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HATSUYOSHI ICHINO
教授 市野 初芳

明治大学大学院
経営学研究科
博士後期課程
中 退 。税 理 士
（1987年税理士
登録、東京税理
士会会員）。税理

士事務所開業後、企業の税務顧問と
して税務実務に従事。その後、愛知
学院大学商学部専任講師、助教授、
教授。この間、マレーシア・マラヤ大
学客員研究員、総務省自治大学校講
師を経て、2011年より現職。2014
年名古屋経済大学大学院法学研究
科博士課程修了、博士（法学）。現在、
税理士法人代表社員。ASEAN諸国
における税制の動向を研究対象と
している。担当科目は、「アカウン
ティング基礎」「財務諸表論」など。

CHIAKI IWAI
教授 岩井 千明（研究科長）

慶應義塾大学法
学部政治学科、青
山学院大学大学
院国際政治経済
学研究科修士課
程（MBA）修了。
横浜国立大学大

学院博士課程修了（博士：経営
学）。青山学院大学国際政治経済
学部を経て、2004年より現職。
日本電気株式会社で官公庁大型プ
ロジェクト営業、マイクロソフト
株式会社でインターネットマーケ
ティングマネージャーを歴任。研
究分野はビジネスゲームの開発、
データベースマーケティング。
主要担当科目は「ビジネスデータ分
析」「マネジメント・ゲーム」など。

教授 井田 昌之
MASAYUKI IDA

青山学院大学大
学院理工学研究
科修了。工学博
士。青山学院大
学国際政治経済
学部教授を経て
現職。情報科学

研究センターでは1988年に青山
学院のインターネット接続を実施。
マサチューセッツ工科大学人工知
能研究所客員研究員（1993年、
2002年）、ANSI X3J13正員、（財）
国際情報化協力センター客員上席
研究員、内閣府IT国際政策懇談会委
員（2004年）などを歴任し、IT国際
標準・振興に参加。企業情報シス
テム構築・起業支援関連の多数の経
験。担当科目は「インターネット
ビジネスプロジェクト」「ITマネジ
メント」「グローバルIT」など。

教授 須田 敏子

青山学院大学経
営学部卒業。日
本能率協会マネ
ジメントセン
ターにて月刊誌
「人材教育」の編
集 に 携 わ り 、

1993年から1997年まで編集
長。イギリスのリース大学で修士
号（MA in Human Resource 
Management）、バース大学で博
士号（Ph.D.）を取得。2005年よ
り現職。主な専門分野は、組織論・
組織行動論・人材マネジメント・
国際経営比較など。「人材マネジ
メント」「組織行動」などの科目を
担当。

TOSHIKO SUDA
教授 髙橋 文郎

東京大学教養学
部教養学科卒業、
ペンシルベニア
大学ウォートン
スクール経営学
修士（MBA）。
野村総合研究所

研究員、野村マネジメント・スクー
ル主任研究員、CSKベンチャー
キャピタル取締役、UAMジャパン
取締役、中央大学経済学部教授を
経て、2004年より現職、専門分野
は企業財務、証券投資、ベンチャー
投資。「コーポレート・ファイナン
ス」「ビジネス・プランニング」などの
科目を担当。主な著書として『ビジネ
スリーダーのフィロソフィー』（金融
財政事情研究会）、『コーポレート・
ファイナンス－基礎と応用』（共著、
中央経済社）がある。

FUMIO TAKAHASHI
教授 武田 澄広

カーネギーメロ
ン大学経営大学
院（ T e p p e r  
School）にて博
士号（Ph . D  i n  
Finance）及び、
コンピュテーショ

ナル･ファイナンス修士号（MS）取
得｡大阪大学基礎工学部卒業（生物
工学）｡青山学院大学国際政治経済
学部助教授､カリフォルニア大学
ロサンジェルス校（ＵＣＬＡ）経営大
学院客員研究員等を経て現職｡専門
分野は､ファイナンス経済学､計量経
済学､国際ファイナンス等｡最近は､
人工知能やブロックチェーンに興
味を持っている｡担当科目は､「ファ
イナンス＆テクノロジー」｢インベ
ストメント｣｢国際ファイナンス｣
｢デリバティブ｣など。

SUMIHIRO TAKEDA

教授 黒岩 健一郎

早稲田大学理工
学部建築学科卒
業。住友商事株
式会社勤務。慶
應義塾大学大学
院経営管理研究
科修士課程修了

（MBA）。同後期博士課程単位取得
退学、博士（経営学）。武蔵大学経済
学部専任講師、准教授、教授を経て
2014年から現職。専門分野はマー
ケティング論。特に、サービス・
マーケティング、市場志向。主著
に、『マーケティングをつかむ』『な
ぜ、あの会社は顧客満足が高いの
か』などがある。担当科目は、「マー
ケティング基礎」「サービス・マー
ケティング」など。

KENICHIRO KUROIWA
准教授 北野泰樹

上智大学経済学
部経済学科卒、
東京大学大学院
経済学研究科現
代経済専攻修士
課程、博士課程
修了。博士（経済

学、東京大学）。政策研究大学院大
学政策研究科講師、助教授、一橋大
学イノベーション研究センター特
任准教授を経て2016年より現職。
専門は応用ミクロ経済学分野の産
業組織論と国際貿易。実証分析を
中心に研究を行い、Journal of 
International Economics誌等に
論文を掲載。担当科目は「企業経営
の経済学」「ゲーム理論とマネジメ
ント」など。

TAIJYU KITANO
教授 榊原 正幸

名古屋大学経済
学部、同大学院
経済学研究科博
士課程（後期課
程）単位取得満
期退学。1997年、
東北大学大学院

経済学研究科助教授。2001年、
英国レディング大学大学院博士
課程を修了し、博士（PhD）の学位
を授与され、フランス・レンヌ経営
大学院にて教鞭を執る。東北大学
大学院経済学研究科教授を経て、
2004年より現職。現在では、会計
情報と株価との関連性についての
研究に関心を持っている。担当科
目は「アカウンティング基礎」「会計
情報と株式市場」など。

MASAYUKI SAKAKIBARA
教授 澤田 直宏 

慶應義塾大学商
学部卒、同大大
学院経営管理研
究科修士課程修
了。一橋大学大
学院商学研究科
博士後期課程単

位取得退学。博士（商学、一橋大
学）。全国信用金庫連合会（現 信
金中央金庫）、A.T. カーニー株式
会社、横浜市立大学准教授、本研
究科准教授を経て2015年より現
職。専門は経営戦略論。R&D  
Management等に論文執筆。担
当科目は「経営戦略基礎」「競争戦
略」など。

NAOHIRO SAWADA

教授 北川 哲雄

早稲田大学商学
部卒、同大学院
修士課程修了。
中央大学大学院
博士課程修了
（経済学博士）。
野村総合研究

所、モルガン銀行（現JPモルガン
アセットマネジメント）等にてア
ナリスト業務、運用管理業務を経
て現職。著書に『資本市場ネット
ワーク論』（文真堂）など。担当科
目は『コーポレート・ガバナンス』
『コーポレート・コミュニケーショ
ン』など。主な社会的活動として
証券経済学会理事、日本IR研究学
会理事。全米IR協会（NIRI）会員。
国際ガバナンスネットワーク
（ICGN）会員。

TETSUO KITAGAWA

教授 中里 宗敬

東京工業大学工
学部経営工学科
卒業。同大学院
理工学研究科経
営工学専攻修士
課程修了（工学
修士）。東京工業

大学工学部助手、青山学院大学国
際政治経済学部助教授、アメリ
カ・ミシガン大学ビジネススクー
ル客員研究員を経て現職。専門分
野は企業財務と証券投資。特に証
券バブル発生と崩壊のメカニズ
ムの研究を長年行っている。主要
著書に『コーポレート・ファイナ
ンスの考え方』など。担当科目は
「ファイナンス基礎」「証券市場分
析」「FAST」など。

MUNENORI NAKASATO
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准教授 森田 充

九州大学経済学
部を修士課程飛
び級入学のため
退学。同大学院
経済学府修士課
程修了、および
同大学院同学府

博士後期課程修了（博士：経済学）。
九州大学大学院経済学研究院学術
特定研究員、2007年度より青山学
院大学大学院国際マネジメント
研究科助教を経て2012年度より
現職。専門は計量経済学、特にファ
イナンスの計量分析の研究に従事。
担当科目は「統計分析I・II」など。

MITSURU MORITA

教授 福井 義高

東京大学法学部
卒業。日本国有
鉄道に入社し、
国鉄分割民営化
後2000年まで
東日本旅客鉄道
に勤務。東北大

学大学院経済学研究科助教授
（2000年～2002年）を経て、
2002年より現職。カーネギーメロ
ン大学GSIA（現Tepper School）
にてM.S.及びPh.D.取得。専門分野
は会計制度・情報の経済分析。その
他関心のある分野は進化論、現代
政治史、マクロ経済学など。担当科
目は「企業経営の経済学」「財務会
計」など。

YOSHITAKA FUKUI
教授 藤井 賢治

一橋大学経済学
部卒業。同大学
大学院経済学研
究科理論・統計
専攻修士課程修
了（ 経 済 学 修
士）。島根大学教

育学部、青山学院大学経済学部を
経て現職。専門は経済学史で、ア
ルフレッド・マーシャルからピ
グー、ケインズ、そして現代のポス
ト・ケインジアンヘと連なるケン
ブリッジ学派の通史的把握を研究
テーマとする。担当科目は「マク
ロ経済学」「制度環境と企業経営」
など。

KENJI FUJII
教授 細田 髙道

東京理科大学卒
業。マサチュー
セッツ工科大学
（MSc）および
カーディフ大学
（Ph.D.）修了。
カーディフ・ビ

ジネススクールを経て現職。専門分
野は、サプライチェーン・マネジメ
ント。特に、複数のメンバーからな
るサプライチェーンが生み出す複
雑なダイナミクスを解析すること
に関心を持っている。
In t e r n a t i o n a l  J ou r n a l  o f  
Production Economics 等に論文
執筆。担当科目は「オペレーション
ズ・マネジメント基礎」「オペレー
ションズ・マネジメント」「研究方法
論」など。

TAKAMICHI HOSODA

教授 宮副 謙司

九州大学法学部
卒業。慶應義塾大
学大学院経営管
理研究科修士課
程修了（MBA）。
東京大学大学院
経済学研究科博

士課程修了（博士：経済学）。西武
百貨店、PwCコンサルティング、
東京大学大学院特任研究員などを
経て2009年4月より現職。専門分
野は、マーケティング、流通論、地
方創生論。担当科目は、「マーケ
ティング戦略」「ファッション・リ
テイリング」「地域活性化のマーケ
ティング」など。主な著書として
『全国百貨店の店舗戦略』『コアテ
キスト流通論』『ケースに学ぶ青山
企業のマーケティング戦略』など
がある。

KENSHI MIYAZOE
教授 Glenn E. Mayhew

ブリガム・ヤング大
学卒業。シカゴ大学
経営大学院（MBA）
及びカリフォルニ
ア大学バークレー
校（Ph.D.）修了。
ワシントン大学

オーリン経営大学院、国際大学大
学院（2000年7月から2002年3
月、2004年7月から2005年9月ま
で副学部長）を経て2007年度より
現職。
研究テーマは、価格戦略、顧客生涯
価値、オンラインでの消費者行動。
担当科目は「価格戦略」「消費者購
買行動」「マーケティング意思決定
モデル」など。

GLENN E. MAYHEW
特任教授 保々 雅世

関西大学法学部
卒業。カーネギー
メロン大学経営
大 学 院 修 了
（MBA）、東京工
業大学大学院博
士課程修了（博

士:学術）。IBM、SAP、マイクロ
ソフト等IT先端企業に30年余り
従事し、製品戦略立案や事業立ち
上げ、事業運営に携わる。勤務する
傍ら、東京工業大学大学院特任教
授、青山学院大学大学院の非常勤教
師として教鞭をとる。日本オラクル
常務執行役員などを歴任したのち、
2014年より現職。イノベーション
とビジネスモデルに強い関心を
持つ。担当科目は「イノベーション・
マネジメント」「ビジネス・プランニ
ング」など。

MASAYO HOBO

教授 中野 勉

慶応義塾大学経済学
部卒業。シカゴ大学
修士、金融機関勤務後、
コロンビア大学博士
課程修了（Ph.D.  in  
sociology）。ミシガン
大学フリント校助教

授、ミシガン大学アナーバー校日本研究セン
ターでのファカルティ・アソシエイト、関西学院
大学経営戦略研究科助教授を経て2007年
度より現職。コロンビア大学Center on 
Organizational Innovation外部ファカル
ティ。関係性の視点から、アメリカ社会学組織
論とヨーロッパ伝統の経済社会学分野を専門
とし、ネットワーク分析、プラグマティックな
価値評価、共創によるソーシャル・イノベー
ション、クリエイティブ・インダストリーとデザ
イン戦略、クラスターなどを研究。担当は
「企業戦略」「ソーシャル・ネットワークと組織
のダイナミクス」「Global Management」
「組織戦略上級」「演習」など。

TSUTOMU NAKANO




