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京都大学	 経済学部	 

	 

経営学入門	 
	 

シラバス	 

2012/10/03	 

	 

2012 年度後期	 水曜日 2 限	 10:30-12:00	 法経第五教室	 

	 

武石	 彰	 

大学院経済学研究科教授	 

	 

研究室：法経済学部東館 607	 

電話：075-753-3426	 ファックス：075-753-3492	 

電子メール：takeishi@econ.kyoto-u.ac.jp	 
URL：http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~takeishi/	 

	 	 	 	 

	 

■講義内容	 

経営とは、経済社会の中で組織が優れた成果をあげていくための営みである。経営学とは、経

営に関する体系的な知識を提供する学問であり、その中心的な対象は、現代の経済社会におい

て重要な役割を担い、大きな影響力をもつ企業である。	 

本講義は、経営学の基礎を学ぶためのものである。基本テキストなどをベースに企業の経営につ

いて理解し、考える上で基礎となる概念、視点、枠組みなどを概説し、経営学をさらに広く、深

く、学んでいく上での見取り図を提供するとともに、具体的な事例の紹介などもまじえながら、

現実の問題への応用も視野に入れて講義を進める。 
	 

■テキスト、文献	 

伊丹敬之・加護野忠男『ゼミナール経営学入門』（第三版）日本経済新聞出版社（2003 年）を

基本テキストとする。その他の参考文献・資料は講義の中で適宜紹介する。	 

	 

■講義の進め方	 

講義はレクチャーを中心に進める。講義は、履修者が事前に指定したテキストの該当部分を読ん

できていることを前提に進める。毎回、講義の要旨を配布する。また、講義で用いたパワーポイ

ントの資料と合わせて、講義終了後にクラシスにアップする。	 

	 

■成績評価	 

講義中に課する 2回の小レポートと期末の筆記試験によって評価する（それぞれの詳細は後日知

らせる）。配分は前者が 30%、後者が 70%を予定している。	 
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■オフィスアワー	 

原則として、講義終了後に面会することとする。面会を希望するものは電子メールで事前に連絡

すること。	 

	 

■ティーチング・アシスタント	 

藤本俊太郎（経済学研究科修士課程）	 

	 

■	 スケジュール／課題	 

	 

授業スケジュール（一部変更の可能性あり）	 

	 

クラス	 月/日	 内容	 備考	 

	 

01	 10/03	 講義概要	 

	 

	 

02	 10/10	 経営とは	 【序】	 

	 

10/17 休講	 

03	 10/24	 近代企業経営の誕生	 

	 

	 

04	 10/31	 戦略	 【1】	 

	 

	 

05	 11/07	 競争	 【2】	 

	 

	 

06	 11/14	 事業／企業の範囲・ビジネスシステム	 【3-6】	 

	 

	 

07	 11/21	 資本構造・雇用構造	 【7-8】	 

	 

	 

08	 11/28	 組織	 【9】	 

	 

中間レポート#1	 

09	 12/05	 経営システム	 【10-12】	 

	 

	 

10	 12/12	 理念・人	 【13-15】	 	 

	 

11	 12/19	 経営者、ガバナンス	 【20-21】	 

	 

	 

12	 12/26	 企業経営のダイナミクス	 【16-19】	 	 

	 

13	 12/26	 イノベーション	 12:30 まで延長

（10/24 補講）	 

14	 01/16	 まとめ、経営学へのいざない	 12:15 まで延長	 

（01/23 補講）	 

中間レポート#2	 

01/23 休講	 

【】内は、事前に読んでくるテキストの章
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■授業のおおよその流れ	 

（以下は、あくまでもおおまかな流れを示すものである：一部変更の可能性あり）	 

	 

１	 講義概要	 12/10/03	 

• 講義概要	 

• 事例：ヤマト運輸	 	 

	 

２	 経営とは	 	 12/10/10	 

• 経営とは何か	 

• 課題：テキスト序章を事前に読んでくる。	 

	 

※	 12/10/17	 休講	 

	 

３	 近代企業経営の誕生	 12/10/24	 

• 近代企業経営の誕生	 

• 事例：GM	 

	 

４	 戦略	 12/10/31	 

• 戦略とは	 

• 課題：テキスト第 1章を事前に読んでくる	 

	 

５	 競争	 12/11/07	 	 

• 競争優位	 

• 課題：テキスト第 2章を事前に読んでくる	 

	 

６	 事業／企業の範囲・ビジネスシステム	 12/11/14	 

• 垂直的・水平的範囲・多角化・グローバル化・M&A、ビジネスシステム	 

• 課題：テキスト第 3-6 章を事前に読んでくる	 

	 

７	 資本構造・雇用構造	 12/11/21	 

• 資本の構造、雇用の構造	 

• 課題：テキスト第 7-8 章を事前に読んでくる	 

• 中間レポート第一回提出	 

	 

８	 組織	 12/11/28	 

• 経営における組織	 



	 

 -4- 

• 課題：テキスト第 9章を事前に読んでくる	 

	 

９	 経営システム	 12/12/05	 

• 組織構造、インセンティブ、プロセス	 

• 課題：テキスト第 10-12 章を事前に読んでくる	 

	 

１０	 理念・人	 12/12/12	 

• 理念・文化、リーダーシップ、人材配置・育成	 

• 課題：テキスト第 13-15 章を事前に読んでくる	 

	 

１１	 経営者、ガバナンス	 12/12/19	 

• 経営者とは、ガバナンス	 

• 課題：テキスト第 20-21 章を事前に読んでくる	 

• 中間レポート第二回提出	 

	 

１２	 企業経営のダイナミクス	 	 12/12/26	 （※12:30 まで延長←10/24 補講）	 

• 成長、発展、危機	 

• 課題：テキスト第 16-19 章を事前に読んでくる	 

	 

１３	 イノベーション	 	 12/12/26	 （※12:30 まで延長←10/24 補講）	 

• イノベーションと経営	 

	 

※	 13/01/09	 月曜授業日（曜日振替）	 

	 

１４	 まとめ、経営学へのいざない	 13/01/16	 （※12:15 まで延長←01/23 補講）	 

• まとめ、日本の企業経営	 

• 経営学へのいざない	 

• 課題：本講義について質問したいことを考えてくる。	 

	 

※	 13/01/23	 休講	 

	 

期末筆記試験	 （期末試験期間）	 

	 

	 

	 


