会計制度も絶えず変化しています。

　 そのような変化に遅れないようにすることも大切ですが、他方では、その根底にある基本的な
考え方やフレームワークを考察することも重要です。

　 個別のテーマを切り口としながらも、そのような基礎的構造の研究を深めたいと考えています。
■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（会計学）（中央大学）
■ 専門分野：財務会計論及び会計学方法論
■ 担当科目：特殊研究Ⅰ～Ⅲ（財務会計論）

■ 著書・論文・特許：
　●『どうなってる!?国際会計』（編著）、中央経済社、2007年。
　●『会計が変わる一企業経営のグローバル革命』講談社現代新書、2002年。
　●『会計認識論』中央経済社、1997年。
　●『財務報告のためのキャッシュフロー割引計算』（北村敬子・今福愛志編著）、中央経済社、2000年。
　● “The Role of Human Beings in Social Evolution : Interactor or Agent”, Evolutionary and Institutional Economics 

Review, Vol.11(1), Japan Association for Evolutionary Economics, 2014.
■ �学会・学外等の活動：日本会計研究学会、日本簿記学会、日本ポパー哲学研究会、American Accounting Association、

European Accounting Association、進化経済学会
■ 研究内容のキーワード：財務会計、基礎的理論、科学方法論
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●国内会計制度のあり方　― 会計基準の国際的な統一を目前にして― 
　●公会計における財務業績計算の構造
　●金融商品会計における測定問題　― 企業の活動実態の観点から― 

	とみ	 づか	 	 よし	 かず

冨塚　嘉一 教　授（法務研究科）・博士（会計学）（中央大学）　

■ �メッセージ：税務会計の勉強は、租税法及び会計学のみならず、行政法、民商法、財政学など
多くの隣接分野の知識を必要とします。そういう意味では 大変楽しい学問であります。税務
会計は単に税金の計算を訓練する学問ではありません。租税法に規定されている「所得計算
ルール」はいかなるものか？その答えは簡単に導き出せるものではありません。  
講義や演習を通じて一緒に考えていきましょう。講義・演習は熱意に満ちたものとなるはず
です。

■ 生年：1963年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（法学）（中央大学）
■ 専門分野：租税法に関する税務会計理論と法理論の実践的研究
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（税務会計論）、税法判例研究Ⅰ、特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（税務会計論）

■ 著書・論文・特許：
　● 『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕Ⅲ、Ⅳ』中央経済社、2018 ～ 2020年。
　● 『裁判例からみる所得税法、法人税法〔3訂版〕、税務調査』大蔵財務協会、2016 ～ 2020年。
　● 『レクチャー租税法解釈入門』弘文堂、2015年。
　● 『クローズアップ課税要件事実論〔第4版改訂増補版〕』財経詳報社、2017年。
　● 『スタートアップ租税法〔第3版〕』財経詳報社、2015年。
　● 『所得税法の論点研究』財経詳報社、2011年。
　● 『ステップアップ租税法と私法』財経詳報社、2019年。
■ 学会・学外等の活動：租税法学会、日本税法学会、日本公法学会、日本私法学会、日本税務会計研究学会等会員
■ 研究内容のキーワード：税務会計論、租税法、租税回避、租税法律主義
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● 相続税法における租税回避の一考察─先例判決における否認の限界─
　● 違法支出の経費性に関する一考察─所得税法37条1項の業務関連費の解釈を中心として─

	さか	 い	 	 かつ	 ひこ

酒井　克彦 教　授（法務研究科）・博士（法学）（中央大学）　
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※兼担・兼任・客員教員等は、
　指導教授に希望できません。兼担・兼任教員

高橋　一郎　たかはし　いちろう 教　授（国際経営学部）　
■ 現職：中央大学国際経営学部教授
■ 専門分野：エイジェント・マクロ経済学、マクロ経済学、ゲーム理論
■ 担当科目：特殊講義（7）（Modern Financial Macroeconomics）

山田　辰己　やまだ　たつみ 特任教授（商学部）

■ 現職： 国際統合報告評議会（IIRC）アンバサダー、公認会計士・監査審査会委員、株
式会社乃村工藝社社外監査役、株式会社三菱ケミカルホールディングス社外
取締役

■ 専門分野：国際会計
■ 担当科目：国際会計論Ⅰ

岸　牧人　きし　まきと

■ 現職：法政大学経済学部教授
■ 専門分野：監査論
■ 担当科目：監査論Ⅰ

文　純實　ムン　スンシル 准教授（商学部）

■ 現職：中央大学商学部准教授
■ 専門分野：朝鮮史
■ 担当科目：特殊講義（10）（韓国における社会と文化）

尹　智鉉　ユン　ジヒョン 准教授（文学部）

■ 現職：中央大学文学部准教授
■ 専門分野：日本語教育学・応用言語学
■ 担当科目： 特殊講義（1）（アカデミック･ライティングの方法と実践）

泉　絢也　いずみ　じゅんや 兼任講師　
■ 現職：千葉商科大学商経学部准教授
■ 専門分野：税法
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（税法）

榎本　俊一　えのもと　しゅんいち 兼任講師

■ 現職：関西学院大学商学部准教授
■ 専門分野：経営戦略論、国際通商システム論、第４次産業革命等デジタル・エコノミー
■ 担当科目： ビジネス・プラクティカル・セミナー

大岡　哲　おおおか　さとし 兼任講師　
■ 現職：大岡記念財団理事長、（前）日本大学教授
■ 専門分野：国際経済論、国際産業論、都市・地域論
■ 担当科目：貿易論Ⅰ・Ⅱ

小野寺　利行　おのでら　としゆき 兼任講師

■ 現職：明治大学兼任講師
■ 専門分野：西洋中世史
■ 担当科目：商業史Ⅰ

菅原　英雄　すがはら　ひでお 兼任講師　
■ 現職：菅原経理事務所所長税理士
■ 専門分野：税法
■ 担当科目： 法人税法Ⅰ・Ⅱ

中野　玲子　なかの　れいこ 兼任講師　
■ 現職：中央大学ライティング・ラボ　スーパーバイザー
■ 専門分野：日本語教育学
■ 担当科目： 特殊講義（8）（留学生のためのアカデミック･ライティングⅠ基礎編・Ⅱ

実践編）

矢野　裕児　やの　ゆうじ 兼任講師　
■ 現職：流通経済大学教授
■ 専門分野：ロジスティクス、都市計画
■ 担当科目：製造・ロジスティクス研究Ⅰ

山岡　美樹　やまおか　よしき 兼任講師　
■ 現職：山岡美樹税理士事務所税理士
■ 専門分野：租税法
■ 担当科目：所得税法Ⅰ、相続税法Ⅰ

秋山　高善 あきやま　たかよし 兼任講師

■  現職：共栄大学国際経営学部 教授
■  専門分野：租税法
■  担当科目：消費税法Ⅰ
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