
期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10279-01アジア経済文化相関論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義辰己　佳寿子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、アジア（日本を含む）における動態的で複雑な社会現
象をどのように捉えていくことが可能なのかを事例を通して考えてい
きます。なかでも、経済的要素と文化的要素に焦点をあてながら、さ
まざまな社会（個人、家族・親族、組織、国家、国際社会、ネット
ワーク等）とそれらの関係性を考察します。まず、経済人類学、社会
経済学、社会的行為論や社会システム論を理解し、それらの成果と課
題を明確にし、その後、経済文化相関論という新しいアプローチの可
能性を導き出します。
　授業は、文献整理や今日的課題について各自が発表し、議論をして
いく形式をとります。授業内での議論をもとに課題を出しますので、
予習復習を必ず行ってください。前期の終了時に、レポートを提出し
てもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアにおける今日的な社会現象を、社会経済的・文化的な側面から
分析することができる。
アジアにおける今日的な社会現象を、社会経済的・文化的な側面から
分析・考察した結果を論理的に説明することができる（口頭・文
章）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

アジアにおける今日的な社会現象を分析したことを授業内で論理的に
説明し、議論を深めることによって、自身の考察を踏まえて文章化で
きているかどうかを、授業での発表内容３０％、授業態度（議論への
参加度等）３０％、レポート４０％を目安に総合的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に定めません。必要な資料は授業中に配布します。
参考書は以下のとおりですが、授業中に随時紹介します。
富永健一他、2004『パーソンズ・ルネッサンスへの招待』勁草書房
（ISBN 4326601663）
佐藤俊樹、2008『意味とシステム』勁草書房（ISBN:432665337X）
カール・ポランニー、1975、『大転換』（吉沢英成、野口建彦、長尾
史郎、杉村芳美訳）東洋経済新報社(ISBN:4492370293)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

予習：資料をよく読んで、自分の意見をまとめておいてください（60
分）。
復習：授業でとりあげたテーマを自身の生活の中で捉え直し、関連す
る文献に目を通してください（60分）。
※発表担当になった場合には、授業中で説明できるよう準備（レジュ
メもしくはパワーポイント）をしておいてください（90分）。
※最後に課題を出しますので、レポートとしてまとめて提出してくだ
さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.個人と社会
2.社会単位の捉え方
3.社会行為論
4.行為論に関する課題報告
5.社会システム論
6.システム論に関する課題報告
7.社会経済学について
8.社会経済学の事例分析（国内）
9.社会経済学の事例分析（国外）
10.社会経済学に関する課題報告
11.経済人類学について
12.経済人類学の事例分析（国内）
13.経済人類学の事例分析（国外）
14.経済人類学に関する課題報告
15.まとめ
（若干、変更する場合があります）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10280-01アジア経済文化相関論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義辰己　佳寿子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、アジア（日本を含む）における動態的で複雑な社会現
象をどのように捉えていくことが可能なのかを事例を通して考えてい
きます。なかでも、経済的要素と文化的要素に焦点をあてながら、さ
まざまな社会（個人、家族・親族、組織、国家、国際社会、ネット
ワーク等）とそれらの関係性を考察します。講義Bでは、アジアの現
代的課題をとりあげ、経済文化相関論の視点から分析・考察していき
ます。
　授業は、文献整理や今日的課題について各自が発表し、議論をして
いく形式をとります。授業内での議論をもとに課題を出しますので、
予習復習を必ず行ってください。後期の終了時に、レポートを提出し
てもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアにおける今日的な社会現象を、社会経済的・文化的な側面から
分析することができる。
アジアにおける今日的な社会現象を、社会経済的・文化的な側面から
分析・考察したことを論理的に説明することができる（口頭・文
章）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

アジアにおける今日的な社会現象を分析したことを授業内で論理的に
説明し、議論を深めることによって、自身の考察を踏まえて文章化で
きているかどうかを、授業での発表内容３０％、授業態度（議論への
参加度等）３０％、レポート４０％を目安に総合的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に定めません。必要な資料は授業中に配布します。
参考書は以下のとおりですが、授業中に随時紹介します。
佐藤寛・浜本篤史・佐野麻由子・滝村卓司編、2015、『開発社会学を
学ぶための60冊』明石出版（ISBN：4750342211）
西川芳昭・木全洋一郎・辰己佳寿子編、2012、『国境をこえた地域づ
くり』新評論（ISBN:4794808976）
水野正己・堀口正編、2019年3月刊行予定、『世界へ広がる農村生活
改善（仮）』晃洋書房（ISBN：978-4-7710-3208-8）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

予習：資料をよく読んで、自分の意見をまとめておいてください（60
分）。
復習：授業でとりあげたテーマを自身の生活の中で捉え直し、関連す
る文献に目を通してください（60分）。
※発表担当になった場合には、授業中で説明できるよう準備（レジュ
メもしくはパワーポイント）をしておいてください（90分）。
※最後に課題を出しますので、レポートとしてまとめて提出してくだ
さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.概念整理
2.分析視角の整理
3.分析視角の融合
4.経済文化相関論の視点
5.①進化・発展・近代化をめぐるまなざし
6.②開発と援助論
7.③援助行為の捉え直し
8.④押し寄せる力と押しとどめる力
9.⑤貧困の把握
10.⑥社会的排除を生み出す社会構造
11.⑦福祉向上のための実践
12.⑧目に見えない資源の活用
13.経済文化相関論の可能性
14.経済文化相関論の意義
15.まとめ
（若干、変更する場合があります）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10231-01応用計量経済学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義高瀬　光夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　The objective of this course is to provide fundamental knowledge and skills
for applying econometrics to real-world problems.  Then this course takes up
numerous data sets and discusses how to apply econometrics to them.  These
data sets include cross-section, time-series and panel data.
　This course covers various problems which empirical researchers face in
handling data sets and conducting regression analysis including diagnostic
tests, estimation and inference.
　The language of instruction in this course is mainly English but Japanese
could be occasionally used if necessary.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1　Students will be able to conduct regression analysis.
2　Students will be able to comprehend results of regression analysis.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　The grade of this course is based only on performance of assignments given
during the semester. (The weight is 100%)
　The performance of assignments is evaluated based on how well students
interpret results of the quantitative analyses.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Textbook：　Wooldridge, Jeffrey M., Introductory Econometrics: A Modern
Approach,  6th ed. Cengate Learning, 2015. ¥8,919. ISBN:
978-1-305-27010-7
References：　Wonnacott, Thomas H., and Ronald J. Wonnacott,
Introductory Statistics for Business and 　　Economics,  4th ed. New York:
John Wiley, 1990. ISBN: 0471517321
　Hayashi, Fumio, Econometrics,　Princeton University Press, 2000. ISBN:
0691010188　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　A basic knowledge of calculus, statistics, microeconomics, and linear
algebra is not required but desirable.
　Students are expected to read the preassigned part of textbook and try to
solve the related problems in the textbook before the class (taking more than
two hours).  And students are expected to review the lecture, solve the related
problems of the textbook, and do the given assignments after the class (taking
more than two hours).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

The following is the tentative schedule and subject to change due
to time constraints.
#　　 Topics　　　(Required Readings)
１　Functional Forms(Appendix A;§1-4)
２　Differential Calculus 　　 (§A-5)
３　Probability      (Appendix B；§1-2)　
４　Probability Distributions (§3-5)
５　Statistics      (Appendix C; §C-4)
６　Inference                 (§C-5)
７　Hypothesis Testing        (§C-7)
８　Economic Data          (Chapter 1)
９　Simple Regression Model  (Ch. 2)　
 　Multiple Regression Model (Ch.3§1-2)
 　OLS Estimators      (Ch.3; §3-6)
12　Diagnostic test or t-test(Ch.4;§1-4)
13　Diagnostic test or F-test (Ch.4;§5-6)
14　OLS Asymptotics            (Ch.5)
15　Diagnostic Tests           (Ch.6)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10232-01応用計量経済学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義高瀬　光夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　The objective of this course is to provide fundamental knowledge and skills
for applying econometrics to real-world problems.  Then this course takes up
numerous data sets and discusses how to apply econometrics to them.  　　
These data sets include cross-section, time-series and panel data.
　This course covers various problems which empirical researchers face in
handling data sets and conducting regression analysis including diagnostic
tests, estimation and inference.
　The language of instruction in this course is mainly English but Japanese
could be occasionally used if necessary.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1　Students will be able to conduct regression analysis.
2　Students will be able to comprehend results of regression analysis.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　The grade of this course is based only on performance of assignments given
during the semester. (The weight is 100%)
　The performance of assignments is evaluated based on how well students
interpret results of the quantitative analyses.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Textbook：　Wooldridge, Jeffrey M., Introductory Econometrics: A Modern
Approach,  6th ed. Cengate Learning, 2015. ¥8,919. ISBN:
978-1-305-27010-7
References：　Wonnacott, Thomas H., and Ronald J. Wonnacott,
Introductory Statistics for Business and 　　Economics,  4th ed. New York:
John Wiley, 1990. ISBN: 0471517321
　Hayashi, Fumio, Econometrics,　Princeton University Press, 2000. ISBN:
0691010188　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　A basic knowledge of calculus, statistics, microeconomics, and linear
algebra is not required but desirable.
　Students are expected to read the preassigned part of textbook and try to
solve the related problems in the textbook before the class (taking more than
two hours).  And students are expected to review the lecture, solve the related
problems of the textbook, and do the given assignments after the class (taking
more than two hours).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

This is the tentative schedule and subject to change due to time
constraints.
#　　 Topic 　　　(Required Readings)
１　Dummy Variables (Ch.7; §7-1 to §7-4)
２　Discrete Variable (Ch.7; §7-5 to §7-7)
３　Heteroskedasticity (Ch.8; §8-1 to §8-3)　
４　WLS Estimation  (Ch.8; §8-4 to §8-5)
５　Misspecification Test (Ch.9; §9-1 to §9-3)
６　Measurement Error (Ch.9; §9-4 to §9-6)
７　Time Series Data  (Ch.10; §10-1 to §10-4)
８　Trends and Seasonality (Ch.10; §10-5)
９　Serial Correlation (Ch.12; §12-1 to §12-5)　　
 　Heteroskedasticity in Time Series (Ch.12; §12-6)
 　Pooling Data            (Ch.13)　
12　Panel Data               (Ch.14)
13　IV and 2SLS Estimation    (Ch.15)
14　Simultaneous Equations Models (Ch.16)
15　Limited Dependent Variables Models (Ch.17)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10334-01確率過程ファイナンス講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義小島　直樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

This course resorts to English textbooks and papers. As a result, it is taught in
English while questions in Japanese are accepted.

This is a course to Mathematical Finance or Financial Mathematics developed
and used routinely by now in financial industry by so called quants, analysts
or traders. This kind of technique is a common language nowadays so that
even though you are not a technical guy, it is important to know what
technical details lie  behind formulas or software when using them in order
not to commit a catastrophic error -- losing billions of dollars.

First, we brush up on basic measure theoretic probability theory. Next, we
introduce stochastic integration, during which we learn Ito's formula. After
that, we start to apply the techniques we have learnt to financial products, the
easiest of which is probably Black-Schole's formula and we proceed to other
exotic derivatives and credit models.

◎－－－　到達目標　－－－◎

In today's financial industry, whether wittingly or not, one uses lots of
formulas derived from mathematical models developed by means of stochastic
process. With that in mind, this course aims to teach students to understand:

-how a formula such as Black-Schole's is derived, where there is a limit to
applicability and what market conditions assure applicability.

-based on what is learned, how to extend theory faced with new environment
not necessarily covered in the course.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Presentation: 50%
Exam: 50%
(50 % by analysis and 50 % by comprehension by students)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Steven E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time
Models" Springer 2004 ISBN 0387401016, ￥ 7,848

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

On the linguistic side, English is a language of communication. This course is
quite technical. The mathematical prerequisite is, therefore, rather high.
Measure theoretical probability is a must and some knowledge of stochastic
process is highly desirable.
Preparation before a lecture: 1 hour - try to understand and brush upon the
technical side of next lecture
Preparation after a lecture: 2 hours - review the technical etc. side of the
previous lecture

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

General Probability Theory (2 lectures)
1-Random Variables
2-Change of Measures
Information and Conditioning (2 lectures)
3-Independence
4-Conditional Expectations
Brownian Motion (3 lectures)
5-Random Walks
6-Brownian Motion
7-Quadratic Variation
Stochastic Calculus (8 lecturers)
8-Integral for Simple Integrands
9-Integral for General Integrands 1: Introduction
10-Integral for General Integrands 2: Application
11-Ito's Formula 1: Introduction
12-Ito's Formula 2: Application
13-Black-Scholes-Merton Equation 1: Introduction
14-Black-Scholes-Merton Equation 2: Application
15-Multivariable Stochastic Calculus

◎－－－　備考欄　－－－◎

Unless you have well founded prior knowledge of mathematics,
this course is not for you.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10335-01確率過程ファイナンス講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義小島　直樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

This course resorts to English textbooks and papers. As a result, it is taught in
English while questions in Japanese are accepted.

This is a course to Mathematical Finance or Financial Mathematics developed
and used routinely by now in financial industry by so called quants, analysts
or traders. This kind of technique is a common language nowadays so that
even though you are not a technical guy, it is important to know what
technical details lie  behind formulas or software when using them in order
not to commit a catastrophic error -- losing billions of dollars.

First, we brush up on basic measure theoretic probability theory. Next, we
introduce stochastic integration, during which we learn Ito's formula. After
that, we start to apply the techniques we have learnt to financial products, the
easiest of which is probably Black-Schole's formula and we proceed to other
exotic derivatives and credit models.

◎－－－　到達目標　－－－◎

In today's financial industry, whether wittingly or not, one uses lots of
formulas derived from mathematical models developed by means of stochastic
process. With that in mind, this course aims to teach students to understand:

-how a formula such as Black-Schole's is derived, where there is a limit to
applicability and what market conditions assure applicability.

-based on what is learned, how to extend theory faced with new environment
not necessarily covered in the course.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Presentation: 50%
Exam: 50%
(50 % by analysis and 50 % by comprehension by students)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Steven E. Shreve "Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time
Models" Springer 2004 ISBN 0387401016, ￥ 7,848

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

On the linguistic side, English is a language of communication. This course is
quite technical. The mathematical prerequisite is, therefore, rather high.
Measure theoretical probability is a must and some knowledge of stochastic
process is highly desirable.
Preparation before a lecture: 1 hour - try to understand and brush upon the
technical side of next lecture
Preparation after a lecture: 2 hours - review the technical etc. side of the
previous lecture

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

Risk-Neutral Pricing (4 lecturers)
1-Risk-Neutral Measure
2-Martingale Representation Theorem
3-Fundamental Theorems of Asset Pricing
4-Dividend-Paying Stocks
Relations with Partial Differential Equations (4 lecturers)
5-Stochastic Differential Equations
6-Markov Property
7-Partial Differential Equations
8-Interest Rate Models
Exotic Options (4 lecturers)
9-Maximum of Brownian Motion with Drift
10-Knock-out Barrier Options
11-Lookback Options
12-Asian Options
Change of Numeraire (3 lecturers)
13-Numeraire
14-Foreign and Domestic Risk-Neutral measures
15-Forward Measures

◎－－－　備考欄　－－－◎

Unless you have well founded prior knowledge of mathematics,
this course is not for you.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10277-01協力ゲーム理論講義Ａ

後期 2  1 授業形態:講義近郷　匠
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　複数の企業と労働者たち、あるいは複数の学校と受験生たちをそれ
ぞれの希望に基づきお互いに割り当てる問題を２部マッチング問題と
いう。こういった問題は現実に多くの人々のキャリア形成に大きな影
響を与えるため非常に重要である。現実にあるこういった問題では、
多くの参加者が割り当ての決定方式（割り当てルール）に満足できる
ような「良い」方式の設計が求められており、経済学の観点から近年
多大な貢献がなされている。
　本講義では、この２部マッチング問題の理論的側面を基礎から学
ぶ。２部マッチング問題の特徴とその主要な結果を、それをもたらす
論理を含めて理解することを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・２部マッチング理論の基礎となるモデルを理解する。
・モデルにおいて基礎的な命題を導く証明の過程を厳密に理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

２部マッチング理論の基礎的なモデルにおいて代表的な解の概念を正
確に理解できているか、また、基礎的な命題の証明を説明できるかを
評価の基準とする。
講義での小テスト30％、講義での発表70％を目安に総合的に評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Roth and Sotomayor(1992)“Two-sided Matching” In Aumann
and Hart(eds)“Handbook of Game Theory with Economic Applications,
Volume 1” Elsevier Science Publishers B.V., North Holland, Chapter16
 このテキストは福岡大学図書館「電子ジャーナル・電子ブック」から
検索することで電子ファイルを入手できる。したがって、受講するに
あたり、本自体を購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　内容を大まかに理解することではなく、論理を厳密に理解すること
を目指すので、細部にわたって緻密な思考が求められる。テキストで
は定理の証明が述べられていないものがあるが、これらに関しても必
要ならば講義内で証明を扱う。そのために、テキストで引用されてい
る論文を参照することもある。なお、テキストは上記のとおり、福岡
大学図書館に所蔵されている。

事前学習：数学を道具とし、英語によって書かれた文献を輪読するた
め、数学（集合と論理）および英語読解に関して必要な基礎的知識を
習得済みの者が望ましい。またそれだけでなく、各回の授業で扱われ
るテキストの箇所を事前に読み、細かな点を含めて、論理的に分から
なかった点を授業までに明確にしておくこと。各回の事前学習は2時
間を目安とする。

事後学習：授業で扱った定理の証明の論理を細部を含めて完全に理解
し、独力で証明を説明できる(再現できる)ことの確認をすること。各
回の事後学習は2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

テキストに挙げた文献の1節から3節までを以下の予定で輪
読する。
ただし、受講生の理解次第で計画が調整される可能性があ
る．

1.ガイダンス
2.数学準備・命題の真偽
3.数学準備・命題の証明技法
4.テキスト1節および2節・2部マッチング理論の実践例
5.テキスト2節・2部マッチングとオークションでの談合
6.テキスト3節・2部マッチングの様々なモデルの違い
7.テキスト3節・結婚モデルの詳細
8.テキスト3節・大学入試モデル
9.テキスト3節・大学入試モデルにおける単純な選好
10.テキスト3節・大学入試モデルにおける安定性
11.テキスト3節・大学入試モデルにおける安定性とコアの
関係
12.テキスト3節・大学入試モデルにおけるより複雑な選好
13.テキスト3節・大学入試モデルにおける安定マッチング
の存在証明
14.テキスト3節・割り当てモデルの詳細
15.テキスト3節・割り当てモデルにおける安定性とコアの
関係



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10207-01金融論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義野澤　亘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代の経済において貨幣は改めていうまでもなく、広く使われてい
る。貨幣の果たしている役割とは何だろうか？歴史上では、現在の日
本で使われている硬貨・紙幣などに加えて貝・特定の形状の岩石・金
属や農産物・タバコ・ガソリンなどが貨幣として使用された事例が知
られている。どのような特徴を持った物体が貨幣として使われやす
い、あるいは使われるべきだろうか？また、技術の発展によって、貨
幣の持つ役割は縮小するだろうか？貨幣は、国債などの資産に比べる
とリターンが低いがそれでも保有されているのはなぜだろうか？決済
手段として競合する関係にある信用とどのような関係にあるのか？
　このように、貨幣に関して様々な疑問がある。この講義では、こう
いった疑問を検討するための貨幣経済学の理論を学ぶ。前半ではその
ための準備として、動的計画法を学び、後半でそれに基づいて貨幣経
済の代表的なモデルを学ぶ。このモデルを用いて、貨幣にまつわる代
表的な疑問にどのような答えを出せるかを検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貨幣の持つ特徴を理解し、標準的なモデルを理解できる
貨幣の標準的なモデルを用いて貨幣に関する現象を分析できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験（100％）：貨幣のモデルを解き、それを用いて分析できる
かを問う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
Rocheteau, G. and E. Nosal (2017). Money, Payments, and Liquidity, MIT
Press, 2nd Edition.
今井 亮一, 佐々木 勝, 清水 崇, 工藤 教孝（2007）『サーチ理論―分権
的取引の経済学』、東京大学出版会

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

予習：参考書・論文の対応する部分を読んでおく。（30分）
復習：参考書・論文の対応する部分・講義資料を読み、用語の意味・
議論の流れを理解する。（１時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１５回の講義を以下の計画で行います。

1. 数学の準備１；集合・距離空間
2. 数学の準備２；最適化（１）
3. 数学の準備３；最適化（２）
4. 数学の準備４；不動点定理
5. 数学の準備５；動的計画法（１）
6. 数学の準備６；動的計画法（２）
7. Kiyotaki-Wrightモデル
8. Kiyotaki-Wrightモデル
9. Trejos-Wight-Shiモデル
10.Trejos-Wight-Shiモデル
11.Kocherlakota(1998)
12.Kocherlakota(1998)
13.Lagos-Wrightモデル
14.Lagos-Wrightモデル
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10208-01金融論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義野澤　亘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代の経済において貨幣は改めていうまでもなく、広く使われてい
る。貨幣の果たしている役割とは何だろうか？歴史上では、現在の日
本で使われている硬貨・紙幣などに加えて貝・特定の形状の岩石・金
属や農産物・タバコ・ガソリンなどが貨幣として使用された事例が知
られている。どのような特徴を持った物体が貨幣として使われやす
い、あるいは使われるべきだろうか？また、技術の発展によって、貨
幣の持つ役割は縮小するだろうか？貨幣は、国債などの資産に比べる
とリターンが低いがそれでも保有されているのはなぜだろうか？決済
手段として競合する関係にある信用とどのような関係にあるのか？
　このように、貨幣に関して様々な疑問がある。この講義では、こう
いった疑問を検討するための貨幣経済学の理論を学ぶ。基本的に、準
備としての数学と貨幣モデルの基礎を扱う「金融論講義A」の単位取
得を前提としている。これに引き続き、特に貨幣と信用・金融仲介・
銀行との関係に重点をおき中心的なモデルを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貨幣の持つ特徴を理解し、標準的なモデルを理解できる
貨幣の標準的なモデルを用いて貨幣と信用・金融仲介・銀行との関係
に関する現象を分析できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験（100％）：貨幣のモデルを解き、それを用いて分析できる
かを問う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
Rocheteau, G. and E. Nosal (2017). Money, Payments, and Liquidity, MIT
Press, 2nd Edition.
今井 亮一, 佐々木 勝, 清水 崇, 工藤 教孝（2007）『サーチ理論―分権
的取引の経済学』、東京大学出版会

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

「金融論講義A」の単位を取得していることを履修の前提とする。
予習：参考書・論文の対応する部分を読んでおく。（30分）
復習：参考書・論文の対応する部分・講義資料を読み、用語の意味・
議論の流れを理解する。（１時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１５回の講義を以下の計画で行います。

1. Berentsen-Camera-Waller (2007)
2. Berentsen-Camera-Waller (2007)
3. Cavalcanti-Wallace (2009)
4. Cavalcanti-Wallace (2009)
5. Sanches-Williamson (2010)
6. Sanches-Williamson (2010)
7. Williamson (2012)
8. Williamson (2012)
9. Gu-Mattesini-Wright (2015)
10.Gu-Mattesini-Wright (2015)
11.Lotz-Zhang (2016)
12.Lotz-Zhang (2016)
13.Rocheteu-Wright-Zhang (2018)
14.Rocheteu-Wright-Zhang (2018)
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10291-01経済学史演習「経済理論と計量手法を学ぶ」（過去の理論をいかに学び、現代の経済をいかに見るか）

２年通年 8  1 授業形態:演習山崎　好裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この演習を受講される皆さんは、専門的な研究論文を作成するのは
初めてだと思います。ですから、どこから手を付けていいのか、とて
も不安に思っていることでしょう。
　論文作成の基本とは何でしょうか。それは、過去の研究史をよく理
解し、その分野で自分が研究すべき問題は何かを見出すことです。で
すから、とにかく関心分野の研究論文を片っ端から読んでください。
読んで分からなければ、解説的な書籍に立ち返ったり、数学のおさら
いをしたりしましょう。そうやって一つ一つの論文をマスターしてい
くのです。
　この演習では、計量的なデータ分析の手法を学ぶとともに、各自の
研究テーマについて皆で討論して理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　一人の研究者としての努力のなかから見えてくるのが、自分が情熱
を持って研究に取り組めるテーマです。一人の研究者が付け加えられ
る内容は、たいてい、そう多くはありません。そういう地道な積み重
ねのなかで経済学も発展してきたのです。何か一つ、自分の研究を通
じて学問的に貢献できるものを見出していきます。

＊それぞれの年次で以下のような目標を達成してもらいます。

1年次
　各自の関心分野の論文･書籍を学び、研究テーマを設定する。

2年次
　各自のテーマに基づいて研究論文･専門書を読み、資料･データを集
めて論文を作成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各自の能力に照らしながら、努力と達成度とを事前に公表する基準
に照らして評価します。（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

山澤成康『実戦計量経済学入門』（日本評論社）2004年　
ISBN978-4641159198

＊貸与しますので購入の必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　演習では、事前に自分の研究に関連する文献についてよく読み込
み、疑問点をまとめてくることが大切です。その上で、事後に他のメ
ンバーと議論し、教員の指導を受けて、初めて理解が深まります。自
分の研究を含めて、授業外に個人ですべき学習時間は相当量に上りま
す。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

＊各年の授業計画は下記のとおりです。

1．各人の研究テーマの報告

2．推計のテクニック（1）記述統計

3．推計のテクニック（2）推測統計

4．さらに進んだテクニック（1）単回帰

5．さらに進んだテクニック（2）重回帰

6．最小二乗法以外の推計法（1）最尤法

7．最小二乗法以外の推計法（2）操作変数法

8．機械的予測法（1）時系列モデル

9．機械的予測法（2）MA

10．機械的予測法（3）AR

11．単位根と共和分（1）単位根

12．単位根と共和分（2）共和分

13．季節調整とフィルター（1）季節調整

14．季節調整とフィルター（2）フィルター

15．各人の研究テーマの確認

16．研究論文の読解（1）先行研究

17．研究論文の読解（2）理論

18．研究論文の読解（3）実証

19．研究論文の読解（4）構成

20．研究論文の読解（5）参考文献

21．研究論文の読解（6）注

22．研究論文の読解（7）数式

23．研究論文の読解（8）グラフ

24．研究論文の読解（9）表

25．研究論文の読解（10）タイトル

26．修士論文の研究発表（1）ページ番号

27．修士論文の研究発表（2）目次

28．修士論文の研究発表（3）図表番号

29．修士論文の研究発表（4）注の作成

30．修士論文の研究発表（5）参考文献の作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10205-01経済学史講義Ａ「古典派から新古典派へ：黎明と白昼」（英語文献の読解を通じて経済理論を身に付ける）

前期 2  1 授業形態:講義山崎　好裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　皆さんがこの研究科で専門的に学ばれる経済学は、文科系の諸学の
なかでも、とても理論的、また数学的なものです。そして、どういう
専門の研究に進んで行かれるにしても、経済学のいろいろな理論につ
いて知っておくことは不可欠であると言ってよいでしょう。
　しかし、大学院入学前に経済学の理論をどの程度学習し、修得して
いるかは人それぞれでしょう。また、理論の深い意味内容や他の理論
との繋がりを、まだ十分に理解していない人も多いかもしれません。
いずれにしても、そうした素養なしにいきなり専門の勉強を始めたの
では、研究テーマの設定に結びつく深い理解が妨げられかねません。
　本講義では、経済学研究科で学ぼうとする全ての皆さんへの入門的
な意味合いで、経済理論を､歴史を通じて､基礎からある程度高度なと
ころまで学んでいきます。
　前期に開講されるこの講義では、古典派以前の経済理論、古典派体
系の構造、マルクス経済学の数学的構造、新古典派の構造について学
習します。
　役立つ講義ですので、新入生の皆さんは必ず履修されることが望ま
しいでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．経済理論の全体像はどうなっていて、どのように現実の経済の分
析に用いられるのか。

2．理論の構造や内容を通して見えてくる、経済学という学問の意味
や今後はどうなのか。

これから大学院での学習や研究に励まれる皆さんには必須の、そうし
た知識を身に付け理解します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　テスト（60％)､授業への参加度合い（40％）で評価します｡

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Tsoulfidis, L. Competing Schools of Economic Thought 2010, Springer　
ISBN978-3540926931

＊貸与しますので、購入の必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前の学習としては、英文を読んでおいてください。事後の学習と
しては、式の展開や計算方法を確認しておいてください。
　私に連絡や質問、相談がある場合は、メールが便利です。アドレス
はyamazaki@cis.fukuoka-u.ac.jpです。自分の研究を含めて、授業外に個
人ですべき学習時間は相当量に上ります。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1､経済理論の起源（重商主義）

2､経済理論の起源（重農主義）

3.アダム・スミスの『諸国民の富』（市場メカニズムと価
値の理論）

4.アダム・スミスの『諸国民の富』（経済成長の理論）

5.リカードの『経済学原理』（価値の理論）

6.リカードの『経済学原理』（比較生産費説）

7.マルクスの『資本論』（剰余価値と利潤）

8.マルクスの『資本論』（転形問題）

9.古典派の構造（生産の線形理論）

10.古典派の構造（セイの法則）

11.新古典派の構造（限界革命）

12.新古典派の構造（純粋交換経済）

13.資本理論とケンブリッジ論争（資本を伴った生産）

14.資本理論とケンブリッジ論争（新古典派の生産関数））

15.前期の確認



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10206-01経済学史講義Ｂ「現代経済学への歩み：分岐と収斂」（英語文献の読解を通じて経済理論を身に付ける）

後期 2  1 授業形態:講義山崎　好裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　皆さんがこの研究科で専門的に学ばれる経済学は、文科系の諸学の
なかでも、とても理論的、また数学的なものです。そして、どういう
専門の研究に進んで行かれるにしても、経済学のいろいろな理論につ
いて知っておくことは不可欠であると言ってよいでしょう。
　しかし、大学院入学前に経済学の理論をどの程度学習し、修得して
いるかは人それぞれでしょう。また、理論の深い意味内容や他の理論
との繋がりを、まだ十分に理解していない人も多いかもしれません。
いずれにしても、そうした素養なしにいきなり専門の勉強を始めたの
では、研究テーマの設定に結びつく深い理解が妨げられかねません。
　本講義では、経済学研究科で学ぼうとする全ての皆さんへの入門的
な意味合いで、経済理論を､歴史を通じて､基礎からある程度高度なと
ころまで学んでいきます。
　後期に開講されるこの講義では、ケインズ経済学の構造、新古典派
マクロ経済学の諸学派、「新」ケインズ経済学の構造について学習し
ます。
　役立つ講義ですので、新入生の皆さんは必ず履修されることが望ま
しいでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．経済理論の全体像はどうなっていて、どのように現実の経済の分
析に用いられるのか。

2．理論の構造や内容を通して見えてくる、経済学という学問の意味
や今後はどうなのか。

これから大学院での学習や研究に励まれる皆さんには必須の、そうし
た知識を身に付け理解します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　テスト（60％）､授業への参加度合い（40％）で評価します｡

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Tsoulfidis, L. Competing Schools of Economic Thought 2010, Springer　
ISBN978-3540926931

＊貸与しますので、購入の必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前の学習としては、英文を読んでおいてください。事後の学習と
しては、式の展開や計算方法を確認しておいてください。
　私に連絡や質問、相談がある場合は、メールが便利です。アドレス
はyamazaki@cis.fukuoka-u.ac.jpです。自分の研究を含めて、授業外に個
人ですべき学習時間は相当量に上ります。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.競争と独占（完全競争）

2.競争と独占（費用曲線）

3.ケインズの一般理論（有効需要の理論）

4.ケインズの一般理論（流動性選好理論）

5.新古典派総合（IS-LM分析とモジリアニの総合）

6.不均衡マクロ経済学（有効需要と概念的需要）

7.マネタリズムの隆盛と衰退（フィリップス･カーブ）

8.マネタリズムの隆盛と衰退（国際収支へのマネタリスト･
アプローチ）

9.新古典派マクロ経済学（合理的期待形成仮説）

10.新古典派マクロ経済学（ルーカス型供給関数）

11.実物的景気循環アプローチ（成長と循環）

12.実物的景気循環アプローチ（生産性ショック）

13.「新」ケインズ経済学の復活（名目値の硬直性）

14.「新」ケインズ経済学の復活（実質値の硬直性））

15.後期の確認



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10210-01経済史Ⅰ（東洋）講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義瀬戸林　政孝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では、最近の近代アジア経済史に関する主要な研究紹介と研究
のサーベイを行う。アジア経済史は比較的新しい領域であるが、近年
の研究上の進展には目覚ましいものがある。研究の進展の背景には、
近年の急速なアジアの成長があるが、本講義では、この点を踏まえ
て、19世紀から20世紀中葉までのアジアの社会経済史の特徴を把握す
ることを目的とする。
今年度は、授業計画にあるように、アジア経済史に関する主要なト
ピックを取りあげて、授業を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近代以降のアジアの多様な経済的特徴について知り、参加者の興味の
ある特定の地域の経済的特徴が説明できるようになることを目標とす
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト（70％）、授業に対する取組と発表（30％）
評価基準は、近代以降のアジアの多様な経済的特徴について知り、参
加者の興味のある特定の地域の経済的特徴が説明できるようになった
かどうか、とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
飯島渉他編『シリーズ20世紀中国史　1』東京大学出版会、2009年、
4104円（ISBN：9784130251518）。　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

中国やアジアの近代史、経済史に関する興味のある者、基礎的知識を
修得済みの者が望ましい。また、事前学習として授業中に提示した文
献（論文等）を読んでから授業に参加し、事後学習では授業で提示さ
れた問題を解き、そして、授業を通じて学んだこと、考えたことをま
とめることが求められる。
各回の事前学習は、2時間を目安とする。また、各回の事後学習を2時
間行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　16世紀から18世紀のアジア世界（アジア間の関
係）
第3回　16世紀から18世紀のアジア世界（アジア貿易）
第4回　16世紀から18世紀のアジア世界（商品経済）
第5回　16世紀から18世紀のアジア世界（在来綿業）
第6回　19世紀以降のアジア世界（大分岐）
第7回　19世紀のヨーロッパとアジア（自由貿易）
第8回　19世紀のヨーロッパとアジア（取引）
第9回　20世紀初頭のアジア（アジア間貿易）
第10回　20世紀初頭の中国（工業化）
第11回　20世紀初頭の中国（中国経済）
第12回　20世紀初頭の東南アジア（植民地経済）
第13回　世界大恐慌とアジア（中国）
第14回　戦後アジア（アジア諸国の成長）
第15回　まとめ（20世紀アジア）　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10267-01経済史Ⅱ（西洋）講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義西村　道也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済史は、経済問題を歴史的に考える分野です。人類は、生存する
ために、生産や分配に代表される経済問題に取り組んできました。経
済問題を解決する方法としては、伝統（もしくは慣習、互酬）・命令
（もしくは指令、再分配）・市場という三つの類型が歴史上存在する
といわれています。これら三つの類型がどのように現れるのかは、時
間と空間によって異なります。
　我々が生きている現代は、市場が優勢な世界だと考えられていま
す。その源流は、世界に先駆けて産業革命を経て工業化した西洋、特
に西ヨーロッパであると考えられています。そのため、西洋経済史に
ついて思索する時間を持つことは、現代経済を考える上で意義のある
ことだといえるでしょう。
　本講義では、西洋経済史についての導入的なテキストを講読しま
す。西洋経済史の前近代から近現代までの展開とその基本的な枠組や
知識を扱ったテキストとして、ハイルブローナー他『経済社会の形
成』を講読します。
　講義では、担当者を決めて、テキストの内容を要約した報告をして
もらいます。各自の報告に対しては、教員が解説を行います。また、
期末には、テキストの内容理解と内容について論じる能力を問う論述
試験を課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 経済問題を歴史という視点から考えることができるようになる
2. 前近代から近現代に至るまでの西洋経済史の基本的な枠組や知識を
理解し、説明できるようになる
3. 報告を通じて、論理的に首尾一貫し、論点の明瞭なプレゼンテー
ションができるようになる
4. 論述試験を通じて、自らの考えを論じる能力を大学院生として十分
なレベルに高める

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は、報告（50%）ならびに期末の論述試験（50%）によって行
います。
　基準は、1. 経済問題を歴史という視点から考えることができるよう
になったかどうか、2. 前近代から近現代に至るまでの西洋経済史の基
本的な枠組や知識を理解し、説明できるようになったかどうか、3. 報
告を通じて、論理的に首尾一貫し、論点の明瞭なプレゼンテーション
ができるようになったかどうか、4. 論述試験を通じて、自らの考えを
論じる能力を大学院生として十分なレベルに高めたかどうか、の4点
とします。
　なお、正当な理由のない欠席は、低評価の原因となります。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
・ R・ハイルブローナー、W・ミルバーグ『経済社会の形成［原著第
12版］』菅原歩訳、丸善出版、2014年。ISBN 978-4621066218（2,808
円）
参考文献については、必要に応じて随時紹介します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、受講者は次回読む箇所を読んできてください。報
告担当者は、該当箇所を要約したレジュメを作成してください。各回
の事前学習は、2時間を目安とします。
　各回の事後学習を2時間行い、前回読んだ箇所の復習をしてくださ
い。分からないことがあれば、教員に質問をしたり、図書館やWEBを
活用して調べたりすると、より明確な理解につながるでしょう。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　『経済社会の形成』「第1章　経済問題とは何か」
の講読と解説
第3回　『経済社会の形成』「第2章　市場経済以前」の講
読と解説
第4回　『経済社会の形成』「第3章　市場経済の登場」の
講読と解説
第5回　『経済社会の形成』「第4章　産業革命」の講読と
解説
第6回　『経済社会の形成』「第5章　工業技術のインパク
ト」の講読と解説
第7回　『経済社会の形成』「第6章　大恐慌」の講読と解
説
第8回　『経済社会の形成』「第7章　公共部門の登場」の
講読と解説
第9回　『経済社会の形成』「第8章　ヨーロッパにおける
現代資本主義の登場」の講読と解説
第10回　『経済社会の形成』「第9章　資本主義の黄金時
代」の講読と解説
第11回　『経済社会の形成』「第10章　黄金時代の終わ
り」の講読と解説
第12回　『経済社会の形成』「第11章　社会主義の興亡」
「第12章　経済生活のグローバル化」の講読と解説
第13回　『経済社会の形成』「第13章　なぜ貧しいままの
国があるのか」「第14章　情報化経済の形成」の講読と解
説
第14回　『経済社会の形成』「第15章　問題と可能性」の
講読と解説
第15回　期末の論述試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10255-01経済時系列分析講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義栗田　高光
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、経済の時系列データ（例えば、物価、金利、為替
レートなどの時系列データ）を分析するための数学的手法を学んでい
きます。
　マクロ経済や金融の時系列データは、平均や分散などが時間に依存
する特性を持つことが多く、実際の分析では、こうした特性に配慮し
た適切な手法を用いることが大切です。授業では、経済時系列分析に
必要な数学的手法について、基礎的な内容から学び始め、徐々に発展
した内容に進んでいきます。
　関連論文についての発表やレポート作成、理解度を確認するための
試験など、学生の皆さんが主体的に参加する形式の授業となります。
「履修上の留意点」をよく読んでから、受講するようにして下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　経済時系列データの特性を把握し、分析に必要な理論や手法を理解
することです。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　目安として、授業中に実施する試験を７０％、発表およびレポート
を３０％として、総合的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この講義は、「計量経済学」、「統計学」および「線形代数学」の
予備知識を必要とします。履修にあたっては十分に注意して下さい。
事前学習として、講義中に宿題を出しますので、次回の講義までに解
いてきて下さい。発表ないしレポートの形式で、その宿題の解答を報
告してもらいます。次回の講義までの事前学習は、２時間行って下さ
い。また、事後学習としては、講義での板書や配布したプリントを基
に講義内容を復習し、重要ポイントを正確に理解するようにして下さ
い。各回の事後学習も２時間行って下さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．経済時系列データとは
２．経済時系列データの特性
３．単変量自己回帰(AR)モデル
４．共分散定常
５．AR(1)モデルの定常性
６．AR(k)モデルの定常性
７．最尤法の考え方
８．最尤推定と尤度比検定
９．非定常性と単位根
10．AR(1)モデルの非定常性
11．確率トレンドと確定トレンド
12．AR(k)モデルの非定常性
13．共和分の考え方
14．誤差修正モデル
15．試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10256-01経済時系列分析講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義栗田　高光
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、経済の時系列データ（例えば、物価、金利、為替
レートなどの時系列データ）を分析するための数学的手法を学んでい
きます。
　マクロ経済や金融の時系列データは、平均や分散などが時間に依存
する特性を持つことが多く、実際の分析では、こうした特性に配慮し
た適切な手法を用いることが大切です。授業では、経済時系列分析に
必要な数学的手法について、基礎的な内容から学び始め、徐々に発展
した内容に進んでいきます。
　関連論文についての発表やレポート作成、理解度を確認するための
試験など、学生の皆さんが主体的に参加する形式の授業となります。
「履修上の留意点」をよく読んでから、受講するようにして下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　経済時系列データの特性を把握し、分析に必要な理論や手法を理解
することです。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　目安として、授業中に実施する試験を７０％、発表およびレポート
を３０％として、総合的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この講義は、「計量経済学」、「統計学」および「線形代数学」の
予備知識を必要とします。履修にあたっては十分に注意して下さい。
事前学習として、講義中に宿題を出しますので、次回の講義までに解
いてきて下さい。発表ないしレポートの形式で、その宿題の解答を報
告してもらいます。次回の講義までの事前学習は、２時間行って下さ
い。また、事後学習としては、講義での板書や配布したプリントを基
に講義内容を復習し、重要ポイントを正確に理解するようにして下さ
い。各回の事後学習も２時間行って下さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．非定常性と共和分の復習
２．共和分と誤差修正モデルの関係
３．線形代数の復習（ベクトルと行列の演算）
４．線形代数の復習（固有値と固有ベクトル）
５．多変量自己回帰(VAR)モデル
６．VAR(1)モデルの定常性
７．VAR(k)モデルの定常性
８．VARモデルと単位根
９．共和分多変量自己回帰(CVAR)モデル
10．CVARモデルの移動平均表現
11．CVARモデルと確定トレンド
12．CVARモデルと最尤法
13．縮小ランク回帰と尤度関数
14．CVARモデルでの共和分ランク検定
15．試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10308-01経済数学演習

２年通年 8  1 授業形態:演習藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　まずは、各自、修士論文の論題を決定します。そして、関連文献に
書かれた、統計を含む数式の行間を埋める作業をしていきます。さら
には、データを最新のものに改めていき、分析もやり直していきま
す。
　上記の段階に達しない修士一年次生は、下記参考書の判例や実証分
析を再現してもよろしいかと思われます。加えて、文献のサーベイ
（論点を１０文章：センテンスでまとめること）を並行して行ってく
ださい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

この演習の到達目標は、
　１）２年間で、修士論文(修論)を仕上げること
　２）公聴会形式の発表会前の期日までに修論を提出すること
　３）発表会では、PDFまたはパワーポイントを用いて修論を発表す
ること
　４）その発表会で、質疑に適切な応答を行うこと
　５）問題点を修正し、期日までに図書館用の修論を提出すること
の五項目です。なお、例年の期日としては、公聴会形式の発表会まで
の提出期限が修士２年次の１月初旬、その発表会は修士２年次の１月
中旬から２月初旬、そして、図書館用の提出期限は３月初旬です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　基本的な評価の基準としては、A）税法に関する基本的な判例や学説
を自分の言葉で正確に説明できているか、B）消費税以外の累進課税制
度の基礎となる非線形の方程式モデルを理解し、該当する弾力性の大
小を求めることができているか、C）自分が修論に選んだ税法に関する
十分なデータを集め、そのデータに基づいて適切な推定を行ない、そ
の税法に関する問題点や提言を自分の言葉で正確に説明できている
か、などを考えています。
　評価の方法とそれらの割合は基本的に以下の通りです：各学期末に
レポートを提出（２年次秋までに計３回）する２７％、２年次１月ま
でに論文を完成させる６０％、発表会での適切な質疑応答１３％の計
１００％で評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　これと言ったテキストは使用しません。なお、参考書は以下のとお
りです。
　金子・佐藤・増井・渋谷編著『ケースブック租税法』弘文堂、4,500
円程度：ＩＳＢＮ978-4-335-30512-2　Ｃ1332.
　中里・増井編著『租税法判例六法』有斐閣、3,000円程度：ＩＳＢＮ
978-4-641-00148-0　Ｃ3532.
　松浦・マッケンジー著『ミクロ計量経済学』東洋経済新報社、5.500
円程度：ＩＳＢＮ978-4-492-31392-3　Ｃ3033.
　奥村・黒木著『LATEX2e美文書作成入門（改訂第７版）』技術評論
社、3,500円程度：ＩＳＢＮ978-4-7741-8705-1.
　なお、参考書は授業開始後先生からの指示を待って購入してくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　レポートおよび修士論文作成には、ＴＥＸを使用します。なお、事
前学習として、毎週合計１２０分間、インターネットなどで、ＴＥＸ
の使い方や次回の発表者への質問やテーマを予習し、専門用語の意味
等を理解してください。なお、他山の石ではないですが、人の発表を
多く聞くことが肝心です。事後的には、それらと比較して、自分の弱
点を見つけ、毎週合計１２０分間は、自分の発表練習を何度も繰り返
してください。したがって、これらの予習復習には、毎週合計２４０
分間は、時間を割くことに心掛けましょう。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　以下の【内容テーマ】を一つあたり３コマ(２７０分)～
７コマ(６３０分)程度の時間をかけて、１年間で３０コマ
(２，７００分)ずつ進む予定です。つまり、２年間で合計
６０コマ(５，４００分)行います。
【内容テーマ】
０１．論文、レポート、作文の違い
０２．過去の修士論文からの諸注意
０３．テーマの決定
０４．データの収集
０５．データの分析
０６．中間報告
０７．完成
０８．２年次１月提出
０９．２年次１月末２月初旬発表会
１０．合否判定、修正
１１．２年次３月初旬最終版提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10227-01経済数学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現実の経済はきわめて複雑である。よって、それらの因果関係をただちに
理解することは不可能であると言っても過言ではない。
　そこで、慎重に単純化された理論分析の骨組みとして、経済モデルが必要
となる。もちろん、経済モデルが数学的である必要はない。
　しかし、数学的であれば、モデルは、変数とパラメータからなる方程式か
らなり、適切な数学的計算をすることによって、仮定から論理的に導かれる
結論が入手可能となる。
　経済数学あるいは数理経済学は、経済学の一部門ではなく、複雑な経済を
慎重に単純化したモデルを用いて分析する、科学的な分析手法のひとつと言
える。
　仮定から結論に至るまで、それなりの修行が必要だが、運転免許証をとり
始めたころ、テレビゲームをし始めたころを思い出そう。今では、簡単にで
きることも、最初は、できないものである。
　とにかく、数学的な証明力をつける前に、解ける数学を目指してくださ
い。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義の到達目標は、
　１）修士論文作成に必要な数学の計算能力を身につけること
　２）修士論文作成に必要な経済モデルを構築できる能力を身につけること
　３）修士論文作成に必要な経済分析と経営分析の仕方を身につけること
　４）修士論文作成に必要な税法の専門的な知識を修得すること
の四項目です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　基本的な評価の基準としては、A）最適化問題に関する静学モデルの各方
程式の意味を理解し、その解を求めることができるか、B）多変数を変換す
る際に、ヤコビアンを正確に計算することができるか、C）所得税・法人
税・相続税に関する仕組みならびに問題点を自分の言葉で正確に説明できて
いるか、などを考えています。
　評価の方法とそれらの割合は、基本的に以下の通りです：学期末までに、
A)B)C)に関する章末問題と読書感想文などのレポートを提出する６０％；講
義中の妥当な質疑応答１０％；小テスト・期末試験３０％の計１００％で
す。なお、レポートは、修士論文作成の練習を兼ねて、ＴＥＸを用いて書い
ていただきたい。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　これと言ったテキストは使用しません。なお、参考書は以下のとおりで
す。
　チャン・ウエンライト著小田ら訳『現代経済学の数学基礎』上：ＩＳＢＮ
978-4-916092-88-5　Ｃ3033・下：ＩＳＢＮ978-4-916092-89-2　Ｃ3033、CAB
出版（各3,400円程度）。
　ホッグRVクレイグ共著『数理統計学導論』、高等教育出版：ＩＳＢＮ
7-04-015557-5（1,200円程度）。
　高田直芳著『「経営分析」入門』、日本実業出版社：ＩＳＢＮ
978-4-534-05180-6（2,800円程度）。
　Thomas　Nechyba著　MICROECONOMICS with　Calculus(2nd.ed.)　
Cemgagebrain.com:ＩＳＢＮ978-1-305-65046-8（＄200程度）。
　金子・清水・宮谷・畠山共著『税法入門(第7版)』、有斐閣新書：ＩＳＢ
Ｎ978-4-641-09159-7（1,000円程度）。
　奥村・黒木著『LATEX2e美文書作成入門（改訂第７版）』技術評論社、
3,500円程度：ＩＳＢＮ978-4-7741-8705-1.
　なお、参考書は授業開始後先生からの指示を待って購入してください。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に、毎週合計８０分間は、参考書の練習問題を解いてください。ま
た、インターネットや指定した参考書で、毎週合計８０分間は、次回の授業
範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくことも肝心です。また、事
後的には、毎週合計８０分間は、英語論文の和訳をしたり、ほかの学生の解
き方と自分の解き方の違いを比較してください。したがって、これらの予習
復習には、毎週合計２４０分間は、時間を割くことに心掛けてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　授業は、以下の【内容テーマ】を一つあたり１コマ(９
０分)～２コマ(１８０分)程度の時間をかけて、半年間で計
１５コマ(１，３５０分)進む予定です。ただし、学生の理
解度または研究分野の興味の度合いによって、内容を一部
変更することもあります。
【内容テーマ】
０１．数理経済学の性格
０２．変数とパラメータ　
０３．関数と包絡線
０４．集合
０５．部分均衡分析
０６．一般均衡分析
０７．行列代数
０８．線型モデル
０９．非線形モデル
１０．微分偏微分全微分
１１．比較静学
１２．最適化問題
１３．指数および対数関数
１４．選択変数が２個以上
１５．まとめ・期末試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10228-01経済数学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現実の経済はきわめて複雑である。よって、それらの因果関係をただちに
理解することは不可能であると言っても過言ではない。
　そこで、慎重に単純化された理論分析の骨組みとして、経済モデルが必要
となる。もちろん、経済モデルが数学的である必要はない。
　しかし、数学的であれば、モデルは、変数とパラメータからなる方程式か
らなり、適切な数学的計算をすることによって、仮定から論理的に導かれる
結論が入手可能となる。
　経済数学あるいは数理経済学は、経済学の一部門ではなく、複雑な経済を
慎重に単純化したモデルを用いて分析する、科学的な分析手法のひとつと言
える。
　仮定から結論に至るまで、それなりの修行が必要だが、運転免許証をとり
始めたころ、テレビゲームをし始めたころを思い出そう。今では、簡単にで
きることも、最初は、できないものである。
　とにかく、数学的な証明力をつける前に、解ける数学を目指してくださ
い。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義の到達目標は、
　１）修士論文作成に必要な数学の計算能力を身につけること
　２）修士論文作成に必要な経済モデルを構築できる能力を身につけること
　３）修士論文作成に必要な経済分析と経営分析の仕方を身につけること
　４）修士論文作成に必要な税法の専門的な知識を修得すること
の四項目です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　基本的な評価の基準としては、A）動学分析における、連立微分方程式と
連立差分方程式の各方程式の意味を理解し、その解を求めることができる
か、B）最適制御問題に関する各方程式の意味を理解し、その解を求めるこ
とができるか、C）贈与税・固定資産税・消費税に関する仕組みならびに問
題点を自分の言葉で正確に説明できているか、などを考えています。
　評価の方法とそれらの割合は、基本的に以下の通りです：学期末までに、
A)B)C)に関する章末問題と読書感想文などのレポートを提出する６０％；講
義中の妥当な質疑応答１０％；小テスト・期末試験３０％の計１００％で
す。なお、レポートは、修士論文作成の練習を兼ねて、ＴＥＸを用いて書い
ていただきたい。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　これと言ったテキストは使用しません。なお、参考書は以下のとおりで
す。
　チャン・ウエンライト著小田ら訳『現代経済学の数学基礎』上：ＩＳＢＮ
978-4-916092-88-5　Ｃ3033・下：ＩＳＢＮ978-4-916092-89-2　Ｃ3033、CAB
出版（各3,400円程度）。
　ホッグRVクレイグ共著『数理統計学導論』、高等教育出版：ＩＳＢＮ
7-04-015557-5（1,200円程度）。
　高田直芳著『「経営分析」入門』、日本実業出版社：ＩＳＢＮ
978-4-534-05180-6（2,800円程度）。
　Thomas　Nechyba著　MICROECONOMICS with　Calculus(2nd.ed.)　
Cemgagebrain.com:ＩＳＢＮ978-1-305-65046-8（＄200程度）。
　金子・清水・宮谷・畠山共著『税法入門(第7版)』、有斐閣新書：ＩＳＢ
Ｎ978-4-641-09159-7（1,000円程度）。
　奥村・黒木著『LATEX2e美文書作成入門（改訂第７版）』技術評論社、
3,500円程度：ＩＳＢＮ978-4-7741-8705-1.
　なお、参考書は授業開始後先生からの指示を待って購入してください。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に、毎週合計８０分間は、参考書の練習問題を解いてください。ま
た、インターネットや指定した参考書で、毎週合計８０分間は、次回の授業
範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくことも肝心です。また、事
後的には、毎週合計８０分間は、英語論文の和訳をしたり、ほかの学生の解
き方と自分の解き方の違いを比較してください。したがって、これらの予習
復習には、毎週合計２４０分間は、時間を割くことに心掛けてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　授業は、以下の【内容テーマ】を一つあたり１コマ(９
０分)～２コマ(１８０分)程度の時間をかけて、半年間で計
１５コマ(１，３５０分)進む予定です。ただし、学生の理
解度または研究分野の興味の度合いによって、内容を一部
変更することもあります。
【内容テーマ】
０１．制約付最適化問題
０２．経済動学と積分法
０３．連続型の時間　
０４．高階微分方程式
０５．離散型の時間
０６．連立方程式の動学モデル
０７．線型計画法
０８．非線形計画法
０９．確率変数
１０．最尤法
１１．事前分布．
１２．事後分布
１３．十分統計量
１４．ベイズリスク
１５．まとめ・期末試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10213-01経済政策理論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義今泉　博国
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　温暖化問題への排出量取引制度や課税制度の導入、市場で取引のな
い自然がもたらす経済的価値の測定など、環境政策への経済的手法の
議論が展開されている。
　本講義では、様々な環境問題に対し経済学はどのような分析手法を
提供しているのか、そして現実の課題である地域再生と環境との関連
性を踏まえたうえで、諸問題の解決にどのように貢献しているのか、
これらを学ぶことを目的とし、下記のテキストを使用する。
　今年度は指定したテキストの基礎的部分を輪読することにより環境
問題とその経済学的分析手法を学び、受講生諸君との討論を中心に環
境政策の特徴や問題点を探っていきたい。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・環境と経済の関係を理解できる。
・環境問題に対する経済的手法の有効性を説明することができる。
・環境問題への関心を高め、新聞等の論説を批判的に検討することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

次の2つの基準で総合的に評価する。
①講義での発表や討論：50～60％
②レポート提出：40～50％
 については、環境問題の現状と原因を正確に理解しているか、環境政
策の有効性を自らの言葉で論理的に説明できているかを評価の基準と
する。
 については、レポートの課題に相応しいデータを十分に集めたのか、
またそのデータに基づいて自分の見解を明確に表現しているかを評価
に基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

時政勗・薮田雅弘・今泉博国・有吉範敏編著『環境と資源の経済学』
勁草書房、2007年。2,900円＋税。　ISBN-10: 4326547847

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本講義はゼミ形式で行います。授業計画のテーマに従ってテキスト
や関連する文献をあらかじめ読んでもらい、それをもとに各人に発表
をしてもらいます。
　討論の時間で指摘された問題点等について、あらためて復習しても
らいます。
　なお、事前・事後の学習時間の目安は、各々2時間程度です。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　環境経済学の基礎
第1回　イントロダクション
第2回　経済活動と自然の機能
第3回　物質循環と環境問題
第4回　環境問題への経済学的接近
第5回　市場経済と外部性
第6回　コモンプールとコモンズの悲劇
第7回　環境政策の目標
第8回　環境政策の諸手段
第9回　インセンティブと経済的手段
第10回　環境政策の主体
第11回　持続可能な発展とは
第12回　環境保全と観光
第13回　地域再生と観光
第14回　生物多様性の経済学
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10214-01経済政策理論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義今泉　博国
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　温暖化問題への排出量取引制度や課税制度の導入、市場で取引のな
い自然がもたらす経済的価値の測定など、環境政策への経済的手法の
議論が展開されている。本講義では、様々な環境問題に対し経済学は
どのような分析手法を提供しているのか、そして現実の諸問題の解決
にどのように貢献しているのか、これらを学ぶことを目的とし、下記
のテキストを使用する。
　本講義では、現実に生起している諸問題を題材に取り上げ、受講生
諸君との討論を中心に経済問題と密接に関連する環境問題を取り上
げ、その経済学的分析手法の特徴や問題点を探っていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・環境と経済の関係を理解できる。
・環境問題に対する経済的手法の有効性を説明することができる。
・環境問題への関心を高め、新聞等の論説を批判的に検討することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　次の2つの基準で総合的に評価する。
①講義での発表や討論：50～60％
②レポート提出：40～50％
 については、環境問題の現状と原因を正確に理解しているか、環境政
策の有効性を自らの言葉で論理的に説明できているかを評価の基準と
する。
 については、レポートの課題に相応しいデータを十分に集めたのか、
またそのデータに基づいて自分の見解を明確に表現しているかを評価
に基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

時政勗・薮田雅弘・今泉博国・有吉範敏編著『環境と資源の経済学』
勁草書房、2007年。2,900円＋税。　ISBN-10: 4326547847

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本講義はゼミ形式で行います。授業計画のテーマに従ってテキスト
や関連する文献をあらかじめ読んでもらい、それをもとに各人に発表
をしてもらいます。
　討論の時間で指摘された問題点等について、あらためて復習しても
らいます。
　なお、事前・事後の学習時間の目安は、各々2時間程度です。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　環境経済学の応用と展開
第1回　イントロダクション
第2回　環境の価値とは
第3回　環境の価値をいかに測るか
第4回　貿易と環境問題
第5回　TPPと国際環境政策
第6回　地球温暖化の現状と課題
第7回　地球温暖化の諸対策
第8回　廃棄物の現状と課題
第9回　資源管理と廃棄物対策
第10回　国土政策と環境保全
第11回　地域間格差の現状と課題
第12回　地域の環境政策
第13回　観光と地域再生
第14回　持続可能なツーリズムに向けて
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10203-01経済動学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義西田　圭吾
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義の中心は、経済成長の理論分析です。経済成長理論を学習
し、長期的な経済の成長と発展のプロセスと国際間の所得格差の源泉
について議論します。まず、具体的な問題意識をいくつか確認した
後、主要な基本モデル（新古典派成長モデル、AKモデル、水平的・垂
直的技術革新のモデル）について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済成長の分野における研究課題を理解し、それを分析するための手
法を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の発表（50％）と小テスト（50％）を目安に総合的に評価す
る。
経済成長論の研究課題を把握し、それに取り組むための分析手法を身
につけているかが評価の基準です。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：　P. Aghion and P. Howitt, "The Economics of Growth," 2009,
MIT Press, ISBN: 978-0262012638, 9500円程度。

参考文献：D. Romer, "Advanced Macroeconomics," 2018, McGraw-Hill,
ISBN:978-1260185218, 10000円程度。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1．中級レベルのミクロ経済学に関する十分な知識を有すること。た
とえば、効用最大化、利潤最大化、均衡、効率性、競争均衡の厚生的
性質などの概念を十分に理解していること。
2．中級レベルの計量経済学に関する十分な知識を有すること。
3．数学に関する一定の知識、すなわち、微分積分学、線形代数学、
確率論・数理統計、制約条件付き最大化問題の解法、に関する基礎知
識を有すること。
4．英語で不自由なく経済学の文献を読めること。
の4点を前提とする。

マクロ経済学の前提知識はほとんど不要であるが、以前にまったくマ
クロ経済学に触れたことのない人は、いくつかの用語や概念を分かり
づらいと感じるかもしれない。そのようなことが心配される人は、講
義が始まるまでに学部初級か中級レベルのマクロ経済学の教科書を学
習することを勧める。

事前学習：授業前にはテキストの該当箇所を読んでおくこと。（120
分）

事後学習：毎週授業後には、授業で扱ったテキストの内容を式展開を
含めて完全に理解しておくこと、テキストの章末問題を解くこと、ま
た重要な文献については元論文や関連論文を読んで理解を深めるこ
と。（120分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回：ガイダンス
第2回：経済成長理論の研究課題
第3回：ソローモデルの基礎
第4回：ソローモデルの応用
第5回：ラムゼイモデルの基礎
第6回：図を用いたラムゼイモデルの分析
第7回：AKモデル
第8回：AKモデルと新古典派成長モデルの比較
第9回：水平的技術革新モデル
第10回：水平的技術革新モデルの実証研究
第11回：一部門の垂直的技術革新モデル
第12回：多部門の垂直的技術革新モデル
第13回：成長会計とTFPの測定
第14回：成長会計の注意点
第15回：金融契約のある内生成長理論

受講生の理解状況や関心によって、予定は変更されること
があります。

必要に応じて、微分・差分方程式や動学的最適化の基礎に
ついて取り扱う可能性があります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10204-01経済動学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義西田　圭吾
◎－－－　授業の概要　－－－◎

経済動学講義Aで学んだ基本モデルを使って、より発展的な内容や最
近の議論を取り扱い、残された研究課題についても検討します。具体
的には、所得格差、技術移転、産業構造の変化、競争政策などと経済
成長の関係を議論します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済成長の分野における研究課題を理解し、それを分析するための手
法を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の発表（50％）と小テスト（50％）を目安に総合的に評価す
る。
経済成長論の研究課題を把握し、それに取り組むための分析手法を身
につけているかが評価の基準です。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：　P. Aghion and P. Howitt, "The Economics of Growth," 2009,
MIT Press, ISBN: 978-0262012638, 9500円程度。

参考文献：D. Romer, "Advanced Macroeconomics," 2018, McGraw-Hill,
ISBN:978-1260185218, 10000円程度。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1．中級レベルのミクロ経済学に関する十分な知識を有すること。た
とえば、効用最大化、利潤最大化、均衡、効率性、競争均衡の厚生的
性質などの概念を十分に理解していること。
2．中級レベルの計量経済学に関する十分な知識を有すること。
3．数学に関する一定の知識、すなわち、微分積分学、線形代数学、
確率論・数理統計、制約条件付き最大化問題の解法、に関する基礎知
識を有すること。
4．英語で不自由なく経済学の文献を読めること。
の4点を前提とする。

マクロ経済学の前提知識はほとんど不要であるが、以前にまったくマ
クロ経済学に触れたことのない人は、いくつかの用語や概念を分かり
づらいと感じるかもしれない。そのようなことが心配される人は、講
義が始まるまでに学部初級か中級レベルのマクロ経済学の教科書を学
習することを勧める。

事前学習：授業前にはテキストの該当箇所を読んでおくこと。（120
分）

事後学習：毎週授業後には、授業で扱ったテキストの内容を式展開を
含めて完全に理解しておくこと、テキストの章末問題を解くこと、ま
た重要な文献については元論文や関連論文を読んで理解を深めるこ
と。（120分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回：信用制約、富の格差、および成長
第2回：技術移転と収斂
第3回：技術移転、信用制約、および収斂
第4回：市場規模と技術開発
第5回：Skill-Biased Technical Change
第6回：General-Purpose Technologyと成長率
第7回：General-Purpose Technologyと賃金格差
第8回：マルサスの議論と経済停滞
第9回：経済成長の諸段階
第10回：制度と成長の実証分析
第11回：制度と成長の理論分析
第12回：競争政策と経済成長率
第13回：参入と退出
第14回：教育投資と新古典派成長モデル
第15回：教育投資と内生成長モデル

受講生の理解状況や関心によって、予定は変更されること
があります。

必要に応じて、微分・差分方程式や動学的最適化の基礎に
ついて取り扱う可能性があります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10217-01経済発展論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義中島　章子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済発展論について学ぶ。開発経済学も念頭におきながら学習した
い。
最初に短期モデルとして、マクロ経済学の有効需要政策と比較静学を
理解できるようにする。そのために計算を用いるので、全微分と行列
表示を教える。これは経済政策の効果を理解するために学習するもの
である。
　経済発展論および開発経済学について学習する。　マクロの基礎は
できているものとして今年からは経済発展論を講義する。通常の成長
論、成長会計を学ぶ。それに、経済構造、外部経済、市場構造などを
学ぶ。最後に貧困の罠、成長と格差、分配の問題を取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.成長論、成長会計を理解する。

2.経済発展論の基礎を理解する。
貧困の罠、成長と格差の問題を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業での理解度５％、貢献度５％、課題とレポート９０%で総合的
に判断する。課題があるところは課題を重く評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

福田慎一、『マクロ経済学入門』 、有斐閣アルマ。
バナジー、デュプロ、『貧乏人の経済学』、みすず書房。
トマ・ピケティ、『21世紀の資本』、みすず書房。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業のプリントを配布する。参考文献をつけるので授業で参照する
こと。
　事前・事後学習として、テキストをよく読んでおくこと。一回の授
業に対して事前学習９０分と事後学習の合計が180分が大学院の原則
と思います。課題を読んでいただくところは事前学習が必要となりま
す。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　経済発展の指標
2.　短期のモデル　ISバランス式
3.　位相図
4.　比較静学
5.  成長論
6.  ハロッド・ドーマーモデル
7.　新古典派成長論
8. 技術進歩　技術進歩の分類とその測り方、技術革新、技
術移転
9.　成長会計　生産面から
10. 成長会計　需要面から
１１.内生的成長論.規模の経済、外部経済
12.不確実性、競争政策、産業構造、産業政策
構造改革
13.　貧困の罠
14. 成長と格差
15. 成長と分配

　
以上を15回に分けて学ぶ。予定の変更はあり得
る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10218-01経済発展論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義中島　章子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済発展論および開発経済学について学習する。これを産業連関分
析との関連で学習する。これは総投下労働量という概念を用いて学習
する。総投下労働量は総必要労働量と同じで、これは雇用誘発係数に
等しい。これは総労働生産性という概念を用いて学習するのと同じで
ある。 総投下労働量の概念を用いて経済発展の過程、景気の上昇局面
には産業間の付加価値の連鎖が大きいことを理解できる。

 主に全労働生産性と付加価値生産性、それらと経済構造に関する理解
を深める。技術進歩と経済成長、経済発展の過程における長期的な価
格の動きについても理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

総必要労働量、総投下労働量、雇用誘発係数を理解する。経済発展と
それとの関連を理解する。経済発展の過程においては付加価値の産業
間の連鎖が大きいことを理解する。技術進歩、全労働生産性の計り方
を理解する。経済発展の過程においては産業間の差異が小さくなって
いることを理解する。自国のデータでデータ分析する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業での報告5%、コメント5%， 課題、レポートを総合的に判断す
る。特に課題を重く、90%で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　『経済発展の産業連関分析』日本評論社刊、2001年を用いる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業のプリントを配布する。参考文献をつけるので授業で参照する
こと。
　事前・事後学習として、テキストをよく読んでおくこと。  パソコ
ンに習熟していることが必要です。事前学習９０分、事後学習180分
が大学院の原則と思いますが、この授業に対しては。事後学習の比率
が高くなると思います。事後学習は講義時間の2倍の180分と思いま
す。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　総投下労働量の計り方
2.　データの取り込み
3.　データの加工、部門統合
4.　資本コストの計り方
5.     輸出入の扱い
6.   プログラムを動かす
7.  総投下労働量、総必要労働量、雇用誘発係数
8.  時系列の比較
9.  産業構造との関連
10. 景気循環との関連
11. 技術進歩 、技術進歩率の計り方
12. 経済発展と価格との関連
13. 成長論
14. 課題  自国のデータを取り込む。
15.  課題 自国のデータ分析をする。
経済発展の過程を如何に総投下労働量を用いて説明できる
か、を展開する。

通常の成長論にもできるだけ言及したい。

　
以上を15回に分けて学ぶ。予定の変更はあり得る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10330-01計量経済学基礎講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義鍵原　理人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本基礎講義の目的は，大学院で研究を進めるに当たって必要となろう基
礎的な計量経済学を修得することである．計量経済学は経済に潜む何らか
の法則性を観測に基づいて明らかにする為の方法論であり，その理論は統
計学に基づいて展開される．これまでに様々な手法が開発され研究されて
きたが，特に，回帰分析は計量経済学の基礎的な手法となっている．
　前期（計量経済学基礎講義A）では古典的回帰モデルを確実に修得する
ことを目指す．それを前提として，後期（計量経済学基礎講義B）では
データの生成過程をより現実的に改めたモデルに焦点を当てていく予定で
ある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・確率変数に関する基礎的な諸概念（分布関数や密度関数，期待値，相
関，独立性など）を理解し，その内容を解説することができる．
・統計学に関する基礎的な諸概念（統計量や標本分布，不偏推定量，有効
推定量，有意水準，検出力など）を理解し，その内容を解説することがで
きる．
・計量経済学に関する基礎的な諸概念（最小二乗法，古典的回帰モデル，
最良線型不偏推定量など）を理解し，その内容を解説することができる．
・観測に基づいて客観的に言及可能な事柄と不可能な事柄を峻別し，か
つ，その統計理論的な根拠を説明できる．
・各自が直面する課題に関して統計学と計量経済学に基づいて考察でき
る．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表や質疑応答などの講義中の取組50％，レポート・試験などの成果物
50％を目安として総合的に評価する．その際，設定された課題に対して，
統計学や計量経済学の基礎的な概念や理論を踏まえた上で，自身の見解を
論理的に展開できているかどうかを評価の基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】以下を予定していますが，最終決定は初回の講義時に面談の
上で行います．従って，事前に購入する必要はありません．
藤山（2007）『統計学からの計量経済学入門』昭和堂
ISBN:9784812207413, 定価3000円＋税
【参考文献】
1．統計学：
倉田・星野（2009）『入門統計解析』新世社
森棟・照井・中川他（2015）『統計学（改訂版）』有斐閣
2．計量経済学：
岩田（1983）『経済分析のための統計的方法（第2版）』東洋経済新報社
大森（2017）『計量経済学』新世社
鹿野（2015）『新しい計量経済学：データで因果関係に迫る』日本評論社
黒住（2016）『計量経済学』東洋経済新報社
田中（2015）『計量経済学の第一歩』有斐閣
山本（1995）『計量経済学』新世社
3．統計学・計量経済学の数学的基礎として：
岡田（2001）『経済学・経営学のための数学』東洋経済新報社
矢野・石原編（1984）『微分積分』裳華房
＊その他，講義において適宜紹介します．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　大学院での学習に備えて（つまり，事前学習として），基礎的な数学
（特に，微分積分）を復習もしくは自習して下さい．また，講義で示され
る統計学・計量経済学上の諸概念については，その定義を確実に理解して
下さい（事後学習）．それなくしては次回の講義を理解することが困難に
なりますので，定義の確実な理解は講義の事前学習としても大切です．更
に，講義中に提示される課題についてレポートを作成して下さい（事後学
習）．以上を参考として，各回の事前事後学習に充てる時間は少なくとも
4時間程度を目安にして下さい．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回．本講義の主題と文献案内
【単回帰と記述統計】
第2回．回帰直線と最小二乗法
【確率的基礎】
第3回．確率変数と確率分布
第4回．期待値とその性質
第5回．2次元の確率分布とその性質
第6回．正規分布とその関連分布
【単回帰と統計的推測】
第7回．古典的単回帰モデル
第8回．最小二乗推定量の標本分布論
第9回．推定論の基礎概念と最小二乗推定量
第10回．検定論の基礎概念
第11回．単回帰モデルにおける仮説の検定
【重回帰の基礎】
第12回．行列とその演算
第13回．行列と回帰の幾何的側面
第14回．古典的重回帰モデルと最小二乗推定量
第15回．まとめと試験
＊受講生の準備状況に応じて授業計画には変更の可能性が
あります．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10331-01計量経済学基礎講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義鍵原　理人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本基礎講義の目的は，大学院で研究を進めるに当たって必要となろう基
礎的な計量経済学を修得することである．計量経済学は経済に潜む何らか
の法則性を観測に基づいて明らかにする為の方法論であり，その理論は統
計学に基づいて展開される．これまでに様々な手法が開発され研究されて
きたが，特に，回帰分析は計量経済学の基礎的な手法となっている．
　前期（計量経済学基礎講義A）では古典的回帰モデルを確実に修得する
ことを目指す．それを前提として，後期（計量経済学基礎講義B）では
データの生成過程をより現実的に改めたモデルに焦点を当てていく予定で
ある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・確率変数に関する基礎的な諸概念（確率収束や分布収束など）を理解
し，その内容を解説することができる．
・統計学に関する基礎的な諸概念（大数の法則や中心極限定理，一致性，
漸近正規性，最尤法など）を理解し，その内容を解説することができる．
・計量経済学に関する基礎的な諸概念（一般化回帰モデルや一般化最小二
乗法，操作変数法など）を理解し，その内容を解説することができる．
・観測に基づいて客観的に言及可能な事柄と不可能な事柄を峻別し，か
つ，その統計理論的な背景を説明できる．
・各自が直面する課題に関して統計学と計量経済学に基づいて考察でき
る．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表や質疑応答などの講義中の取組50％，レポート・試験などの成果物
50％を目安として総合的に評価する．その際，設定された課題に対して，
統計学や計量経済学の基礎的な概念や理論を踏まえた上で，自身の見解を
論理的に展開できているかどうかを評価の基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】以下を予定していますが，最終決定は初回の講義時に面談の
上で行います．従って，事前に購入する必要はありません．
難波（2015）『計量経済学講義』日本評論社
ISBN：9784535558359，価格：2300円＋税
【参考文献】
1．計量経済学：
浅野・中村（2009）『計量経済学（第2版）』有斐閣
岩田（1983）『経済分析のための統計的方法（第2版）』東洋経済新報社
黒住（2016）『計量経済学』東洋経済新報社
末石（2015）『計量経済学：ミクロデータ分析へのいざない』日本評論社
畠中（1996）『計量経済学の方法（改訂版）』創文社
藤山（2007）『統計学からの計量経済学入門』昭和堂
Greene (2018) Econometric Analysis (8th edition), Pearson Education
Stock and Watson (2015) Introduction to Econometrics (updated 3rd edition),
Pearson Education
2．統計学・計量経済学の数学的基礎として：
岡田（2001）『経済学・経営学のための数学』東洋経済新報社
笠原（1982）『線形代数学』サイエンス社
＊その他，講義において適宜紹介します．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本講義は計量経済学基礎講義A（前期開講）を前提として組み立てられ
ます．事前学習として，計量経済学基礎講義Aの講義内容を復習して下さ
い．また，講義で示される計量経済学上の諸概念については，その定義を
確実に理解して下さい（事後学習）．それなくしては次回の講義を理解す
ることが困難になりますので，定義の確実な理解は講義の事前学習として
も大切です．更に，講義中に提示される課題についてレポートを作成して
下さい（事後学習）．以上を参考として，各回の事前事後学習に充てる時
間は少なくとも4時間程度を目安にして下さい．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回．古典的回帰モデル（前期の復習）
【重回帰と統計的推測】
第2回．多変量正規分布とその性質
第3回．重回帰モデルと線型制約の検定
第4回．漸近理論の基礎概念
第5回．大標本検定
第6回．データ生成過程の検討
第7回．一般化回帰モデルと一般化最小二乗法
第8回．一般化最小二乗推定量の性質
第9回．操作変数法
第10回．最尤法とモーメント法
【計量経済学の各論】
第11回．時系列モデル
第12回．パネルデータモデル
第13回．質的従属変数モデル
第14回．準実験と処置効果
第15回．まとめと試験
＊前期（計量経済学基礎講義A）の進捗具合に応じて授業
計画には変更の可能性があります．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10247-01ゲーム理論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義西原　宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　　　Game theory is the study of the rational decision-making of the people
who are in a strategic interaction.   This theory began as a mathematical
analysis of parlor games such as chess and poker in the early 20th century.   In
1944, John von Neumann and Oskar Morgenstern published the book entitled
“Theory of Games and Economic Behavior” to show the big potential of
game theory for the analysis of economic activities.  After this book, many
researchers used this theory to investigate various economic issues, and
obtained fruitful outcomes.  Now, game theory is a standard　analytical tool
in microeconomics.
　   Game theory consists of two subfields: non-cooperative game theory and
cooperative game theory.  The former focuses rational decision-making of
players under the assumption that they cannot make a binding contract.  The
latter focuses rational binding contract among group of players.  Further, non-
cooperative game theory is divided into two parts: the theory of complete
information games (the structure of the game is common knowledge among
the players) and the theory of incomplete information games (the structure of
the game is NOT common knowledge among the players).  This course
explains non-cooperative game theory, especially, the theory of complete
information games.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Goals of this course:
① To understand the notion of Nash equilibrium, and to calculate it in a given
normal form game.
② To understand the notion of subgame perfect Nash equilibrium, and to
calculate it in a given extensive form game.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Grading policy:  The students are required to solve small problems and/or to
explain logics of analysis in the class.  Their scores are evaluated by their
performance in such cases (100%).
 
Grading criterion: how much the student accumplished the goals ① and ②
stated above.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Textbook:  Game theory for applied economists by Robert Gibbons, Princeton
Univesity Press
ISBN: 0-691-00395-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Language: English
Home study: Students should read the corresponding pages of the textbook
before each class (60 minutes).  They also should read again the textbook and
try exercise after each cass (60 minutes).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

Course schedule:
1. Introduction
2. Normal form representation
and iterated elimination of strictly dominated strategies
3. Nash equilibrium
4. Cournot model of duopoly
5. Bertrand model of duopoly
6. Final-offer arbitration
7. The problem of commons
8. Mixed strategy equilibrium
9. Extensive form game
10. Backward induction
11. Stackelberg model of duopoly
12. Sequential bargaining
13. Subgame perfection
14. Two-stage repeated game
15. Infinitely repeated game



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10248-01ゲーム理論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義西原　宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　ゲーム理論とは，互いに利害を及ぼし合う場面に直面した人々の合
理的意思決定状況を探究する理論である．この理論は，20世紀始めに
チェスやポーカーのような室内ゲームを数理的に分析することから始
まった．1944年にvon Neumann and Morgensternによる古典的名著「ゲー
ムの理論と経済行動」（Theory of Games and Economic Behavior）が出
版されてからは，経済活動も分析対象とするようになり，今日では多
くの経済問題がゲーム理論によって研究されている．
　ゲーム理論の体系は，大別すると個人の合理的意思決定を問題とす
る非協力ゲームの理論と，集団としての合理的な契約のあり方を問題
とする協力ゲームの理論に分けられる．非協力ゲームの理論は，プレ
イヤーがゲームの構造（互いの効用関数やゲームのルールなど）を互
いに良く知り合っている完備情報ゲームとそうでない不完備情報ゲー
ムに分けられる．本講義では，非協力ゲームの理論の中の不完備情報
ゲームについて解説する．
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ベイジアンナッシュ均衡の概念を理解し、具体的なゲームで導出で
きる．
②完全ベイジアン均衡の概念を理解し、具体的なゲームで導出でき
る．
③オークション、ダブルオークションの各モデル、シグナリングゲー
ムについてゲームの構造と均衡を説明することができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・ベイジアン・ナッシュ均衡を理解し導出できる．
・ベイジアン・ナッシュ均衡の応用例を解説できる．
・完全ベイジアン・ナッシュ均衡を理解し導出できる．
・完全ベイジアン・ナッシュ均衡の応用例を解説できる．

成績評価方法
・期末試験によって評価する（100％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　学部において，ゲーム理論の基礎が出来ておれば，「経済学のため
のゲーム理論入門」（ギボンズ著）をテキストとする．ゲーム理論の
基礎が出来てなければ，オリジナルのプリントによって基本レベルか
ら解説する．

　経済学のためのゲーム理論入門/ISBN4-423-85080-X/ 1995年出版，創
文社，￥3360．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　第１回めの講義において，学生のレベルを把握し研究目標を聞いた
うえで授業計画の細部を決定するので，必ず出席して話し合いに参加
すること．

事前・事後学習について
　授業計画にあるように授業は講義の場合と問題演習の場合がある．
講義の場合は，事前にテキストの該当箇所を読んでくることを事前学
習とし，授業の後に該当箇所の章末練習問題を解くことを事後学習と
する．問題演習の場合は，それまでに学習した内容を見直し要点を整
理してくることを事前学習とし，演習として解いた問題をもう一度解
くことを事後学習とする．どちらの場合も事前学習と事後学習は，そ
れぞれ２時間を目安とする．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回：不完備情報とベイジアンゲーム
第２回：ベイジアン・ナッシュ均衡（定義）
第３回：ベイジアン・ナッシュ均衡の導出法
第４回：ベイジアン・ナッシュ均衡の導出の演習
第５回：応用１（オークション）
第６回：応用２（ダブルオークション）
第７回：顕示原理とその応用
第８回：ベイジアン・ナッシュ均衡に関する問題演習
第９回：完全ベイジアン均衡（定義）
第１０回：完全ベイジアン均衡の導出法
第１１回：完全ベイジアン均衡の導出の練習
第１２回：応用１（シグナリングゲーム）
第１３回：応用２（就職市場におけるシグナリングゲー
ム）
第１４回：完全ベイジアン均衡に関する問題演習
第１５回：期末試験
　　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10225-01公共経済学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義玉田　桂子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では公共経済学の実証研究に焦点を当てる。経済政策を行う
場合、税金が用いられるため、政策評価を行うことは重要であるが、
ある政策が効果があるのか否かを識別することは非常に難しい。この
講義を通して、政策評価がどのように進化していったか、なぜ政策評
価が難しいのかについて学んでもらう。この講義を通じて得られた知
識は受講生が実証研究を行う際に非常に役に立つだろう。
　講義では、毎回分担を決め、英語の論文を報告してもらい、論文で
指摘されている問題について議論してもらう。また、論文を読むこと
で、その論文がどのような研究計画のもと書かれたものかを理解して
もらう。講義で取り上げる英語の論文についてはイントロダクショ
ン、もしくは講義の際に紹介する。講義の後半では研究計画書の書き
方について学び、実際に研究計画書を描いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・公共経済学で取り上げる概念を説明できる。
・実証研究についても理解できる。
・研究計画書を書ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義での発表（50％）、平常点（20％）、研究計画書（30％）で評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

ミクロ経済学と計量経済学の基本的な知識を持っていることが望まし
い。
事前学習: 指定された論文を読んでまとめる (2時間)
事後学習: 講義で取り上げた論文にどのような問題点があるかをまと
め、研究計画書を書く準備を行う(2時間)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.イントロダクション
2.政府の役割
3.労働供給 -伝統的なアプローチ
4.労働供給 -構造推定アプローチ
5.労働供給 -構造推定アプローチへの批判
6.労働供給 -Difference in the Differences　（D-D） アプロー
チ
7.労働供給 -D-D アプローチへの批判
8.労働供給への課税の影響-企業への課税の理論
9.労働供給への課税の影響-投資への課税の効果
10.労働供給への課税の影響-他の経路を通しての投資への
課税の効果
11.研究計画書の書き方 -リサーチクエスチョン
12.研究計画書の書き方 -背景
13.研究計画書の書き方  -貢献
14.プレゼンテーションの技術
15.研究計画書の報告会



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10226-01公共経済学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義玉田　桂子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では公共経済学の実証研究に焦点を当てる。経済政策を行う
場合、税金が用いられるため、政策評価を行うことは重要であるが、
ある政策が効果があるのか否かを識別することは非常に難しい。この
講義を通して、政策評価がどのように進化していったか、なぜ政策評
価が難しいのかについて学んでもらう。この講義を通じて得られた知
識は受講生が実証研究を行う際に非常に役に立つだろう。
　講義では、毎回分担を決め、英語の論文を報告してもらい、論文で
指摘されている問題について議論してもらう。また、論文を読むこと
で、その論文がどのような研究計画のもと書かれたものかを理解して
もらう。講義で取り上げる英語の論文についてはイントロダクショ
ン、もしくは講義の際に紹介する。
　また、講義で取り上げたものや自分で関心を持ったものについて論
文に近い形のレポートを書いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・公共経済学で取り上げる概念を説明できる。
・実証研究についても理解できる。
・自分で設定した課題について分析しまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義での発表（40％）、平常点（20％）、レポート（40％）で評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

ミクロ経済学と計量経済学、研究計画書の書き方の知識を身につけて
いることが望ましい。
事前学習: 指定された論文を読み、まとめる。(2時間)
事後学習: 講義で取り上げた論文の問題点を指摘し、まとめる。レ
ポートをまとめる。(2時間)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.イントロダクション
2.社会保障 -社会保障が定年退職に与える影響
3.社会保障-公的扶助が労働参加に与える影響
4.社会保障-障害保険が労働参加に与える影響
5.所得再分配-所得分布
6.所得再分配-所得再分配の論拠
7.所得再分配-支出の発生
8.公共財の最適供給-効率性
9.公共財の最適供給-分布
10.私的材の公的供給
11.地方公共財の供給
12.政治経済-投票行動
13.政治経済-公的支出の実証分析
14.政治経済-政策改革
15. プレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10339-01公共政策論演習

２年通年 8  1 授業形態:演習森田　薫夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

This seminar will help you write the master thesis. By the end of the first year,
you are required to acquire skills to read the journal articles of economics and
to learn the frontier of research in your interests. Then, you are expected to
submit your research proposal(s).
In the second year, you are required to revise your research proposal. In each
class, you are expected to report your progress and summaries of previous
studies. By the end of the second year, you must write up your master thesis.
Note that this seminar will be either in English or in Japanese, depending on
the participant's preference.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Upon completion of this seminar, you are able to
-　write up your master thesis by the end of second year.
-　learn skills to read the journal articles and submit a research proposal by
the end of first year.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

The instructor will evaluate how you achieve the above goals. In the first year,
grade will be determined on the basis of the research proposal (100%). In the
second year, grade will be determined on the basis of the basis of active class
participation (100%).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Textbooks
There are no textbook that covers the whole course. We will select academic
articles.

References
[1] Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright, Fundamental Methods of
Mathematical Economics, McGraw-Hill, ISBN 007-123823-9
[2] Jonathan Gruber, Public Finance and Public Policy, Worth Publishers,
ISBN-10: 1-4292-7845-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

You are expected to read assigned academic articles ahead of this seminar (at
least 1 hour).
After this seminar, you are expected to review what you learn and modify
your research proposal (at least 1 hour).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-8. Preliminary math course I (Optimization problems)
9-23. Student's presentation I (Summaries of academic articles)
24-30. Writing your research proposal
31-37. Preliminary math course II (Further topics in optimization
problems)
38-45. Student's presentation II (Progress report and summaries
of academic articles)
46-52. Writing draft for your master thesis
53-60. Student's presentation III (Revise your draft)

The instructor will proceed the above contents in order.
However, they are planned for now. The instructor may change
the contents of the seminar by progress.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10337-01公共政策論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義森田　薫夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

This course will help you understand the role of public policies in the
economy. During this semester, we will focus on the theoretical and empirical
tool to analysis the impact of public policies. Note that this course will be
either in English or in Japanese, depending on the participant’s preference.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Upon completion of this course, you are able to
- explain how to apply theoretical tools to the analysis of public policies.
- explain issues involved in identifying causal impact of public policies.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

The instructor will evaluate how you achieve the above goal through a final
examination. Grades will be determined on the basis of the examination
(100 %).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

There is no textbook that can cover the whole course. The handouts are
distributed. These are based on journal articles and the following book:
Jonathan Gruber, Public Finance and Public Policy, Worth Publishers,
ISBN-10: 1-4292-7845-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

You are expected to read handouts and references ahead of lectures (1 hour).
In particular, reading references allows you to pick up details that cannot be
covered during the lecture and to know the frontier of research in public
finance.  After the lectures, you are expected to review and solve end-of-
chapter exercises (1 hour).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Guidance
2. Theoretical tools of public finance I: Indifference curve
and applications
3. Theoretical tools of public finance I: Budget constraint
and applications
4. Theoretical tools of public finance I: Constrained
optimization and applications
5. Empirical tools of public finance: Basics of statistical
analysis
6. Empirical tools of public finance: Quasi-experiments
7. Theoretical tools of public finance II: Equilibrium
8. Theoretical tools of public finance II: Social welfare
9. Externalities: Economics of negative production
externalities
10. Externalities: Public-sector remedies for externalities
11. Externalities: Applications
12. Public goods: Optimal provision of public goods
13. Public goods: Private provision of public goods
14. Public goods: Public provision of public goods
15. Public goods: Applications

The instructor will proceed the above contents in order.
However, they are planned for now. The instructor may change
the contents of the course by progress.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10338-01公共政策論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義森田　薫夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

This course will help you understand the role of public policies in the
economy. During this semester, we will focus on the theoretical and empirical
issues on taxation: tax incidence and optimal taxation. Note that this course
will be either in English or in Japanese, depending on the participant’s
preference.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Upon completion of this course, you are able to
- explain how to apply partial and general equilibrium analysis methods
to issues of taxation.
- explain the trade-off between equality and efficiency in a design of tax
policies.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

The instructor will evaluate how you achieve the above goal through a final
examination. Grades will be determined on the basis of the examination
(100 %).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

There is no textbook that can cover the whole course. The handouts are
distributed. These are based on journal articles and the following book:
Jonathan Gruber, Public Finance and Public Policy, Worth Publishers,
ISBN-10: 1-4292-7845-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

You are expected to read handouts and references ahead of lectures (1 hour).
In particular, reading references allows you to pick up details that cannot be
covered during the lecture and to know the frontier of research in public
finance.  After the lectures, you are expected to review and solve end-of-
chapter exercises (1 hour).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Guidance
2. Tax incidence: Burden of the tax on consumers and
producers
3. Tax incidence: Price elasticities
4. Tax incidence: The factor market
5. Tax incidence: The imperfectly competitive market
6. Tax incidence: General equilibrium
7. Tax incidence: Applications
8. Optimal taxation: Graphical approach
9. Optimal taxation: Elasticities determine tax inefficiency
10. Optimal taxation: Determinants of Deadweight Loss
11. Optimal taxation: Design of Efficient tax systems
12. Optimal taxation: Optimal commodity taxation
13. Optimal taxation: Optimal income taxation
14. Optimal taxation: Tax-Benefit linkages
15. Optimal taxation: Application

The instructor will proceed the above contents in order.
However, they are planned for now. The instructor may change
the contents of the course by progress.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10259-01国際貿易理論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義井手　豊也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では、まず、貿易理論の基礎となるリカード・モデルおよび
ヘクシャー・オリーン・モデルについて前期は図を主に用いての解析
を行う。これは、ミクロ理論における一般均衡の分析手法を貿易理論
に取り入れたものである。その内容は、リカード・モデルおよびヘク
シャー・オリーン・モデルにおける主たる定理である比較優位の決
定、ヘクシャー・オリーン・モデルにおける所得の再配分（ストル
パー・サミュエルソンの定理）、成長問題（リプチンスキーの定
理）、貿易政策（関税、数量制限等）の効果を分析してゆく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易理論の基礎であるリカード・モデルおよびヘクシャー・オリー
ン・モデルを理解し、分析および展開が出来るようになる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

貿易理論における基本的な定理等の本質を正しく理解し、それらを正
確に説明できるかを評価の基準とする(100%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：改訂版「ビギナーのための国際経済学」井手豊也著　晃洋
書房
ISBN978-4-7710-2593-6 　定価2300円(税別）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習としてミクロ理論の基礎知識、出来れば微分、偏微分の基礎
知識を学習する事。事後学習として英文の学術雑誌を読む事。また、
講義後の復習を60分、次の講義の予習を60分すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回～５回は、2国２財1生産要素モデル(リカード・モデ
ル）について授業を行う。　1回目は、歴史的背景につい
て。2回目は、このモデルに設けられている仮定につい
て。3回目は、閉鎖的均衡について。4回目は、比較優位に
ついて。5回目は、貿易後の均衡について。6回～12回は、
2国２財2生産要素モデル(ヘクシャー・オリーン・モデ
ル）について授業を行う。前期は主に図を使っての分析を
行う。6回目は、歴史的背景について。7回目は、このモデ
ルに設けられている仮定について。8回目は、閉鎖的均衡
について。9回目は、所得再配分について。10回目は、要
素賦存量の成長について。11回目は、比較優位について。
12回目は、貿易後の均衡について。13回～15回は貿易政策
について授業を行う。13回目は、輸入関税の種類および小
国の従価税・従量税・輸入割当の影響について。14回目
は、大国の従価税・従量税の影響について。15回目は、大
国の輸入割当について。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10260-01国際貿易理論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義井手　豊也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では、まず、貿易理論の基礎となるヘクシャー・オリーン・
モデルについて微分方程式を用いて解析を行う。これは、ミクロ理論
における一般均衡の分析手法を貿易理論に取り入れたものである。そ
の内容は、ヘクシャー・オリーン・モデルにおける主たる定理である
比較優位の決定、ヘクシャー・オリーン・モデルにおける所得の再配
分（ストルパー・サミュエルソンの定理）、成長問題（リプチンス
キーの定理）等を微分方程式を用いて解いてゆく。次に、ヘク
シャー・オリーン・モデルから派生した特殊的要素モデルや規模の経
済性を取り入れたモデルを、同じように解析してゆく。ここでは、調
整メカニズムが必要になるため、これについても論じてゆく予定であ
る。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易理論の基礎であるリカード・モデルおよびヘクシャー・オリー
ン・モデルを理解し、分析および展開が出来るようになる(100%)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

貿易理論における基本的な定理等の本質を正しく理解し、それらを正
確に説明できるかを評価の基準とする（(100%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：改訂版「ビギナーのための国際経済学」井手豊也著　晃洋
書房
ISBN978-4-7710-2593-6 　定価2300円(税別）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習としてミクロ理論の基礎知識、出来れば微分、偏微分の基礎
知識を学習する事。事後学習として英文の学術雑誌を読む事。また、
講義後の復習を60分、次の講義の予習を60分すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

後期は、2国２財2生産要素モデルに焦点を当て微分方程式
を用いて授業を行う。
　1回～５回は　ヘクシャー・オリーン・モデルについて
微分方程式を用いて分析を行う。1回目は、所得再配分に
ついて。2回目は、要素賦存量の成長について。3回目は、
閉鎖的均衡について。4回目は、比較優位について。5回目
は、貿易後の均衡について。6回～10回は特殊的要素モデ
ルについて。6回目は、特殊的要素モデルと仮定につい
て。７回目は、閉鎖的均衡について。8回目は、所得再配
分について。9回目は、要素賦存量の成長について。10回
目は，比較優位について。11回～15回は規模の経済下のモ
デルについて．11回目は、規模の経済下のモデルの歴史に
ついて。12回目は、このモデルの仮定について。13回目
は、閉鎖的均衡について。14回目は、調整メカニズムにつ
いて。15回目は、比較優位および貿易後の均衡について。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10215-01産業組織論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義阿比留　正弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大学院教育の目的は、修士論文の作成です。よい論文を作成するため
には、よいテーマを発見することがとても重要です。実際、テーマ設
定にはかなりの時間がかかっているのが現状です。
　産業組織論特別講義では、日本経済が直面する様々な問題（財政赤
字、環境問題、高齢化問題、貿易問題）に対して、受講生の視点で問
題発見と、問題解決のための研究を行っております。受講生の大半が
中国人留学生であることから、このような日本経済の問題に対する中
国の影響、中国における同様の問題も研究対象となっています。私
が、特に重視するのが学生の論文に対する視点です。
　このような視点を得るために必要な活動として、私が学部で行って
いる「ベンチャー起業論」への積極的な参加、具体的には地元企業へ
のインターンシップとその企業も問題発見と問題解決であるプロジェ
クト活動を義務付けています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業の到達目標は、修論テーマの発見です。そのための活動として、
自分が興味ある分野の企業へのインターンシップ参加とプロジェクト
活動が義務付けられています。この中で、日本の経営を実感していた
だきます。プロジェクト活動に大学院生として、学部学生の指導する
なかで、リーダーシップやメンバーシップを経験してもらいます。こ
の様な取り組みをとおして、受講生は日本の実際の企業の仕事の仕
方、人間関係、ビジネスモデルを学び、日本で就職をするのか、起業
するのか、あるいは帰国して就職するかなど将来の人生設計の参考に
なる経験をすることができます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績の評価は、インターンシップやプロジェクト活動における企業か
らのレポートや中間発表や、「対決」や「ビジネスプランコンテス
ト」における活躍を考慮します。特に評価したいのは、結果よりも、
プロジェクトでどれだけ真剣に問題発見に向けて悩んだか、問題解決
に向けて苦しんだかです。そしてその結果どれだけ成長したかを評価
したいと思います。インターンシップでは、守破離を強調しておりま
す。企業の現状、インターンシップ先の現状（守）で、公開情報で得
られる研究をしている人は６０％、現状に課題を見つけ（破）た人は
８０％、課題に対しての解決策まで見つけた人は１００％で評価しま
す。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

松原照明著　浸透する経営理念　梓書院　価格1500円プラス税
ISBN978-4-97035-499-9

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前・事後学習について、インターンシップを中心とした企業研究な
ので、インターンシップを中心に事前と事後を分けて、インターン
シップに行く前には、インターネットや新聞などの公開情報を最低で
も2時間以上。インターネットなどで調べることが重要です。事後学
習としてインターンシップに行った後は、他のメンバーとインターン
シップで学んだことを共有し、プレゼンテーションを作成することが
事後学習になります。また、プレゼンテーションを作成するにあたっ
て、直接経営者や取引先などの関係者へのインタビューも含まれ、こ
れには最低２時間以上はかかります。事前事後学習の様子を講義にお
いて発表してもらいます。
　また、受講生は、ベンチャー起業論のホームページをみて、関連講
義を出来るだけ受講してください。科目登録の前に、私に相談して下
さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
１　ベンチャー起業論との関係
２　プロジェクト活動について
３　プロジェクトの選択
４　選択企業の現状分析
５　選択企業の問題発見
６　選択企業の問題追究
７　インターンシップ先の報告（経営者の理念）
８　インターンシップ先の報告（社員の理解）
９　インターンシップ先の研究（競合企業の理解）
10　インターンシップ先の研究（取引先の理解）
11　インターンシップ先の研究（商品の理解）
12　インターンシップ先の研究（競合商品の理解）
13　インターンシップ先の研究（決算書の理解）
14　インターンシップ先の研究（まとめ）
15　企業の現状と課題の発表
８月31日　対決・理系研究室紹介

◎－－－　関連URL　－－－◎

ベンチャー起業論ＨＯＭＥ
(http://www.venture.econ1.fukuoka-u.ac.jp/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10216-01産業組織論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義阿比留　正弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大学院教育の目的は、修士論文の作成です。よい論文を作成するため
には、よいテーマを発見することがとても重要です。実際、テーマ設
定にはかなりの時間がかかっているのが現状です。
　産業組織論特別講義では、日本経済が直面する様々な問題（財政赤
字、環境問題、高齢化問題、貿易問題）に対して、受講生の視点で問
題発見と、問題解決のための研究を行っております。受講生の大半が
中国人留学生であることから、このような日本経済の問題に対する中
国の影響、中国における同様の問題も研究対象となっています。私
が、特に重視するのが学生の論文に対する視点です。
　このような視点を得るために必要な活動として、私が学部で行って
いる「ベンチャー起業論」への積極的な参加、具体的には地元企業へ
のインターンシップとその企業も問題発見と問題解決であるプロジェ
クト活動を義務付けています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業の到達目標は、修論テーマの発見です。そのための活動として、
自分が興味ある分野の企業へのインターンシップ参加とプロジェクト
活動が義務付けられています。この中で、日本の経営を実感していた
だきます。プロジェクト活動に大学院生として、学部学生の指導する
なかで、リーダーシップやメンバーシップを経験してもらいます。こ
の様な取り組みをとおして、受講生は日本の実際の企業の仕事の仕
方、人間関係、ビジネスモデルを学び、日本で就職をするのか、起業
するのか、あるいは帰国して就職するかなど将来の人生設計の参考に
なる経験をすることができます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績の評価は、インターンシップやプロジェクト活動における企業か
らのレポートや中間発表や、「対決」や「ビジネスプランコンテス
ト」における活躍を考慮します。特に評価したいのは、結果よりも、
プロジェクトでどれだけ真剣に問題発見に向けて悩んだか、問題解決
に向けて苦しんだかです。そしてその結果どれだけ成長したかを評価
したいと思います。インターンシップでは、守破離を強調しておりま
す。企業の現状、インターンシップ先の現状（守）で、公開情報で得
られる研究をしている人は６０％、現状に課題を見つけ（破）た人は
８０％、課題に対しての解決策まで見つけた人は１００％で評価しま
す。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

松原照明著　浸透する経営理念　梓書院　価格1500円プラス税
ISBN978-4-97035-499-9

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前・事後学習について、インターンシップを中心とした企業研究な
ので、インターンシップを中心に事前と事後を分けて、インターン
シップに行く前には、インターネットや新聞などの公開情報を最低で
も2時間以上。インターネットなどで調べることが重要です。事後学
習としてインターンシップに行った後は、他のメンバーとインターン
シップで学んだことを共有し、プレゼンテーションを作成することが
事後学習になります。また、プレゼンテーションを作成するにあたっ
て、直接経営者や取引先などの関係者へのインタビューも含まれ、こ
れには最低２時間以上はかかります。事前事後学習の様子を講義にお
いて発表してもらいます。
　また、受講生は、ベンチャー起業論のホームページをみて、関連講
義を出来るだけ受講してください。科目登録の前に、私に相談して下
さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ベンチャー起業論との関係
２　プロジェクト活動について
３　プロジェクトの選択
４　選択企業の研究
５　選択企業の研究２
６　選択企業の研究３
７　インターンシップ先の報告（経営者の理念）
８　インターンシップ先の報告（社員の理解）
９　インターンシップ先の研究（競合企業の理解）
10　インターンシップ先の研究（取引先の理解）
11　インターンシップ先の研究（商品の理解）
12　インターンシップ先の研究（競合商品の理解）
13　インターンシップ先の研究（決算書の理解）
14　インターンシップ先の研究（まとめ）
15　企業の現状と課題の発表
12月21日　ビジネスプランコンテスト

◎－－－　関連URL　－－－◎

ベンチャー起業論ＨＯＭＥ
(http://www.venture.econ1.fukuoka-u.ac.jp/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10223-01財政学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義山下　耕治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　財政とは、政府の行う経済活動である。日本経済の成熟化に伴っ
て、官と民の役割分担について再検討し、財政が市場にどのような影
響を及ぼすのかを議論することの重要性が一段と高まっている。ま
た、政府が果たすべき役割を達成するために、国と地方の役割分担を
どうすべきかについても近年、関心が高まっている。
　そこで本講義では、財政学の標準的な内容について、理論・制度・
実態のバランスに留意しつつ、財政の在り方とその市場への影響につ
いて検討する。出来る限り、統計資料、経済財政白書、地方財政白
書、新聞記事等を豊富に提示することで、実践的な議論を心掛ける。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・財政の在り方とその市場への影響について、経済学的な視点で評
価・分析ができる能力を身につけている。
・わが国の政府間関係について理解を深め、公共サービスの在り方・
行財政改革について、自分なりの意見をもつ姿勢が身につく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　財政学の基礎的な理論を正確に説明できるか、また、わが国の財政
状況について、自分の意見を述べることができるかを評価の基準とす
る。毎回の報告とレジュメを主たる評価対象とするが、データ分析の
レポート提出も課す。また、報告・レジュメ80％、レポート20％で評
価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。参考文献は以下のとおりである。
・Public Finance: In Theory and Practice(ISBN-13:978-0324016604)
・Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance
(ISBN-13:978-0821364925)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ミクロ経済学とマクロ経済学を十分に理解していることが望まし
い。毎回、次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解したうえ
で講義を受けること。また、講義5回に1度の頻度でレポート提出を課
すので、復習をしておくこと。各回の事前学習と事後学習は、2時間
を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回　政府活動の概要(1)：財政の仕組みと政府の組織
2回　政府活動の概要(2)：政府歳出、政府歳入、政府債務
3回　公共財(1)：公共財の概念
4回　公共財(2)：公共財の最適供給
5回　政府の存在理由：市場の失敗
6回  財政の役割：財政の3機能
7回　政府支出の理論(1)：公共投資の乗数効果、社会資本
ストックの効果
8回　政府支出の理論(2)：社会保障の経済効果、逆選抜と
モラル・ハザード
9回　政府支出の実際(1)：財政制度、予算編成過程
10回　政府支出の実際(2)：個人間の再分配政策(失業、扶
助)
11回　政府支出の実際(3)：世代間の再分配政策(年金、医
療)
12回　政府支出の実際(4)：地域間の再分配政策(公共事業)
13回　財政運営(1)：中立命題、公債の負担、クラウディン
グアウト
14回　財政運営(2)：財政赤字と持続可能性、課税平準化
15回　政府活動の歳出面に対する評価方法：費用便益分析



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10224-01財政学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義山下　耕治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　財政とは、政府の行う経済活動である。日本経済の成熟化に伴っ
て、官と民の役割分担について再検討し、財政が市場にどのような影
響を及ぼすのかを議論することの重要性が一段と高まっている。ま
た、政府が果たすべき役割を達成するために、国と地方の役割分担を
どうすべきかについても近年、関心が高まっている。
　そこで本講義では、地方財政の理論・制度・実態について解説し、
政府内(国と地方)の望ましい役割分担について検討する。出来る限
り、統計資料、経済財政白書、地方財政白書、新聞記事等を豊富に提
示することで、実践的な議論を心掛ける。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・財政の在り方とその市場への影響について、経済学的な視点で評
価・分析ができる能力を身につけている。
・わが国の政府間関係について理解を深め、公共サービスの在り方・
行財政改革について、自分なりの意見をもつ姿勢が身につく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地方財政の基礎的な理論を正確に説明できるか、また、わが国の地
方財政の状況について、自分の意見を述べることができるかを評価の
基準とする。毎回の報告とレジュメを主たる評価対象とするが、デー
タ分析のレポート提出も課す。また、報告・レジュメ80％、レポート
20％で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。参考文献は以下のとおりである。
・Public Finance: In Theory and Practice(ISBN-13:978-0324016604)
・Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance
(ISBN-13:978-0821364925)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ミクロ経済学とマクロ経済学を十分に理解していることが望まし
い。毎回、次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解したうえ
で講義を受けること。また、講義5回に1度の頻度でレポート提出を課
すので、復習をしておくこと。各回の事前学習と事後学習は、2時間
を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回　国と地方の役割分担：中央集権と地方分権、分権化
定理
2回　地方政府の規律付け：足による投票と声による投票
3回　地方財政とは何か：国と地方自治体の関係、拡大す
る地方財政
4回　地方財政制度：地方財政計画と国の関与、普通会計
と公営事業会計
5回　地方歳出の実態：目的別分類と性質的分類、公共事
業に依存した地域経済
6回  地方歳出の効率化：行政区域の最適規模、市町村合
併、道州制論議、公会計の改革
7回　福祉政策の効率化：少子高齢化社会への対応、地域
社会の再構築、公的介護保険
8回　地方歳入―地方税：地方税の原則、三割自治、受益
と負担の乖離
9回  地方税制改革：独自課税、外形標準課税
10回　地方分権下での地方税：租税競争と租税輸出
11回　財政移転の理論(1)：特定補助金と一般補助金、補助
金の経済効果
12回　財政移転の理論(2)：国庫支出金・地方交付税の問題
点
13回　地方債：住民移動と起債制限、地方債の格付け、地
方債の共同発行
14回　地方公営企業・地方公社･第三セクター：外郭団体
の実態、民営化論議
15回　地方公共サービスの新たな供給形態：新公共経営
(NPM)、PPP、PFI、指定管理者制度



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10302-01社会経済学演習

２年通年 8  1 授業形態:演習姜　文源
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この演習では修士論文を書き上げることを目標とする。学生たちは順
番に研究テーマの発表、参考文献の紹介、関連データの紹介、論文の
構成と内容を発表し、討論を行う。上記の内容で月に1回ほど４０分
ほどの発表内容を準備することになる。事前学習は発表の準備であ
り、事後学習は発表のときに指摘された内容を修正することである。
修士論文のテーマは各自が自由に選ぶが、その研究目的が明確である
ことが要求される。論文を書く上では、既存の研究にかんして十分な
サーベイを行うこと、そのサーベイのなかから他の研究者たちの問題
意識をしっかり理解することを重点的に勉強していきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

２年生は修士論文を完成すること、１年生は明確で具体的な研究テー
マを見つけることと同時に、論文にかんする議論に参加し論文の書き
方を学ぶことを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の発表、討論の内容と論文の内容（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは用いない。参考文献は必要に応じて紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習は発表の準備をすることになる（90分以上）。発表は、主
に、自分の研究テーマにかんするデータや既存研究の内容紹介とな
る。事後学習は発表のとき、指摘された問題を修正していくことにな
る（90分以上）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１－５．研究テーマの発表
６－１５、既存研究の内容紹介（発表）
１６－２０．関連データ、あるいはモデルのアイディアの
発表・討論
２１－２５．データ分析の結果、あるいはモデル分析の結
果発表・討論
２６－３０．2年目は論文、1年目はレポートの発表

このプロセスをへて、1年目はレポート、2年目は修士論文
を書き上げる。2年間の計60回になる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10167-01社会経済学学術特講

通年 4  1 授業形態:講義姜　文源
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では社会経済学の一般理論が消費、生産、国際経済問題など
にどのように応用できるかを学ぶ。講義の特徴としてはBeckerによっ
て発展した社会経済学の枠組みを基本にしながらも、行動経済学、経
済心理学などの分野の最新研究を多く、講義の内容として取り入れて
いることが挙げられる。理論の理解とその理論をベースにした政策研
究をおこなう。あらゆる経済的・社会的制度、あるいは、その制度の
歴史上の変化は効率（最適化）の観点から説明できるものなのか、そ
うでもないのか、人間の合理的選択、あるいは非合理的な選択とはど
のように定義され、理解されるべきなのか。さらには、このような抽
象的な議論が現実の経済や政策をどのように説明でき、その言説の意
味はどこにあるのかをいっしょに勉強していきたいと思っている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の考え方を理解し、社会経済学の理論がどのように政策研究に
応用できるかを理解すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート（50％）、授業中の小テスト（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは用いない。毎回、私が書いた次回の講義資料を配る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習としては、次回の講義資料をしっかり読み、その内容を考え
ること（90分）。事後学習は授業中に課した課題（主にはデータの確
認、調査）を行うこと（90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．社会経済学とは何か
２．資源配分と政府、市場、社会
３．社会関係資本の概念
４．制度の理解
５．文化、歴史、制度と社会経済
６．制度派経済学からみた社会関係資本
７．経済成長の理解
８．市場と経済成長
９．政府と経済成長
10．社会関係資本と経済成長
11．制度と経済成長
12．財産権と成長：イギリスの事例
13．財産権と成長：アメリカの事例
14．財産権、信頼、文化
15．日本の成長と制度的変化
16．中国の成長と制度的問題
17．アイデンティティーと市場
18．アイデンティティーと社会
19．マルチセルフ理論と経済学方法論
20．ベッカーの経済学
21．個人の選択における社会の影響
22．ヴェブレンとバンドワーゴン効果
23．社会関係資本と個人の選択
24．社会関係資本と市場
25．社会関係資本と政府
26．民主主義と経済成長
27．日本経済の歴史的展開
28．中国経済の歴史的展開
29．まとめ：個人の選択と社会
30．まとめ：制度の形成と社会経済の変化



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10219-01社会経済学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義姜　文源
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では社会経済学の一般理論が消費、生産、国際経済問題など
にどのように応用できるかを学ぶ。講義の特徴としてはBeckerによっ
て発展した社会経済学の枠組みを基本にしながらも、行動経済学、経
済心理学などの分野の最新研究を多く、講義の内容として取り入れて
いることが挙げられる。理論の理解とその理論をベースにした政策研
究をおこなう。あらゆる経済的・社会的制度、あるいは、その制度の
歴史上の変化は効率（最適化）の観点から説明できるものなのか、そ
うでもないのか、人間の合理的選択、あるいは非合理的な選択とはど
のように定義され、理解されるべきなのか。さらには、このような抽
象的な議論が現実の経済や政策をどのように説明でき、その言説の意
味はどこにあるのかをいっしょに勉強していきたいと思っている。A
では、授業計画の１から１５を講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の考え方を理解し、社会経済学の理論がどのように政策研究に
応用できるかを理解すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート（50％）、授業中の小テスト（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは用いない。毎回、私が書いた次回の講義資料を配る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習としては、次回の講義資料をしっかり読み、その内容を考え
ること（90分）。事後学習は授業中に課した課題（主にはデータの確
認、調査）を行うこと（90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．社会経済学とは何か
２．資源配分と政府、市場、社会
３．社会関係資本の概念
４．制度の理解
５．文化、歴史、制度と社会経済
６．制度派経済学からみた社会関係資本
７．経済成長の理解
８．市場と経済成長
９．政府と経済成長
10．社会関係資本と経済成長
11．制度と経済成長
12．財産権と成長：イギリスの事例
13．財産権と成長：アメリカの事例
14．財産権、信頼、文化
15．日本の成長と制度的変化



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10220-01社会経済学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義姜　文源
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では社会経済学の一般理論が消費、生産、国際経済問題など
にどのように応用できるかを学ぶ。講義の特徴としてはBeckerによっ
て発展した社会経済学の枠組みを基本にしながらも、行動経済学、経
済心理学などの分野の最新研究を多く、講義の内容として取り入れて
いることが挙げられる。理論の理解とその理論をベースにした政策研
究をおこなう。あらゆる経済的・社会的制度、あるいは、その制度の
歴史上の変化は効率（最適化）の観点から説明できるものなのか、そ
うでもないのか、人間の合理的選択、あるいは非合理的な選択とはど
のように定義され、理解されるべきなのか。さらには、このような抽
象的な議論が現実の経済や政策をどのように説明でき、その言説の意
味はどこにあるのかをいっしょに勉強していきたいと思っている。B
では、授業計画の16から30を講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の考え方を理解し、社会経済学の理論がどのように政策研究に
応用できるかを理解すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート（50％）、授業中の小テスト（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは用いない。毎回、私が書いた次回の講義資料を配る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習としては、次回の講義資料をしっかり読み、その内容を考え
ること（90分）。事後学習は授業中に課した課題（主にはデータの確
認、調査）を行うこと（90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．中国の成長と制度的問題
2．アイデンティティーと市場
3．アイデンティティーと社会
4．マルチセルフ理論と経済学方法論
5．ベッカーの経済学
6．個人の選択における社会の影響
7．ヴェブレンとバンドワーゴン効果
8．社会関係資本と個人の選択
9．社会関係資本と市場
10．社会関係資本と政府
11．民主主義と経済成長
12．日本経済の歴史的展開
13．中国経済の歴史的展開
14．まとめ：個人の選択と社会
15．まとめ：制度の形成と社会経済の変化



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10237-01社会工学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義齋藤　参郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　回遊性に優れた都心空間の創出に資するため、これまで10数年にわたり、福岡都心部を中心に、消費者回
遊行動調査を継続して実施してきました。回遊行動とは、都心部での渡り歩き行動、買い回り行動のことで
す。これらの回遊行動調査の継続調査を通して、1996年から1998年にかけての福岡都心部での大規模商業再
開発によって、人の流れからみた天神の重心が105m南下したこと、また、都心循環100円バスによる経済効
果が109億円であることなどを実証しました。これらの活動が認められ、2000年10月に福岡大学都市空間情
報行動研究所(FQBIC)が設立されました。
　現在、FQBICを拠点に研究活動を行っています。研究内容の詳細については、FQBICのホームページを参
照してください。http://www.qbic.fukuoka-u.ac.jp/
　これらの研究のための主な研究手法は、大きく3つに区分されます。1）政策効果の検証に関わるミクロ経
済学や統計的・ミクロ計量経済学的方法、2）実空間上での回遊・買物などの消費者行動の定式化を行う、
ミクロ経済学、空間経済学の方法や統計的モデリングの方法、3）ビッグデータやリアルタイムでの消費者
行動推定に関わる動的アルゴリズムや最適化手法、の3つです。
　社会工学特講講義では、これら3つの話題の中から受講生の関心にしたがってトピックスを選択し、ゼミ
形式で、教科書や論文の輪読と討論を行います。
　本年度は、ミクロ計量経済学と空間経済学の方法を学ぶとともに、それを回遊行動モデリングに適用する
基礎を学びます。
　最近、AngristとPischke (2009) Mostly harmless econometricsの登場によって、計量経済学の手法の取り扱い
方に大きな変化が生まれている。一つは、最小2乗法の取扱いで、従来のガウスマルコフの定理から正規性
を仮定するのではなく、ノンパラメトリックにConditional Expectation Function(CEF)を出発点にして、最小2
乗法の妥当性を論拠づける方法である。第2は、ポテンシャルアウトカムアプローチをベースにした、
Treatment Effectsや因果推論を重視する点。第3は、著者らがRegression Anatomyと呼んでいる重回帰の係数
に関する定式化とその欠落変数バイアス（Omitted Variable Bias）への適用、第4に、説明変数と誤差項との
相関に起因する内生性、自己選択バイアスへの操作変数（Instrument Variable）法からの取扱いなどであ
る。
　これらの動きは、パネルデータの分析にもおよび、これまであまり明確でなかった固定効果(fixed Effect)
と変量効果(Random Effect)モデルの違いの明確化や差の差(Difference in Difference)の分析などに結び付いて
います。
　本講義では、これらのミクロ計量経済学と呼ばれる分野の新しい考え方を理解するとともに、Stataという
統計ソフトを用いて、これらの新しい考え方にもとづいた統計的分析を実際に行います。さらに、ミクロ経
済学による政策評価の考え方、また、空間経済学にもとづいた回遊行動モデルの定式化とその統計的推定の
方法を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義の目標は以下の通りです。

ミクロ計量経済学の基本的な考え方を理解する。具体的には、1）CEF（Conditional Expectation Function）の
性質、2）CEFと最小2乗法の妥当性、3）処置効果(Treatment Effect)と因果推論、4）Regression Anatomy と回
帰係数の解釈、5）IV（Instrument Variable）法、6）Difference in Difference分析、7）固定効果、変量効果と
パネルデータ分析です。
Stataを用いて、これらの方法を実際に適用できるようなる。
EV(Equivalent Variation),　CV(Compensated Variation)の概念を理解し、ミクロ経済学による政策評価の考え
方を理解する。
層化CES効用関数を用いた空間経済学の基本的モデルを理解する。
回遊行動モデリングの基本を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義での発表(90%)、報告・議論(10%)を総合的に考慮して評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト

C. Cameron, P. K. Trivedi,Microeconometrics using Stata, Rev. ed., Stata Press, 2010, ISBN: 9781597180733.
J. D. Angrist and J.-S. Pischke, Mostly harmless econometrics, Princeton University Press, 2009, ISBN:
9780691120348.
J. D. Angrist, J.-S. Pischke大森義明訳, 『「ほとんど無害」な計量経済学』. 東京, NTT出版, 2013, ISBN:
9784757122512.
金本良嗣, 蓮池勝人, 藤原徹, 『政策評価ミクロモデル』. 東京, 東洋経済新報社, 2006, ISBN: 9784492313602.
佐藤泰裕, 田渕隆俊, 山本和博, 『空間経済学』. 東京, 有斐閣, 2011, ISBN: 9784641163737.
田中鮎夢, 『新々貿易理論とは何か : 企業の異質性と21世紀の国際経済』, ミネルヴァ書房, 2015, ISBN:
9784623074808.

補助テキスト
山本勲, 『実証分析のための計量経済学 : 正しい手法と結果の読み方』, 中央経済社, 2015, ISBN:
9784502168116.
北村行伸, 『ミクロ計量経済学入門』, 日本評論社, 2009, ISBN: 9784535555655.
田中隆一, 『計量経済学の第一歩 : 実証分析のススメ』, 有斐閣, 2015, ISBN: 9784641150287.
佐藤泰裕, 『都市・地域経済学への招待状』, 有斐閣, 2014, ISBN: 9784641150096.

参考文献

G. Imbens and J. Wooldridge, "What’s new in econometrics? Lecture 1-15," presented at the NBER Summer
Institute, 2007.
A. C. Cameron and P. K. Trivedi, Microeconometrics: methods and applications, Cambridge University Press, 2005,
ISBN: 9780521848053.
J. M. Wooldridge, Econometric analysis of cross section and panel data, 2nd ed., MIT Press, 2010, ISBN:
9780262232586.

以下は、これまでに取り上げた教科書、参考書です。

ルーエンバーガー, 『金融工学入門』, 日本経済新聞社, 2002, ISBN: 9784532132293.
刈屋武昭, 小暮厚之, 『金融工学入門』東洋経済新報社, 2002, ISBN: 9784492711576.
刈屋武昭, 『不動産金融工学とは何か？』東洋経済新報社, 2003, ISBN: 9784492653159.
藤田・クルーグマン・ベナブルズ, 『空間経済学』, 2000, 東洋経済新報社, ISBN: 9784492312858.
涌井良幸, 『道具としてのベイズ統計』, 2009, 日本実業出版社, ISBN: 9784534046475.
Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, 2007, Academic Press, ISBN: 9780125980623.
Stokey, Nancy L. and Lucas, Robert E., Recursive methods in economic dynamics, 1989, Harvard University Press,
ISBN: 9780674750968.
Boyd, Stephen P. and Vandenberghe, Lieven, Convex optimization, 2004, Cambridge University Press, ISBN:
9780521833783
Jehle, Geoffrey Alexander and Reny, Philip J. Advanced microeconomic theory 3rd ed, 2011, Prentice Hall, ISBN:
9780273731917.
I. Ntzoufras, Bayesian modeling using WinBUGS, United States, 2009, J. Wiley & Sons, ISBN: 9780470141144.
Saburo Saito, Extensions of Iterative Proportional Fitting Procedure and I-projection Modeling, 1998, Kyushu
University Press, ISBN: 4873785510.

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期　ミクロ計量経済学の基礎を理解する。

第1回
計量経済学の新しい理解(1)（Angrist[2] 第2章）目標1
第2回
計量経済学の新しい理解(2)（Angrist[2] 第2,3章）目標1
第3回
計量経済学の新しい理解(3)（Angrist[2] 第3章）目標1
第4回
Stataによる回帰分析(1)（Cameron[1]　第1,2章）目標2
第5回
Stataによる回帰分析(2)（Cameron[1]　第2,3章）目標2
第6回
回帰分析の復習(1)（田中[9]　第3,4,5章報告）
第7回
回帰分析の復習(2)（田中[9]　第6,7,8章報告）
第8回
操作変数法、パネルデータ分析（田中[9]　 第8,9章報告）
目標3
第9回
ミクロ計量経済学の適用例（山本[7]　第1-4章報告）
第10回
離散選択モデル、トービット、ヘキットモデル（山本[7]　
第5-10章報告）目標4
第11回
因果分析、操作変数、パネルデータ分析（山本[7]　第
11-15章報告）
第12回
ミクロ経済学による政策評価（金本他[4]　第1,2章報告）
第13回
層化CES効用関数,EV,CV（金本他[4]　第6章報告）目標5
第14回
空間経済学とは（佐藤他[5]　第5章報告）目標6
第15回
回遊行動モデリング　研究課題



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10238-01社会工学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義齋藤　参郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　回遊性に優れた都心空間の創出に資するため、これまで10数年にわたり、福岡都心部を中心に、消費者回
遊行動調査を継続して実施してきました。回遊行動とは、都心部での渡り歩き行動、買い回り行動のことで
す。これらの回遊行動調査の継続調査を通して、1996年から1998年にかけての福岡都心部での大規模商業再
開発によって、人の流れからみた天神の重心が105m南下したこと、また、都心循環100円バスによる経済効
果が109億円であることなどを実証しました。これらの活動が認められ、2000年10月に福岡大学都市空間情
報行動研究所(FQBIC)が設立されました。
　現在、FQBICを拠点に研究活動を行っています。研究内容の詳細については、FQBICのホームページを参
照してください。http://www.qbic.fukuoka-u.ac.jp/
　これらの研究のための主な研究手法は、大きく3つに区分されます。1）政策効果の検証に関わるミクロ経
済学や統計的・ミクロ計量経済学的方法、2）実空間上での回遊・買物などの消費者行動の定式化を行う、
ミクロ経済学、空間経済学の方法や統計的モデリングの方法、3）ビッグデータやリアルタイムでの消費者
行動推定に関わる動的アルゴリズムや最適化手法、の3つです。
　社会工学特講講義では、これら3つの話題の中から受講生の関心にしたがってトピックスを選択し、ゼミ
形式で、教科書や論文の輪読と討論を行います。
　本年度は、ミクロ計量経済学と空間経済学の方法を学ぶとともに、それを回遊行動モデリングに適用する
基礎を学びます。
　最近、AngristとPischke (2009) Mostly harmless econometricsの登場によって、計量経済学の手法の取り扱い
方に大きな変化が生まれている。一つは、最小2乗法の取扱いで、従来のガウスマルコフの定理から正規性
を仮定するのではなく、ノンパラメトリックにConditional Expectation Function(CEF)を出発点にして、最小2
乗法の妥当性を論拠づける方法である。第2は、ポテンシャルアウトカムアプローチをベースにした、
Treatment Effectsや因果推論を重視する点。第3は、著者らがRegression Anatomyと呼んでいる重回帰の係数
に関する定式化とその欠落変数バイアス（Omitted Variable Bias）への適用、第4に、説明変数と誤差項との
相関に起因する内生性、自己選択バイアスへの操作変数（Instrument Variable）法からの取扱いなどであ
る。
　これらの動きは、パネルデータの分析にもおよび、これまであまり明確でなかった固定効果(fixed Effect)
と変量効果(Random Effect)モデルの違いの明確化や差の差(Difference in Difference)の分析などに結び付いて
います。
　本講義では、これらのミクロ計量経済学と呼ばれる分野の新しい考え方を理解するとともに、Stataという
統計ソフトを用いて、これらの新しい考え方にもとづいた統計的分析を実際に行います。さらに、ミクロ経
済学による政策評価の考え方、また、空間経済学にもとづいた回遊行動モデルの定式化とその統計的推定の
方法を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義の目標は以下の通りです。

ミクロ計量経済学の基本的な考え方を理解する。具体的には、1）CEF（Conditional Expectation Function）の
性質、2）CEFと最小2乗法の妥当性、3）処置効果(Treatment Effect)と因果推論、4）Regression Anatomy と回
帰係数の解釈、5）IV（Instrument Variable）法、6）Difference in Difference分析、7）固定効果、変量効果と
パネルデータ分析です。
Stataを用いて、これらの方法を実際に適用できるようなる。
EV(Equivalent Variation),　CV(Compensated Variation)の概念を理解し、ミクロ経済学による政策評価の考え
方を理解する。
層化CES効用関数を用いた空間経済学の基本的モデルを理解する。
回遊行動モデリングの基本を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義での発表(90%)、報告・議論(10%)を総合的に考慮して評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト

C. Cameron, P. K. Trivedi,Microeconometrics using Stata, Rev. ed., Stata Press, 2010, ISBN: 9781597180733.
J. D. Angrist and J.-S. Pischke, Mostly harmless econometrics, Princeton University Press, 2009, ISBN:
9780691120348.
J. D. Angrist, J.-S. Pischke大森義明訳, 『「ほとんど無害」な計量経済学』. 東京, NTT出版, 2013, ISBN:
9784757122512.
金本良嗣, 蓮池勝人, 藤原徹, 『政策評価ミクロモデル』. 東京, 東洋経済新報社, 2006, ISBN: 9784492313602.
佐藤泰裕, 田渕隆俊, 山本和博, 『空間経済学』. 東京, 有斐閣, 2011, ISBN: 9784641163737.
田中鮎夢, 『新々貿易理論とは何か : 企業の異質性と21世紀の国際経済』, ミネルヴァ書房, 2015, ISBN:
9784623074808.

補助テキスト
山本勲, 『実証分析のための計量経済学 : 正しい手法と結果の読み方』, 中央経済社, 2015, ISBN:
9784502168116.
北村行伸, 『ミクロ計量経済学入門』, 日本評論社, 2009, ISBN: 9784535555655.
田中隆一, 『計量経済学の第一歩 : 実証分析のススメ』, 有斐閣, 2015, ISBN: 9784641150287.
佐藤泰裕, 『都市・地域経済学への招待状』, 有斐閣, 2014, ISBN: 9784641150096.

参考文献

G. Imbens and J. Wooldridge, "What’s new in econometrics? Lecture 1-15," presented at the NBER Summer
Institute, 2007.
A. C. Cameron and P. K. Trivedi, Microeconometrics: methods and applications, Cambridge University Press, 2005,
ISBN: 9780521848053.
J. M. Wooldridge, Econometric analysis of cross section and panel data, 2nd ed., MIT Press, 2010, ISBN:
9780262232586.

以下は、これまでに取り上げた教科書、参考書です。

ルーエンバーガー, 『金融工学入門』, 日本経済新聞社, 2002, ISBN: 9784532132293.
刈屋武昭, 小暮厚之, 『金融工学入門』東洋経済新報社, 2002, ISBN: 9784492711576.
刈屋武昭, 『不動産金融工学とは何か？』東洋経済新報社, 2003, ISBN: 9784492653159.
藤田・クルーグマン・ベナブルズ, 『空間経済学』, 2000, 東洋経済新報社, ISBN: 9784492312858.
涌井良幸, 『道具としてのベイズ統計』, 2009, 日本実業出版社, ISBN: 9784534046475.
Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, 2007, Academic Press, ISBN: 9780125980623.
Stokey, Nancy L. and Lucas, Robert E., Recursive methods in economic dynamics, 1989, Harvard University Press,
ISBN: 9780674750968.
Boyd, Stephen P. and Vandenberghe, Lieven, Convex optimization, 2004, Cambridge University Press, ISBN:
9780521833783
Jehle, Geoffrey Alexander and Reny, Philip J. Advanced microeconomic theory 3rd ed, 2011, Prentice Hall, ISBN:
9780273731917.
I. Ntzoufras, Bayesian modeling using WinBUGS, United States, 2009, J. Wiley & Sons, ISBN: 9780470141144.
Saburo Saito, Extensions of Iterative Proportional Fitting Procedure and I-projection Modeling, 1998, Kyushu
University Press, ISBN: 4873785510.

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

後期　Stataを使いこなし、回遊行動モデリングに適用す
る。

第16回
Stataのコマンドを使いこなす(1)（Cameron[1]　第3-5章報
告）
第17回
Stataのコマンドを使いこなす(2)（Cameron[1]　第6-8章報
告）
第18回
Stataのコマンドを使いこなす(3)（Cameron[1]　第9-11章報
告）
第19回
Stataのコマンドを使いこなす(4)（Cameron[1]　第12-14章
報告）
第20回
Stataのコマンドを使いこなす(5)（Cameron[1]　第15-18章
報告）
第21回
空間経済学の方法(1)（佐藤他[5] 第2章, 第5章報告）
第22回
空間経済学の方法(2)（佐藤他[5] 第9章報告）
第23回
地域経済学を復習する(1)（佐藤[10]　第1-9章報告）
第24回
地域経済学を復習する(2)（佐藤[10]　第10-12章報告）
第25回
Melitzモデルとは(1)（田中[6]　第1章）
第26回
Melitzモデルとは(2)（田中[6]　第2章）
第27回
Melitzモデルとは(3)（田中[6]　第6章）
第28回
回遊行動モデリングの展開(1)(ポアソンモデル)
第29回
回遊行動モデリングの展開(2) (来街地ベースポアソンモデ
ル, 来街地ベース一致推定法)
第30回
回遊行動モデリングの展開(3) (多変数来街地ベースポアソ
ンモデル ベイジアンアプローチ)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10269-01社会思想史講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義武井　敬亮
◎－－－　授業の概要　－－－◎

社会思想史講義Ａでは、歴史的出来事の経過を辿りながら、近代社会
を支える重要な概念・考え方がどのようにして生まれたのかを把握す
ることによって、近代社会の成り立ちを理解することを目的としてい
ます。例えば、近代社会成立のメルクマールとして、政治的自由、宗
教的自由、経済的自由の確立が挙げられます。この授業では、17世紀
のヨーロッパ（特にイギリス）を中心に、政治的自由と宗教的自由が
どのようにして確立されたのかを概観していきます。具体的には、ル
ネサンス人文主義や宗教改革によって、中世的な秩序体制（封建制を
前提とする神聖ローマ皇帝の世俗的支配とローマ教皇の宗教的支配を
両輪とする一元的な支配体制）が崩壊するプロセスや、その後の主権
国家体制の確立と動揺、及びその再建のプロセス（特にイギリス革
命）を中心に扱います。その中で、マキャヴェリ、カルヴァン、ボダ
ン、グロティウス、ホッブズ、ロックなどの思想について学んでいき
ます。彼らの思想は、近代のみならず現代社会にも多大な影響を与え
ており、現代社会の問題を考える上で様々なヒントや示唆を与えてく
れるでしょう。
　この講義では、J. H. Burns編のThe Cambridge History of Political
Thought 1450-1700 (Cambridge, 1994) をテキストとして使用します。た
だし、このテキストのすべてを扱うことはできないため、初回の講義
で扱う箇所を指定します。また、出席者には、テキストの該当箇所を
割り当て、毎回の講義の中で要約を発表してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・近代社会の成り立ちを歴史的・思想的に説明することができる。
・政治的自由と宗教的自由が確立されたプロセスを説明することがで
きる。
・授業で取り上げた思想家の考え方を用いて、現代社会の問題につい
て自分の考えを論理的に述べることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価は、テキストの担当箇所の発表（40%）、課題レポート
（40%）、授業への取り組み（20%）で行います。
・成績評価の基準は、①テキスト内容をきちんと理解できているか、
②講義内容を踏まえて、きちんと課題レポートを作成できているか
（自ら問題を設定し、論理的に議論が展開できているか）、③授業中
の議論に積極的に参加できているか、です。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

The Cambridge History of Political Thought 1450-1700, ed. J. H. Burns,
Cambridge: Cambridge University Press, 1994, 8109円, ISBN-13:
978-0521477727

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前学習（2時間）：テキストの該当箇所に目を通し、要旨をまと
めておくこと。自分の知らない人物や歴史的出来事についても調べて
おくこと。
※毎回、担当者を割り当て、該当箇所の要旨を発表してもらいます。
・事後学習（2時間）：講義で配布する資料を読み直すこと。講義で
紹介する文献を実際に読んでみること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

初回の講義で履修説明と①を行い、以降は以下の計画に
沿って進めていきます。

Ⅰ. Renaissance and Counter-Renaissance
① Humanism and Political theory
② Italian political thought, 1450-1530
Ⅱ. Religion, civil government, and the debate on constitutions
③ Calvinism and resistance theory, 1550-1580
④ Constitutionalism
⑤ Sovereignty and the mixed constitution
Ⅲ. Absolutism and revolution in the seventeenth century
⑥ Absolutism and royalism
⑦ England: ancient constitution and common law
⑧ Leveller democracy and the Puritan Revolution
⑨ English republicanism
Ⅳ. The end of Aristotelianism
⑩ Grotius and Selden
⑪ Hobbes and Spinoza
Ⅴ. Natural law and utility
⑫ The reception of Hobbes
⑬ Locke (1) Politics
⑭ Locke (2) Religion
⑮ 講義のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10270-01社会思想史講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義武井　敬亮
◎－－－　授業の概要　－－－◎

社会思想史講義Ｂでは、歴史的出来事の経過を辿りながら、近代社会
を支える重要な概念・考え方がどのようにして生まれたのかを把握す
ることによって、近代社会の成り立ちを理解することを目的としてい
ます。例えば、近代社会成立のメルクマールとして、政治的自由、宗
教的自由、経済的自由の確立が挙げられます。この授業では、18世紀
のヨーロッパ（特にイギリス）を中心に、政治的自由と経済的自由が
どのようにして確立されたのかを概観していきます。具体的には、商
業社会や文明社会が到来する中で生じた新たな問題、例えば、自己利
益の追求は道徳的に許容されるのか否かという富と徳の問題（奢侈論
争）や経済的繁栄がもたらす進歩と堕落の問題を、当時の思想家たち
がどのように認識し、またどのような解決策を提示していたのかを学
んでいきます。特に、マンデヴィルやヒューム、スミス、ルソーと
いった思想家を中心に取り上げる予定です。彼らの思想は、近代のみ
ならず現代社会にも多大な影響を与えており、現代社会の問題を考え
る上で様々なヒントや示唆を与えてくれるでしょう。
　この講義では、Mark GoldieとRobert Wokler編のThe Cambridge
History of Eighteenth-Century Political Thought (Cambridge, 2016) をテキ
ストとして使用します。ただし、このテキストのすべてを扱うことは
できないため、初回の講義で扱う箇所を指定します。また、出席者に
は、テキストの該当箇所を割り当て、毎回の講義の中で要約を作成・
発表してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・近代社会の成り立ちを歴史的・思想的に説明することができる。
・政治的自由と経済的自由が確立されたプロセスを説明することがで
きる。
・授業で取り上げた思想家の考え方を用いて、現代社会の問題につい
て自分の考えを論理的に述べることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価は、テキストの担当箇所の発表（40%）、課題レポート
（40%）、授業への取り組み（20%）で行います。
・成績評価の基準は、①テキスト内容をきちんと理解できているか、
②講義内容を踏まえて、きちんと課題レポートを作成できているか
（自ら問題を設定し、論理的に議論が展開できているか）、③授業中
の議論に積極的に参加できているか、です。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought, ed. M.
Goldie and R. Wokler, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 4425
円, ISBN-13: 978-1316630280

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・大学院科目の「社会思想史講義A」を履修しておくことが望まし
い。
・事前学習（2時間）：テキストの該当箇所に目を通し、事前に要旨
をまとめておくこと。自分の知らない人物や歴史的出来事についても
調べておくこと。
※毎回、担当者を割り当て、該当箇所の要旨を発表してもらいます。
・事後学習（2時間）：講義で配布する資料を読み直すこと。講義で
紹介する文献を実際に読んでみること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

初回の授業時に履修ガイダンスと①を行います。
以降は、以下の計画に沿って進めていきます。

Ⅰ. The ancien regime and its critics
① The English system of liberty
② Scepticism, priestcraft, and toleration
Ⅱ. The new light of reason
③ The comparative study of regimes and societies
④ Encyclopedias and the diffusion of knowledge
Ⅲ. Natural jurisprudence and the science of legislation
⑤ Natural rights in the Scottish Enlightenment
⑥ Social contract theory and its critics
Ⅳ. Commerce, luxury, and political economy
⑦ The early Enlightenment debate on commerce and luxury
⑧ Physiocracy and the politics of laissez-faire
⑨ Scottish political economy
⑩ Property, community, and citizenship
Ⅴ. The promotion of public happiness
⑪ Utilitarianism and the reform of the criminal law
⑫ Republicanism and popular sovereignty
Ⅵ. The Enlightenment and revolution
⑬ The American Revolution
⑭ British radicalism and the anti-Jacobins
⑮ 講義のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10261-01社会的選択理論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義佐藤　伸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

A group of agents often faces problems of making a "social" decision by
aggregating the agents' opinions, tastes, or judgments. Elections are one of the
most important examples; the winner is determined by the electorate's votes.
The decision on which public good to construct, say, bridge or library, is a
social decision made by a group of politicians. Moreover, the decision by the
family members on which restaurant to reserve for next Saturday night is also
a social decision. Thus, the social decisions are pervasive in our society and
directly associated with the quality of our lives. Therefore, it is quite natural
that the way of making social decisions has been the subject of investigation
for a long time.

The objective of this course is to learn three impossibility theorems that fom
the foundation of social choice theory: Arrow's impossibility theorem, Sen's
liberal paradox, and the Gibbard-Satterthwaite theorem.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Understand basic results in social choice theory.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

An evaluation is
- based on a degree of the understanding of basic results in social choice
theory, and
- the degree is measure by class participation (50%) and Exam (50%).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

"A Primer in Social Choice Theory (Revised Edition)" by Wulf Gaertner,
Oxford University Press, 978-0199565306, 2009, ¥5801.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

- This course is taught in English, and hence students should be fluent in
English.
- Before each lecture, read the assigned chapter of the textbook
(120min). After each lecture, do assigned Exercises in the
textbook (120min).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[Introduction]
1. Basic questions
2. Basic notation and definitions

[Arrow's impossibility theorem]
3. Arrow's impossibility theorem
4. A generalization of Arrow's impossibility theorem
5. The simple majority rule
6. Single-peaked preferences

[Sen's liberal paradox]
7. Sen's liberal paradox
8. The game form approach to rights

[The Gibbard-Satterthwaite theorem]
9. The Gibbard-Satterthwaite theorem
10. A proof of the Gibbard-Satterthwaite theorem
11. A generalization of the Gibbard-Satterhtwaite theorem
12. Strategy-proofness and restricted domains

[Escaping impossibilities]
13. Scoring functions and the Borda rule
14. Other social choice rules

15. Exam



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10175-01社会モデル解析学術特講

通年 4  1 授業形態:講義李　明哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　われわれが住んでいる都市はさまざまな問題を抱えています。これ
らの問題を数理的に解析し、その本質を探るとともに、効率化という
視点から、実際に存在している諸問題の改善あるいは解決を図るの
は、社会的・経済的視点から考えて重要な意味をもっています。
　本授業では、関連文献の輪読を通じて、このような研究内容への理
解を深めることにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実際問題を自主的に発見し、専門知識を用いて論理的に問題を改善・
解決できる総合的能力を身につけます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表・議論(70％)、その他(30％)等、授業への貢献度により総合的に評
価をします。なお、欠席は減点対象となります。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考書
高橋幸雄、森村英典：「混雑と待ち」、朝倉書店、2001。
(ISBN 4-254-27517-X C 3350)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　数理や応用数理に関する専門知識を有すると授業がよりわかりやす
くなります。授業の内容をよりよく理解するため、授業の前には必ず
次回の授業範囲関連内容を予習しておきましょう(９０分)。また、授
業終了後には必ず新たに得られた知見をまとめておきましょう(９０
分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　イントロダクション1
    (モデル解析のための準備について)
2.  集合
3.  関係
4.  関数
5.  微分
6.  積分
7.  行列
8.  行列式
9.  確率
10. 統計
11. ORの基礎(ORとは)
12. ORの基礎(線形計画法における図解法)
13. ORの基礎(線形計画法におけるシンプレックス法)
14. ORの基礎(線形計画法の例)
15. まとめ(1)
16. イントロダクション2
　　 (応用モデル解析について)
17. 混雑現象の例
18. なぜ混雑は起こるのか
19. イベントにおけるさまざまな混雑
20. 流入―流出グラフ
21. 滞留量の計測
22. 平均滞在時間
23. リトルの公式
24. 窓口の数を増やす効果
25. 車の混雑
26. 鉄道における混雑
27. 電車やバスの待ち時間
28. 信号の周期
29. 電車の遅れとダンゴ運転
30. まとめ(2)
 
　＊上記スケジュールは必要に応じて変更することもあり
ます。授業計画の詳細については、初回の授業で示しま
す。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10221-01証券経済論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義有岡　律子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　金融には，マクロ金融政策や金融システムの分析，企業の財務・会
計，金融工学などといった幅広い内容が含まれる。現実において，こ
れらが意識されるのは，例えば以下のときである。企業が経営戦略を
立てたり，公務員が政策を立案したりするとき，その実現性，効率性
の点で資金調達，運用に目を向けなければならず，個人の資産運用の
アドバイスにおいては，金融や経済等に関する理解が必要である。マ
クロ金融政策は，金融市場を通じて経済主体の行動，期待等に影響を
及ぼすことを意識している。また，リーマンショック以降，金融機関
への規制のあり方の見直しも進められている。
　このような幅広い内容の金融のなかで，インベスト・ファイナンス
（資産運用）、コーポレート・ファイナンス（資金調達/事業投資/
キャッシュマネジメント）に焦点を当て、本講義では，特に前者につ
いて、基礎的な事項や、理論、実務的なもの等を学習する。（証券経
済論講義Ｂでは後者を中心とする）。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・インベスト・ファイナンス（資産運用）の基礎、理論を習得し、研
究や実務に応用できるような力を身につける。
・講義中紹介する英語の文献を読むことで金融の専門英語を知り、英
語の読解力を養う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験40％、講義への取組の積極性60％により、評価する。試験
は講義内容を理解し、自分の言葉で説明できるかをみる。また、積極
性については講義中の発言の状況、内容、練習問題への取組姿勢で測
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しないが、必要に応じて資料を配布する。
参考文献
・堀江康煕，有岡律子『テキスト金融論』　新世社
・リチャード・ブリーリー，スチュワート・マイヤーズ，フランクリ
ン・アレン『コーポレート・ファイナンス＜上，下＞』日経ＢＰ社
・砂川伸幸・川北英隆・杉浦秀徳『日本企業のコーポレートファイナ
ンス』日本経済新聞出版社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に次回の範囲について，複数の文献をあたって焦点となりそう
なことは何か考え、調べたり意見をまとめておくこと（90分）。
・事後には講義内容の見直しに加えて、講義中紹介した参考文献(英語
文献を含む）や統計等に目を通したり、講義で扱った事項に関して自
ら積極的に情報収集し、理解を深めるよう努力すること（90分）。
・日ごろから金融に関するニュースや記事に目を向け，理論的背景や
効果などについて考えること（30分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　イントロダクション(金融とは何か）
第2回　債券(1)：種類、金利と債券価格
第3回　債券(2)：債券に関する理論
第4回　証券市場
第5回　株式(1)：株式の種類と権利
第6回　株式(2)：株価に関する理論
第7回　投資のリスクとリターン
第8回　ポートフォリオ理論(1)：1つの無リスク資産と1つ
のリスク資産
第9回　ポートフォリオ理論(2)：複数のリスク資産、無リ
スク資産と複数のリスク資産
第10回　ＣＡＰＭ，ベータ
第11回　加重平均資本コスト(1):資本構成、株主資本コス
ト、負債コスト
第12回　加重平均資本コスト(2)：練習問題
第13回　証券化
第14回　まとめとＱ＆Ａ　
第15回　試験　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10222-01証券経済論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義有岡　律子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　金融には，マクロ金融政策や金融システムの分析，企業の財務・会
計，金融工学などといった幅広い内容が含まれる。現実において，こ
れらが意識されるのは，例えば以下のときである。企業が経営戦略を
立てたり，公務員が政策を立案したりするとき，その実現性，効率性
の点で資金調達，運用に目を向けなければならず，個人の資産運用の
アドバイスにおいては，金融や経済等に関する理解が必要である。マ
クロ金融政策は，金融市場を通じて経済主体の行動，期待等に影響を
及ぼすことを意識している。また，リーマンショック以降，金融機関
への規制のあり方の見直しも進められている。
　このような幅広い内容の金融のなかで，インベスト・ファイナンス
（資産運用）、コーポレート・ファイナンス（資金調達/事業投資/
キャッシュマネジメント）に焦点を当て、本講義では，特に後者につ
いて、基礎的な事項や、理論、実務的なもの等を学習する。（証券経
済論講義Ａでは前者を中心とする）。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・コーポレートファイナンス（資金調達/事業投資/キャッシュマネジ
メント）の基礎、理論を習得し、研究や実務に応用できるような力を
身につける。
・講義中紹介する英語の文献を読むことで金融の専門英語を知り、英
語の読解力を養う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験40％、講義への取組の積極性60％により、評価する。試験
は講義内容を理解し、自分の言葉で説明できるかをみる。また、積極
性については講義中の発言の状況、内容、練習問題への取組姿勢で測
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しないが、必要に応じて資料を配布する。
参考文献
・堀江康煕，有岡律子『テキスト金融論』　新世社
・リチャード・ブリーリー，スチュワート・マイヤーズ，フランクリ
ン・アレン『コーポレート・ファイナンス＜上，下＞』日経ＢＰ社
・砂川伸幸・川北英隆・杉浦秀徳『日本企業のコーポレートファイナ
ンス』日本経済新聞出版社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に次回の範囲について，複数の文献をあたって焦点となりそう
なことは何か考え、調べたり意見をまとめておくこと（90分）。
・事後には講義内容の見直しに加えて、講義中紹介した参考文献(英語
文献を含む）や統計等に目を通したり、講義で扱った事項に関して自
ら積極的に情報収集し、理解を深めるよう努力すること（90分）。
・日ごろから金融に関するニュースや記事に目を向け，理論的背景や
効果などについて考えること（30分）。

　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　企業の財務とは何か
第2回　財務諸表
第3回　財務分析指標
第4回　プロジェクト評価
第5回　資本構成(1)　ＭＭ理論
第6回　資本構成(2)　不完全な資本市場
第7回　デリバティブ(1)：先物・先渡
第8回　デリバティブ(2)：オプションの基本
第9回　デリバティブ(3)：オプション価格と戦略
第10回　デリバティブ(4)：金利スワップ、通貨スワップ、
ＣＤＳ
第11回　Ｍ＆Ａ
第12回　成果分配：株主還元(自社株買いと配当金）と報
酬問題
第13回　リスク管理、練習問題
第14回　まとめとＱ＆Ａ　
第15回　試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10257-01所得再分配論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義中村　由依
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現存する日本の所得格差や貧困問題についての理解を深めながら、
所得再分配政策のひとつとなりうる教育政策の分野では何が問題とな
りどのような経済学的考察がなされているのか、テキストを輪読しな
がら学習していきます。
　さらに、再分配政策を行う上で必ず問われる公平性と効率性のト
レードオフの問題に焦点をあてながら、理論分野を通しての先行研究
の結果を整理していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・所得再分配を狙った教育制度に関わる先行研究を理解する能力を
身につける。
　・経済学的考察を行い、理論モデルを構築する能力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

〔評価基準〕
講義の内容を理解し、自分の言葉で説明できることを評価の基準とす
る。
　
〔評価方法および割合〕
授業中での発表（７０％）や議論への参加度（３０％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　「再分配の厚生分析」小塩隆士著　日本評論社出版　2010年発行　
ISBN 978-4-535-55644-7 3500円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　履修者は、ミクロ経済学を履修済みであることと英語で書かれた文
献を読めることが望ましい。
　事前学習として講義で扱うテキストの該当部分をあらかじめ読んで
おくこと。（１２０分）
　また、事後学習として講義で扱った理論研究に関しての疑問点を次
の講義までに解消しておくこと。（１２０分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 前期の講義全体の概要説明　
2. 所得格差の評価と問題点
3. 公平性と効率性の両立
4. 教育システムの分析方法
5. 政府の教育への関与の概要
6. 平等主義的公教育
7. 差別的公教育
8. 公教育・私教育の併存
9. 教育システムの比較（１）公的初等教育と高等教育
10. 教育システムの比較（２）公教育と私教育
11. 先行研究の輪読（１）インプット累進的公教育
12. 先行研究の輪読（２）インプット逆進的公教育
13. 先行研究の輪読（３）教育の再分配効果
14. 先行研究の輪読（４）動学的分析
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10258-01所得再分配論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義中村　由依
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現存する日本の所得格差や貧困問題についての理解を深めながら、
所得再分配政策のひとつでとなりうる教育政策の分野では何が問題と
なりどのような経済学的考察がなされているのか、テキストを輪読し
ながら学習していきます。
　さらに、再分配政策を行う上で必ず問われる公平性と効率性のト
レードオフの問題に焦点をあてながら、理論分野を通しての先行研究
の結果を整理していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・所得再分配を狙った様々な教育制度に関わる先行研究を理解する
能力を身につける。
　・経済学的考察を行い、理論モデルを構築する能力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　〔評価基準〕
講義の内容を理解し、自分の言葉で説明できることを評価の基準とす
る。　
　
　〔評価方法および割合〕
授業中での発表（７０％）や議論への参加度（３０％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　「再分配の厚生分析」小塩隆士著　日本評論社出版　2010年発行　
ISBN 978-4-535-55644-7 3500円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　履修者は、ミクロ経済学を履修済みであることと英語で書かれた文
献を読めることが望ましい。
事前学習として講義で扱うテキストの該当部分をあらかじめ読んでお
くこと。（１２０分）
　また、事後学習として講義で扱った理論研究に関しての疑問点を次
の講義までに解消しておくこと。（１２０分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 後期の講義全体の概要説明
2. 教育の能力識別機能
3. 教育の能力識別機能のモデル化
4. 私教育システムの効率性
5. 公教育システムの効率性
6. 混合システムの効率性
7. 理論モデルの解析
8. 私教育システムの公平性
9. 公教育システムの公平性
10. 混合システムの公平性
11. 先行研究の輪読（１）先進国での公教育システム
12. 先行研究の輪読（２）発展途上国での公教育システム
13. 先行研究の輪読（３）教育システムの選択
14. 先行研究の輪読（４）教育システムと所得格差
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E20018-01数理統計講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義杉万　郁夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済学の専門分野を学ぶにあたって必要となる「統計学」や「数
学」に関する理論や分析方法を幅広く学ぶ。初回の講義時に、受講生
各自の専攻分野やこれまでに学んでいる数学・統計学の範囲、また、
これから必要になると思われる数学の分野や分析手法を調べ、できる
だけ希望にそった講義内容にする予定である。 また、講義形態も受講
生の希望によって演習・コンピュータ実習やディスカッション形式等
をとりいれる予定である。
　次に、経済学の多くの分野で共通して求められるテーマを「統計
学」から一つ紹介する。ただし、これらは講義内容の一つのひな形と
してあげるもので、受講生からの希望を優先する。
「多変量解析」
　経済学の中で扱われているデータは、そのめざす分析内容が因果関
係であることが多い。そのため、少なくとも原因と結果を表す変量が
あり、分析には多変量のデータを扱うための統計知識を求められる。
ここでは、因果関係の分析の基本をなす回帰分析、分散分析、判別分
析から始めて、構造分析等のモデル解析の諸手法までを、できるだけ
統一的に紹介する。また、より複雑なモデルを確率的なシミュレー
ションを用いて分析する実習も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・高度な数学・統計学を学ぶことを通じて、より高いレベルから現象
の理解ができる。
・実用的な分析やシミュレーションを行い、得られた結果を生かした
発表ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の目標である現象の理解を深めるためのディスカッションを行
う。学んだ理論を生かして、現象を適切に説明できているかを評価基
準とする。（60%）
また、講義で学んだ分析方法やシミュレーションを用いて、説明の検
証を行い、レポートにまとめて発表する。ここでは、適切なモデルの
選択や説明に適合した分析方法やシミュレーションが行われているか
が評価基準となる。（40%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　内容が多岐に渡るため、特に指定しない。講義の中で必要な資料は
配付する。また、コンピュータを用いた分析実習については、初心者
向けの資料やファイルを用意する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　特に、予備知識は必要としない。必要なものは、講義の中で準備し
ていく。それだけに、新たに学んだ内容について、着実な理解が前提
となる。前回の講義内容の復習を行い、十分な理解を心がけてほしい
（60分）。また、次回の内容の紹介や導入を行うので、関連する内容
を調べてくる事前学習を行うこと（30分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　授業の概要の中で例として述べた分野を取り扱う場合に
ついての授業計画である。

「多変量解析」
第1回　基本的な統計分析
第2回　多変量データ
第3回　射影
第4回　単回帰分析
第5回　回帰分析と射影
第6回　重回帰分析
第7回　実用分析（単回帰分析）
第8回　実用分析（重回帰分析）
第9回　確率モデルのシミュレーション
第10回　因果関係の数理モデル
第11回　数理モデルの構造
第12回　数理モデルの分析
第13回　構造分析
第14回　データマイニング手法
第15回　より近代的な分析方法の紹介



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E20019-01数理統計講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義杉万　郁夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済学の専門分野を学ぶにあたって必要となる「統計学」や「数
学」に関する理論や分析方法を幅広く学ぶ。初回の講義時に、受講生
各自の専攻分野やこれまでに学んでいる数学・統計学の範囲、また、
これから必要になると思われる数学の分野や分析手法を調べ、できる
だけ希望にそった講義内容にする予定である。 また、講義形態も受講
生の希望によって演習・コンピュータ実習やディスカッション形式等
をとりいれる予定である。
　次に、経済学の多くの分野で共通して求められるテーマを「数学」
から一つ紹介する。ただし、これらは講義内容の一つのひな形として
あげるもので、受講生からの希望を優先する。
「非線形最適化理論」
　経済学のどの分野でも、一定の条件の下で最もよい方法を求めるこ
とが要求される。この種の問題は条件付き最適化問題と呼ばれ、代表
的な解法の一つに、Lagrange の未定乗数法と呼ばれている（多変数関
数の）微分を用いた方法がある。ここでは、受講生の予備知識に応じ
た出発点を選び、この方法論をできるだけ広く紹介する。また、一般
社会でも使われている分析ツールを利用した実用分析の実習も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・高度な数学・統計学を学ぶことを通じて、より高いレベルから現象
の理解ができる。
・実用的な分析やシミュレーションを行い、得られた結果を生かした
発表ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の理解を確認する演習を行う。最適化理論の定式化や解法を理解
しているかが評価基準である。（60%）
分析ツールを用いて、より現実的な規模の大きい課題を解く実習を行
い、レポートを提出する。ここでは、適切に定式化を行い分析するこ
とで、課題の現実的な解決策を提示できているかが評価基準である。
（40%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　内容が多岐に渡るため、特に指定しない。講義の中で必要な資料は
配付する。また、コンピュータを用いた分析実習については、初心者
向けの資料やファイルを用意する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　特に、予備知識は必要としない。必要なものは、講義の中で準備し
ていく。それだけに、新たに学んだ内容について、着実な理解が前提
となる。前回の講義内容の復習を行い、十分な理解を心がけてほしい
（60分）。また、次回の内容の紹介や導入を行うので、関連する内容
を調べてくる事前学習を行うこと（30分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　授業の概要の中で例として述べた分野を取り扱う場合に
ついての授業計画である。

「非線形最適化理論」
第1回　線形計画と感度分析（基本問題）
第2回　線形計画と感度分析（単体法）
第3回　線形計画と感度分析（感度分析）
第4回　実用分析とその活用法（線形計画）
第5回　実用分析とその活用法（整数計画）
第6回　実用分析とその活用法（応用）
第7回　多変数関数の微分（基礎概念）
第8回　多変数関数の微分（勾配ベクトル）
第9回　多変数関数の微分（応用）
第10回　非線形計画法の原理
第11回　非線形計画法による解法
第12回　非線形計画法の活用
第13回　凸解析（基礎概念）
第14回　凸解析（劣微分）
第15回　凸解析と非線型最適化法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10271-01租税論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義宮本　昌典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現代の資本主義国家は、シュムペーターによって「租税国家」とよ
ばれたように、その膨大な国家経費の大部分を租税収入によって調達
せざるをえない。租税の賦課は、家計や企業などの個々の経済主体の
行動に影響を及ぼし、市場の需給調整過程を通じて、個々の財・サー
ビスの均衡価格と数量、ひいては経済全体としての資源配分、所得分
配、経済成長のありようを変化させる。
　本講義では、租税理論、租税の経済分析、各国の租税構造、租税制
度の現状について解説し、望ましい税制の在り方について議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　租税理論、租税の経済分析、各国の租税構造、租税制度の現状につ
いて説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　租税理論、租税の経済分析の手法、租税構造、租税制度、それらの
背景と課題等を正しく理解し、自分の言葉で正確に説明できることを
評価基準とする。

　課題レポートの評価（７０％）
　取組・発表の評価（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。

参考文献
森徹・森田雄一『租税の経済分析』中央経済社、2016年。
ISBN978-4-502-18751-3
宮本憲一・鶴田廣巳・諸富徹（編）『現代租税の理論と思想』有斐
閣、2014年。ISBN978-4-641-16424-6
林正寿『租税論』有斐閣、2008年。ISBN978-4-641-16322-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：租税論講義Bとセットで履修すること。
　　　　　　　　学部レベルの「財政学」を履修済みであることが望
ましい。

事前学習：各回の事前学習は、２時間を目安とする。専門用語を調べ
ておくこと。
事後学習：各回の事後学習を２時間行い、講義ノートをよく読んで理
解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　はじめに
２　租税の定義と根拠
３　課税の歴史
４　課税の基本概念
５　租税の分類
６　租税原則（アダム・スミス、ワグナー）
７　租税原則（マスグレイブ、現代）
８　課税と公平
９　包括的所得税
10　支出税
11　租税の転嫁
12　租税の帰着
13　課税と効率性
14　課税と経済的誘因
15　最適課税論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10272-01租税論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義宮本　昌典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現代の資本主義国家は、シュムペーターによって「租税国家」とよ
ばれたように、その膨大な国家経費の大部分を租税収入によって調達
せざるをえない。租税の賦課は、家計や企業などの個々の経済主体の
行動に影響を及ぼし、市場の需給調整過程を通じて、個々の財・サー
ビスの均衡価格と数量、ひいては経済全体としての資源配分、所得分
配、経済成長のありようを変化させる。
　本講義では、租税理論、租税の経済分析、各国の租税構造、租税制
度の現状について解説し、望ましい税制の在り方について議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　租税理論、租税の経済分析、各国の租税構造、租税制度の現状につ
いて説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　租税理論、租税の経済分析の手法、租税構造、租税制度、それらの
背景と課題等を正しく理解し、自分の言葉で正確に説明できることを
評価基準とする。

　課題レポートの評価（７０％）
　取組・発表の評価（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。

参考文献
森徹・森田雄一『租税の経済分析』中央経済社、2016年。
ISBN978-4-502-18751-3
宮本憲一・鶴田廣巳・諸富徹（編）『現代租税の理論と思想』有斐
閣、2014年。ISBN978-4-641-16424-6
林正寿『租税論』有斐閣、2008年。ISBN978-4-641-16322-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：租税論講義Aとセットで履修すること。
　　　　　　　　学部レベルの「財政学」を履修済みであることが望
ましい。

事前学習：各回の事前学習は、２時間を目安とする。専門用語を調べ
ておくこと。
事後学習：各回の事後学習を２時間行い、講義ノートをよく読んで理
解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　各国の租税構造
２　シャウプ勧告と日本の税制
３　所得課税の理論
４　わが国の所得課税
５　資産課税の理論
６　わが国の資産課税
７　土地税制
８　法人課税の理論
９　わが国の法人課税
10　国際課税
11　消費課税の理論
12　わが国の消費課税
13　環境保全課税
14　税制改革
15　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10275-01地域経営論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義木下　敏之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　「地域経営」は、その地域の行政組織の運営にとどまらず、その地
域の企業や農林漁業者、小規模な商業者などの経済活動の振興、それ
を支える道路や河川などの公共基盤の整備、教育を通じた人材育成、
医療や福祉体制の整備などを含む幅広い概念である。
　最近では、これまでの効率化・財政削減を中心とする「行財政改
革」にとどまらずひろくその地域全体の課題を解決し、その地域の持
続的発展を考える首長が登場してきており、今後、この地域経営の考
え方はますます重要になってくる。
　本講義では、まず、地域経営の組織的中心となる行政組織の機能と
地方議会の関係、地域経営の目標の立て方、世界や日本の今後の人口
の動き等の環境条件を学ぶ。その後、都市計画、道路や河川などの公
共基盤整備について学ぶ。
　後半では、地域の人材提供の基本となる教育、地域のブランデイン
グなどについて学ぶとともに、人口規模による地域運営の違いや、企
業誘致型、農林水産業振興型、観光型などの地域経営の実例をケース
スタデイする。それが終わった後、受講生の出身地域を例にとって、
地域経営の方策をともに検討する。
　なお、初回の授業で学生の知識経験や関心をヒアリングした段階で
より実践的な力が身につくよう授業計画を変更することもあることに
留意していただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・地方自治体の経営の全体像を理解し、他者に説明することができ
る。
・都市計画と公共基盤の整備についての課題と現状を理解し、学生が
選んだ自治体において取り組むべき対策を立案することができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・地方自治体の経営の全体像について自分の言葉で正確に説明できて
いるかどうかを評価の基準とする。
・学生が選んだ自治体において取り組むべき都市計画と公共基盤の整
備について作成したレポートにおいて、十分なデータを集めたかどう
か、そのデータに基づいて自分の見解を明快に記述しているかどうか
を評価の基準とする。
②評価方法と割合
・自治体経営の全体像についての課題レポート　４０％
・学生が選んだ自治体において取り組むべき都市計画と公共基盤の整
備について作成したレポート　６０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　以下の書籍と私（木下）が作成したプリントを適宜配布する。
『末吉興一の首長術』ＰＨＰパブリッシング
1575円　ISBN:4904302516
参考書
『デフレの正体』　藻谷浩介　角川oneテーマ２１
782円　ISBN-10: 4047102334

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・第１回の講義において、学生のレベルを把握したうえで講義計画の
細部を決定するので、必ず出席すること。
・毎回、配布したプリントや指定した本を事前に読み、専門用語の意
味を調べ、内容を整理しておくこと（60分）。
・毎回の授業の最初に、前回の授業内容について質問を行うので、復
習しておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．講義の概要説明
２．日本の地方行政組織（市町村）の概要と課題
３．日本の地方行政組織（都道府県）の概要と課題
４．地方議会の概要と課題
５．地域経営の目標設定の考え方
６．世界及び日本の人口・経済等の今後の見通し
７．九州の人口・経済等の今後の見通し
８．公共基盤の整備全体の概要
９．都市計画制度の概要
10．空港、新幹線及び港湾の整備の現状と課題
11．道路、河川、農業基盤整備の現状と課題
12．上下水道、ごみ処理施設、情報通信基盤の整備の現状
と課題
13．都市計画・公共基盤の整備を地域経営にどう生かすか
　その１（空港、新幹線、港湾）
１４．都市計画・公共基盤の整備を地域経営にどう生かす
か　その２（道路、河川、農業基盤）
15．都市計画・公共基盤の整備を地域経営にどう生かすか
　その３（上下水道、ごみ処理施設、情報通信基盤）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10276-01地域経営論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義木下　敏之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　「地域経営」は、その地域の行政組織の運営にとどまらず、その地域の
企業や農林漁業者、小規模な商業者などの経済活動の振興、それを支える
道路や河川などの公共基盤の整備、教育を通じた人材育成、医療や福祉体
制の整備などを含む幅広い概念である。
　最近では、これまでの効率化・財政削減を中心とする「行財政改革」に
とどまらずひろくその地域全体の課題を解決し、その地域の持続的発展を
考える首長が登場してきており、この地域経営の考え方はますます重要に
なってくる。
　本講義では、まず、地域経営の組織的中心となる行政組織の機能と地方
議会の関係、地域経営の目標の立て方、世界や日本の今後の人口の動き等
の環境条件を学ぶ。その後、都市計画、道路や河川などの公共基盤整備に
ついて学ぶ。
　後半では、地域の人材提供の基本となる教育、出生率を上げる方策、高
齢者数が増加する中での高齢者福祉のあり方、地域のブランデイングなど
について学ぶとともに、人口規模による地域運営の違いや、企業誘致型、
農林水産業振興型、観光型などの地域経営の実例をケーススタデイする。
それが終わった後、受講生の出身地域を例にとって、地域経営の方策をと
もに検討する。
　なお、初回の授業で学生の知識経験や関心をヒアリングした段階でより
実践的な力が身につくよう授業計画を変更することもあることに留意して
いただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・地方自治体の経営にとって特に重要となる福祉政策の概要を理解し、学
生が選んだ自治体においてどのような政策が有効か対策案を立案すること
ができる。
・地方自治体の経営にとって特に重要となる経済振興策の概要を理解し、
学生が選んだ自治体においてどのような政策が対策案を立案することがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・学生が選んだ自治体において取り組むべき教育・福祉政策について作成
したレポートにおいて、十分なデータを集めたかどうか、そのデータに基
づいて自分の見解を明快に記述しているかどうかを評価の基準とする。
・学生が選んだ自治体において取り組むべき産業振興政策について作成し
たレポートにおいて、十分なデータを集めたかどうか、そのデータに基づ
いて自分の見解を明快に記述しているかどうかを評価の基準とする。
②評価方法と割合
・学生が選んだ自治体において取り組むべき教育・福祉政策について作成
したレポート　50％
・学生が選んだ自治体において取り組むべき産業振興政策について作成し
たレポート　50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　以下の書籍と私（木下）が作成したプリントを適宜配布する。
『末吉興一の首長術』ＰＨＰパブリッシング
1575円　ISBN:4904302516
参考書
『デフレの正体』　藻谷浩介　角川oneテーマ２１
782円　ISBN-10: 4047102334

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・第１回の講義において、学生のレベルを把握したうえで講義計画の細部
を決定するので、必ず出席すること。
・毎回、配布したプリントや指定した本を事前に読み、専門用語の意味を
調べ、内容を整理しておくこと（60分）。
・毎回の授業の最初に、前回の授業内容について質問を行うので、復習し
ておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．講義の概要説明　基礎教育制度の概要と課題
　地域経営への生かし方
２．教育政策の概要と課題
３．子育て支援政策の概要と課題
４．高齢者福祉政策の概要と課題
５．教育・福祉分野における先進的な地域経営の事例研究
６．受講生が選んだ自治体における教育分野の対策案の検
討
７．受講生が選んだ自治体における福祉分野の対策案の検
討
８．商工業振興政策の概要と課題
９．観光振興政策の概要と課題
10．外国人観光客の受け入れの現状と課題
11．地域ブランディングを確立する方法
12．産業振興分野における先進的な地域経営の事例研究
(都道府県）
13．産業振興分野における先進的な地域経営の事例研究
(市町村）
14．受講生が選んだ自治体における商工業振興分野の対策
案の検討
15．受講生が選んだ自治体における観光分野の対策案の検
討



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10170-01地域計量分析学術演習

２年通年 8  1 授業形態:演習栫井　昌邦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本演習の目的は、調査研究やデータ解析にもとづき、地域の政策や企
業のマーケティング戦略を考察、評価する研究プロジェクトを立ち上
げ、それを修士論文としてとりまとめることである。初めに受講生の
興味や関心に従い研究テーマの意義を議論するとともに、具体的に研
究プロジェクトを設定する。次いで、既存研究のサーベイを行い、い
かなる調査を行うか、もしくは、どのようなデータ解析を行うか等の
研究計画を立て、それを実行していく。必要に応じて、RやSAS/IML
によるプログラミングについても学習することとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1年目
(1)　具体的な研究テーマの設定
(2)　サーベイを通した論文の読み方の習得
(3)　調査の企画実施
(4)　データ解析手法の習得と実データを用いたデータの分析能力の習
得
(5)　論文（レポート）の書き方のノウハウの習得

2年目
(1)　データ解析手法の再検討やモデリング能力の習得
(2)　修士論文の作成による研究プロジェクトのとりまとめ

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートもしくは修士論文の内容(100%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。参考文献は各自の研究テーマに応じて適宜指
示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習は、発表の準備（90分）。事後学習は演習での議論を踏まえ
た分析の改善や講義で指示された文献の学習(90分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．研究テーマの設定(1)
2．研究テーマの設定(2)
3．研究テーマの設定(3)
4．研究テーマの設定(4)
5．既存研究のサーベイ(1)
6．既存研究のサーベイ(2)
7．既存研究のサーベイ(3)
8．既存研究のサーベイ(4)
9．サーベイレポート作成と発表(1)
10．サーベイレポート作成と発表(2)
11．データ解析手法の検討（1）
12．データ解析手法の検討（2）
13．データ解析手法の理論の学習（1）
14．データ解析手法の理論の学習（2）
15．前期の取りまとめ

16．後期の研究計画の発表
17．データ解析結果の発表　(1)
18．データ解析結果の発表（2）
19．データ解析結果の発表（3）
20．データ解析結果の発表（4）
21．データ解析結果の発表（5）
22．修士論文（1年目はレポート）のタイトルと研究目的
の検討(1)
23．修士論文（1年目はレポート）のタイトルと研究目的
の検討(2)
24．修士論文（1年目はレポート）のタイトルと研究目的
の検討(3)
25．修士論文（1年目はレポート）の目次の検討
26．修士論文（1年目はレポート）の研究発表（1）
27．修士論文（1年目はレポート）の研究発表（2）
28．修士論文（1年目はレポート）の研究発表（3）
29．修士論文（1年目はレポート）の研究発表（4）
30．修士論文（1年目はレポート）の研究発表（5）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10169-01地域計量分析学術特講

通年 4  1 授業形態:講義栫井　昌邦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義の目的は、地域・都市データ解析のためのモデル開発を行う基
礎的能力を養成することである。前期にデータマイニング、後期にベ
イズ統計学の理論やアルゴリズムを学習する。また、その上で実際の
都市・地域データ適用のためのアルゴリズム開発や理論的拡張につい
て考察することとする。講義の事前には文献を読みレジュメを作成
し、事後には、参考文献を用いて復習すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域・都市データ解析のためのモデル開発を行う基礎的能力

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で３～４回のクイズ、３～４回のレポート課題、および1回
の期末レポート課題を課す。これらにより評価を行う。それぞれのウ
エイトは、次の通りである。
クイズ（３０％）、レポート（３０％）、期末レポート（４０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., & Pal, C. J. (2016). Data Mining:
Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann.

Rossi, P. E., Allenby, G. M., & McCulloch, R. (2012). Bayesian statistics and
marketing. John Wiley & Sons.

松浦 健太郎 (2016)　StanとRでベイズ統計モデリング (Wonderful R), 共
立出版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部レベルの線形代数学、確率論、統計学を履修済みであるか、もし
くは習得していることが望ましい。講義の事前に参考文献を読み概要
を把握するとともに(90分)、講義の事後は指定する練習問題を解き内
容に対する理解を着実にすること(90分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
1. データマイニングの概要
2. データマイニングの入力
3. データマイニングの出力
4. １Rアルゴリズム
5. C4.5アルゴリズム
6. 単純ベイズ法
7. 単純ベイズ法による文書分類
8. カバーリングアルゴリズム
9. 協調フィルタリング
10. アソシエーションルールのマイニング
11. アソシエーションルールの応用
12. ベイジアンネットワーク
13. ベイジアンネットワークの応用
14. 自己組織化マップとニューラルネットワーク
15. 前期の講義の総括

後期
16. ベイズ統計学の概要
17. ベイズ統計学の基礎
18. ベイズの定理
19. 尤度関数
20. 事前分布、事後分布
21. マルコフ連鎖モンテカルロ法(1)　ギブスサンプリング
22. マルコフ連鎖モンテカルロ法(2)　M-Hアルゴリズム
23. 線形回帰モデル
24. プロビットモデル
25. 階層ベイズモデル
26. 動的線形モデル
27. トピックモデル
28. マーケティングへの応用
29. 地域計量モデルへの応用
30. 後期の講義の総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10312-01統計学・因果推論演習（Seminar on Statistics and Causal Inference）

２年通年 8  1 授業形態:演習原田　勝孝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

* This class will be taught in English, but a supplementary explanation in
Japanese can be provided upon request.

The goals of this seminar of the first year are for students to learn how to
write the master’s thesis, to find a theme of their master’s thesis and to
outline the thesis. For this purpose, students are required to read the journal
articles of their interests and to learn techniques (e.g., theories, formal models,
and statistical modeling) from them. In each class, students are expected to
report their progress, discuss what they have learned, and ask remaining
questions to the professor. Students must also present the ideas for their
master’s thesis about once per month and submit a concrete research plan
for the next year by the end of the first year.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. To finish writing the master’s thesis (by the end of the second year).
2. To submit a concrete research plan (by the end of the first year).
3. To learn the skills and techniques necessary for writing the master’s
thesis.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active class participation (20%), homework (20%), and research plan or
master’s thesis (60%)
* Evaluation is based on how much the students achieve the above three
goals.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

[Textbooks]
* We will select academic articles every week based on the students’
research interests.

[References]
Persson, Torsten, and Guido Enrico Tabellini. Political economics: explaining
economic policy. MIT press, 2002.

Kosuke Imai, Quantitative Social Science: An Introduction (2017). ISBN-13:
978-0691175461
* Japanese translations are also available.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Excessive absenteeism will result in the failure to earn a credit although I will
accept absence under unavoidable circumstances if appropriate evidence is
presented.

For preparation, students are expected to finish the assigned readings and
homework beforehand so that they can ask remaining questions during the
seminar.

Students are also expected to review the learned materials and write a
paragraph of what they have learned with their own words (this will help for
writing the master’s thesis).

Please take at least 120 min. for each of the preparation and the review.

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

[First Year]
1-7. Deciding a broad theme for the master’s thesis through the
reading of past literatures.
8-15. Narrow down the specific theme through the reading.
16-23. Learn theories, skills and techniques through the reading.
24-30. Writing the research proposal.

[Second Year]
31-38. Learn theories, skills and techniques through the reading
(II).
39-45. Writing up the mid-term report (i.e., rough draft for the
master’s thesis).
46-50. Revise the draft based on the comments to the mid-term
report.
51-57. Write up the master’s thesis.
58-60. Prepare for the presentation.

* Each number may not necessarily correspond with the week of
the course. The pace of the seminar and the order of the topics
may change depending on the number of the students and their
proficiency.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10233-01統計学・因果推論講義Ａ（Lecture on Statistics and Causal Inference (A)）

前期 2  1 授業形態:講義原田　勝孝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

* This class will be taught in English, but a supplementary explanation in
Japanese can be provided upon request.

The goals of this course are to master the operation of the statistical language
R and to get ready for doing the research with R for their master’s thesis.
The special emphases are placed on learning the methods related to causal
inference, which is the statistical method to identify causality. In the lecture,
we study these methods mainly by practically analyzing the real-world data
using R studio. Thus, students need to bring their own laptop.

Because we do not have enough time to cover the basic operations of R,
students need to learn them in advance through the following website.
https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. To be able to understand and explain the results of the empirical analyses in
textbooks and academic journals.
2. To be able to explain the program codes written in R language.
3. To have a good command of R language in conducting data analysis.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active class participation (30%), homework (30%), and final report (40%)
* Evaluation is based on how much the students achieve the above three
goals.
* In the final report, students are required to replicate the empirical results of a
textbook or an academic article. The criteria are the difficulty of the question,
the accuracy of the results, and the correctness of the interpretation.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

[Textbooks]
Kosuke Imai, Quantitative Social Science: An Introduction (2017). ISBN-13:
978-0691175461
* Japanese translations are also available.

[References]

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Excessive absenteeism will result in the failure to earn a credit although I will
accept absence under unavoidable circumstances if appropriate evidence is
presented.

For preparation, students are expected to finish the assigned readings and
homework beforehand so that they can ask remaining questions during the
lecture (about 120 min.)

Students are also expected to review the learned materials in such a way that
they can explain their “grandma” (i.e., someone who has a common sense
but does not have specific academic knowledge.) (about 120 min.)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Introduction
2. Textbook 1.1̃1.2: R basics
3. Textbook1.3: Functions
4. Textbook1.5: Exercises of Chapter 1
5. Textbook2.1̃2.4: Causality with experimental data
6. Textbook2.5̃2.7: Causality with observational data
7. Textbook2.8: Exercises of Chapter 2
8. Textbook3.1̃3.4: Survey data, visualization of univariate
distribution
9. Textbook3.5̃3.8: Visualization of bivariate distribution,
cluster analysis
10. Textbook3.9: Exercises of Chapter 3
11. Textbook4.1: Loop function
12. Textbook4.2: Regression analysis: basics
13. Textbook4.3: Regression analysis: applications
14. Textbook4.4: Exercises of Chapter 4
15. Summary of the first half
* Each number may not correspond with the week of the course.
The pace of the lecture and the order of the topics may change
depending on the number of the students and their proficiency.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10234-01統計学・因果推論講義Ｂ（Lecture on Statistics and Causal Inference (B)）

後期 2  1 授業形態:講義原田　勝孝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目は学生が統計ソフトであるRを使用して計量分析を用いた修士論文を
執筆できるようになることを目標としています。特に、計量分析の応用とし
ての因果関係を特定するのに必要な因果推論の方法を重点的に学びます。ま
た、大学院レベルの授業では、ただ統計ソフトをはしらせて分析のではな
く、自らが実行する手法や細かいオプションについてどのような過程で計算
されるのか理解している必要があるため、それらについても解説します。

これは大学院の授業なので学生は予めシラバスに書かれた範囲を予習してく
ることが求められます。授業では、予習で分からなかった点を理論的な説明
も含めつつ実際にRを用いながら実践的に説明します。

また、本講義ではRを用いて適宜、実習を行いますが基本操作について扱う
時間は無いため、受講者は予め「http://tryr.codeschool.com/」等でRの基本操
作について習熟していることを履修の前提とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．教科書や英語論文の因果推論の手法を用いた分析結果を理解し説明でき
る。
２．教科書に出てくるR言語のプログラムコードを説明できる
３．R言語で因果推論の手法を用いてデータ分析ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発言・質問・発表等、授業への積極的参加(60%)、レポート(40%)
※到達目標がどれだけ達成できているかを評価基準とする
※レポートではRを用いて学術論文の分析結果を再現してもらいます。選択
した分析手法の難易度、再現結果の正確性、解釈の正しさを評価基準としま
す。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】次のいずれかを購入してください。英語か日本語の違いで内容
は同じです。
Kosuke Imai, Quantitative Social Science: An Introduction (2017). ISBN-13:
978-0691175461
今井耕介（2018）『社会科学のためのデータ分析入門（下）』（粕谷祐子・
久保浩樹・原田勝孝訳）, 岩波書店. ※2018年7月刊行予定。

【参考書】
東京大学教養学部統計学教室編『統計学入門』、東京大学出版会、ISBN:
978-4130420655

※自分の直感や学生間の伝聞で統計学の参考書を選ぶことは勧めません。
※以上の教科書に加えて英語論文を適宜、課します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

4回以上の欠席は大きな減点となり、8回以上の欠席は特別の事情がない限り
不合格になります。遅刻は2回で1回分の欠席とみなします。身代わり受講等
の評価に影響を与える不正行為は全てカンニングと同様に対処します。な
お、欠席・遅刻した場合であっても診断書の提出や遅延証明書、その他事情
を説明できる証拠の提示により個別の事情は最大限考慮します。。

予習では授業で読む箇所に予め目を通し、内容で難しい所があれば「何が何
だかさっぱり分からない」から「何が分からないかわかる」状態にしてきて
ください。

復習では、「理解している＝誰かに説明できる」であることを念頭に授業で
学んだことの理解度をチェックしてください。

予習・復習とも各２時間を目安に取り組んでください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. イントロダクション
2. 教科書5.1：テキスト・データ
3. 教科書5.2：ネットワーク・データ
4. 教科書5.3：空間データ
5. 教科書5.4̃5.5：5章のまとめと練習問題
6. 教科書6.1̃6.2：確率の基礎、条件付き確率
7. 教科書6.3：確率変数と確率分布
8. 教科書6.4：大標本理論
9. 教科書6.5̃6.6：6章のまとめと練習問題
10. 教科書7.1：推定
11. 教科書7.2：仮説検定
12. 教科書7.3：不確実性をともなう線形回帰モデル
13. 教科書7.4：7章のまとめ
14. 教科書7.5：7章の練習問題
15. まとめ
※各番号が必ずしも1コマと対応するわけではなく、履修
者数や学生の理解度や発表準備の時間の必要性に応じて授
業進度や順序は多少、変化します。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10341-01統計計量解析講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義江口　昌伍
◎－－－　授業の概要　－－－◎

有用な分析ツールを習得することは、研究に対する視野を広げ、分析のバリ
エーションを増やすことに繋がります。本講義では、生産効率性の分析手法
であるデータ包絡分析法（Data Envelopment Analysis：以下DEA）について学
びます。

DEAは、数理計画法の手法に基づいて同種の事業体（例えば、会社、工場、
あるいは都道府県など）の生産効率性を、複数の投入・産出項目を同時に考
慮しながら総合的に評価する分析手法です。DEAを用いることで、単なる生
産効率性の測定のみならず、非効率的な事業体の効率性の改善を考える際
に、複数の効率的な事業体の中から参考とすべき事業体を明らかにできると
いう点も大きな特徴です。

本講義では、最初にDEAの導入として線形計画法の基本的な考え方を学び、
その後DEAの基礎となるCCRモデルについて理解します。DEAには、イン
プットの削減により効率性の実現を目指す「投入指向型」と、アウトプット
の拡大により効率性の実現を目指す「産出指向型」のモデルが存在します。
また、効率性の評価対象となる事業体の規模を考慮した効率性の推計も可能
です。本講義では、モデルの指向性と規模の収穫の仮定などを考慮し、DEA
を用いて効率性を測定する際の、適切なモデリング方法について学びます。
また、講義中には、Excelを使って実際にDEA分析を行い、講義で習得した
DEAの知識を活かして自らの力で定量的な分析を行う力を養います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・DEAの基本的な概念を理解し、適切なモデリングができるようになる
・Excelを用いて実際にDEAによる効率性値を推計することができる
・効率性値の推計のみならず、推計された結果から事業体の効率性の改善に
対して具体的な提案をすることができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講姿勢（30%）、期末レポート（70%）で総合的に評価します。評価の基準
は以下の通りです。

「受講姿勢」
・ディスカッションへの積極的な参加
・演習の取り組み

「期末レポート」
・分析目的に従って適切なDEAモデルを設定することができる
・設定したDEAモデルをExcelで解くことができる
・計算結果を基に、事業体の効率性の改善に対して具体的な提案をすること
ができる

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用せずに、毎回の講義で教員が作成したオリジナルの資料を配
布します。

参考文献
William W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Kaoru Tone (著) 『Data Envelopment
Analysis－A Comprehensive Text with Models, Applications, References, and DEA-
Solver Software－Second Edition』 (Springer、2007年) ISBN: 978-0-387-45281-4

刀根薫 (著) 『経営効率性の測定と改善―包絡分析法DEAによる』 (日科技連、
1993年)
ISBN: 978-4-817-15022-6

Wade D. Cook、Joe Zhu (著)、森田浩 (訳) 『データ包絡分析法DEA』 (静岡学
術出版、2014年) ISBN: 978-4-864-74030-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事後学習として、講義内容の復習を2時間程度行ってください。事前学習とし
て、毎回の講義の最後に、次回の講義で扱うトピックを紹介しますので、各
自でそれについて考えておいてください。また、演習では、各自でExcelがイ
ンストールされたノートパソコンを持参してください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ガイダンス
2. 線形計画法の基礎（1）：生産計画問題
3. 演習（1）：生産計画問題
4. 線形計画法の基礎（2）：輸送計画問題
5. 演習（2）：輸送計画問題
6. 生産可能性フロンティアと重み付け
7. CCRモデル
8. 参照集合と効率性の改善目標
9. 演習（3）：CCRモデルによる効率性の測定と改善
10. 投入指向型と産出指向型CCRモデル
11. 規模に対する収穫の仮定：BCCモデル
12. 演習（4）：指向性と収穫の仮定の変化による効率性の
推計結果の比較
13. 制御不可能変数を考慮したモデル
14. 演習（5）：制御不可能変数を考慮した場合の効率性の
測定と改善
15. まとめ

*上記の講義計画は、受講者の理解度や進捗状況を考慮し
て若干変更する可能性があります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10342-01統計計量解析講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義江口　昌伍
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では、生産効率性の分析手法であるデータ包絡分析法（Data
Envelopment Analysis：以下DEA）について、統計計量解析講義Aで学んだ
内容を更に発展させて、知識の習得に努めていきます。統計計量解析講義A
で学んだDEAモデルは、主に全ての投入・産出要素を一様に削減（あるい
は拡大）させるRadial型と呼ばれるものでした。しかしながら、Radial型の
DEAモデルによる推計結果は、それぞれの投入・産出要素が持つ非効率性
が必ずしも結果に反映されるわけではなく、推計された効率性がミスリー
ディングである恐れがあります。従って、本講義では上記の問題を解決す
るために、スラックを考慮したNon-radial型のDEAモデルについて学びま
す。

また、DEAは、Malmquist指数などと組み合わせることで、事業体の生産効
率性の時系列的な変化を分析することも可能です。近年では、環境負荷
（例えば二酸化炭素などの温室効果ガス排出量）を考慮した、環境効率性
推計のためのDEAモデルや、サプライチェーンなどのネットワーク構造を
組み込んだDEAモデルなども開発され、その応用分野はますますの広がり
を見せています。本講義では、Malmquist指数や環境負荷を考慮した指向性
距離関数モデルなどについて解説を行い、査読付き英文誌に掲載されるよ
うなDEA分析にもキャッチアップできるだけの知識と観点を養います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・DEAの基本的な概念を理解し、適切なモデリングができるようになる
・Excelを用いて実際にDEAによる効率性値を推計することができる
・効率性値の推計のみならず、推計された結果から事業体の効率性の改善
に対して具体的な提案をすることができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講姿勢（30%）、期末レポート（70%）で総合的に評価します。評価の基
準は以下の通りです。
「受講姿勢」
・ディスカッションへの積極的な参加
・演習の取り組み

「期末レポート」
・分析目的に従って適切なDEAモデルを設定することができる
・設定したDEAモデルをExcelで解くことができる
・計算結果を基に、事業体の効率性の改善に対して具体的な提案をするこ
とができる

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用せずに、毎回の講義で教員が作成したオリジナルの資料を
配布します。

参考文献
William W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Kaoru Tone (著) 『Data Envelopment
Analysis－A Comprehensive Text with Models, Applications, References, and
DEA-Solver Software－Second Edition』 (Springer、2007年) ISBN:
978-0-387-45281-4

刀根薫 (著) 『経営効率性の測定と改善―包絡分析法DEAによる』 (日科技
連、1993年)
ISBN: 978-4-817-15022-6

Wade D. Cook、Joe Zhu (著)、森田浩 (訳) 『データ包絡分析法DEA』 (静岡
学術出版、2014年) ISBN: 978-4-864-74030-2

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事後学習として、講義内容の復習を2時間程度行ってください。事前学習と
して、毎回の講義の最後に、次回の講義で扱うトピックを紹介しますの
で、各自でそれについて考えておいてください。また、演習では、各自で
Excelがインストールされたノートパソコンを持参してください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ガイダンス
2. CCRモデル/ 指向性/ BCCモデル
3. 演習（1）：ExcelによるDEA分析の基礎
4. Radial型とNon-radial型のDEAモデル
5. スラック基準型モデル
6. 重み付きスラック基準型モデル
7. 演習（2）：スラック基準型モデルによる効率性分析
8. 超効率性
9. Malmquist指数による効率性の時系列分析
10. Malmquist指数の分解
11. 演習（3）：Malmquist指数の推計と分解
12. Badsを考慮したDEAモデルとDisposability
13. Malmquist-Luenberger指数
14. 演習（4）：Badsを考慮したDEAモデルによる効率性分
析
15. より発展的なDEAモデルの紹介とまとめ

*上記の講義計画は、受講者の理解度や進捗状況を考慮し
て若干変更する可能性があります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10243-01都市システム解析講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義栫井　昌邦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義の目的は、地域・都市データ解析のためのモデル開発を行う基
礎的能力を養成することである。都市システム解析講義Aでデータマ
イニング、都市システム解析講義Bでベイズ統計学の理論やアルゴリ
ズムを学習する。また、その上で実際の都市・地域データ適用のため
のアルゴリズム開発や理論的拡張について考察することとする。講義
の事前には文献を読みレジュメを作成し、事後には、参考文献を用い
て復習すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域・都市データ解析のためのモデル開発を行う基礎的能力

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で３～４回のクイズ、３～４回のレポート課題、および1回
の期末レポート課題を課す。これらにより評価を行う。それぞれのウ
エイトは、次の通りである。
クイズ（３０％）、レポート（３０％）、期末レポート（４０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., & Pal, C. J. (2016). Data Mining:
Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部レベルの線形代数学、確率論、統計学を履修済みであるか、もし
くは習得していることが望ましい。講義の事前に参考文献を読み概要
を把握するとともに(90分)、講義の事後は指定する練習問題を解き内
容に対する理解を着実にすること(90分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. データマイニングの概要
2. データマイニングの入力
3. データマイニングの出力
4. １Rアルゴリズム
5. C4.5アルゴリズム
6. 単純ベイズ法
7. 単純ベイズ法による文書分類
8. カバーリングアルゴリズム
9. 協調フィルタリング
10. アソシエーションルールのマイニング
11. アソシエーションルールの応用
12. ベイジアンネットワーク
13. ベイジアンネットワークの応用
14. 自己組織化マップとニューラルネットワーク
15. 前期の講義の総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10244-01都市システム解析講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義栫井　昌邦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義の目的は、地域・都市データ解析のためのモデル開発を行う基
礎的能力を養成することである。都市システム解析講義Aでデータマ
イニング、都市システム解析講義Bでベイズ統計学の理論やアルゴリ
ズムを学習する。また、その上で実際の都市・地域データ適用のため
のアルゴリズム開発や理論的拡張について考察することとする。講義
の事前には文献を読みレジュメを作成し、事後には、参考文献を用い
て復習すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域・都市データ解析のためのモデル開発を行う基礎的能力

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で３～４回のクイズ、３～４回のレポート課題、および1回
の期末レポート課題を課す。これらにより評価を行う。それぞれのウ
エイトは、次の通りである。
クイズ（３０％）、レポート（３０％）、期末レポート（４０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Rossi, P. E., Allenby, G. M., & McCulloch, R. (2012). Bayesian statistics and
marketing. John Wiley & Sons.

松浦 健太郎 (2016)　StanとRでベイズ統計モデリング (Wonderful R), 共
立出版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部レベルの線形代数学、確率論、統計学を履修済みであるか、もし
くは習得していることが望ましい。講義の事前に参考文献を読み概要
を把握するとともに(90分)、講義の事後は指定する練習問題を解き内
容に対する理解を着実にすること(90分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ベイズ統計学の概要
2. ベイズ統計学の基礎
3. ベイズの定理
4. 尤度関数
5. 事前分布、事後分布
6. マルコフ連鎖モンテカルロ法(1)　ギブスサンプリング
7. マルコフ連鎖モンテカルロ法(2)　M-Hアルゴリズム
8. 線形回帰モデル
9. プロビットモデル
10. 階層ベイズモデル
11. 動的線形モデル
12. トピックモデル
13. マーケティングへの応用
14. 地域計量モデルへの応用
15. 後期の講義の総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10153-01都市情報論学術特講

通年 4  1 授業形態:講義五十嵐　寧史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　インターネットの発達により商品情報を入手することは容易にな
り、ネットでのショッピングも一般化した。こうして情報や商品の入
手の手段は整備されてきたが、自分の嗜好にマッチした対象を見つけ
る手法については、大きな課題が残っている。
　嗜好が特に問題になるのは、音楽やファッション、映像や出版物な
どであるが、自分の好みの商品を見いだすのは単純なキーワード検索
では効率が悪い。たとえば音楽コンテンツでは、音楽の特徴をキー
ワード化すること自体が問題となり、テレビやラジオを媒体とした従
来型のプロモーション手法がいまだに有力である。つまり生産者とエ
ンドユーザの嗜好をマッチングさせる仕組みが課題であり、特定の消
費者の嗜好にマッチした財、コンテンツを見いだして知らせる技術が
必須である。その代表的な手法は、協調フィルタリングやAmazon.com
のRecommend Engineなどであるが、推薦する対象（音楽なのか、書籍
なのか、ファッションなのか）によって手法も変わってくるなど、課
題は無数にある。
　またインターネットを介さない人的ネットワークでも特定個人に
マッチした推薦が行なわれる。例えば自分をよく知る人物からのオス
スメは確度が高い。これはなぜか？という原理の解明も重要である
し、それが分かれば応用が期待できる。
　本講義では、これらの話題を分析するための手段として、協調フィ
ルタリングや、人的ネットワークの分析の基本となるグラフ理論の演
習を行い、ネットワークの中の情報の到達性や中心性を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　ネットワーク分析を行うために必要となる線形代数とグラフ理論の
基礎を理解し、現実データから中心性を分析できること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題となる例題の回答を評価する（100%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「Rで学ぶデータサイエンス8: ネットワーク分析」、金明哲著、共立
出版(ISBN978-4-320-01928-7)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　数学的な記号を説明上使うので、学部レベルの数学（特に線形代
数）は事前に履修していることを期待する。事後学習としては、それ
ぞれの話題についての演習を課す予定である。なお、事前事後の学習
の所要時間としては1時間程度である。プレゼンテーションの際は、
発表前に2時間以上の作業を行うこと

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．イントロダクション、研究分野の確認
2．ワープロでの数学式の記述の方法
3．数学的基礎の確認のテスト
4．離散数学の演習(1)：行列の記法とベクトルの演算
5．離散数学の演習(2)：行列の演算
6.  離散数学の演習(3)：逆行列とその応用
7．グラフ理論の基礎
8．接続行列の計算(1): 距離と経路
9．接続行列の計算(2): 到達可能性
10. 交通中心の算出
11. ネットワーク構造の指標
12. 完全グラフ
13. 平面グラフ
14. 多重グラフ、重み付きグラフ
15. 中心性の議論
16. ネットワーク中心性とは？(1):離心中心性
17. ネットワーク中心性とは？(2):次数中心性
18. ネットワーク中心性とは？(3):固有ベクトル中心性
19. GoogleのPage Rankingアルゴリズム
20. 受講者の興味ある題材のプレゼンテーション:前半
21. 受講者の興味ある題材のプレゼンテーション:後半
22. 上記題材についての手法の検討
23. ネットワーク構造とは？
24. ネットワーク指標の有意性検定(1):QAP検定
25. ネットワーク指標の有意性検定(2):CUG検定
26. 複雑ネットワーク：スモールワールド
27. 受講者による分析のプレゼンテーション:前半
28. 受講者による分析のプレゼンテーション:後半
29. 講評
30. 評価のための質疑



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10239-01都市情報論講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義五十嵐　寧史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　インターネットの発達により商品情報を入手することは容易にな
り、ネットでのショッピングも一般化した。こうして情報や商品の入
手の手段は整備されてきたが、自分の嗜好にマッチした対象を見つけ
る手法については、大きな課題が残っている。
　嗜好が特に問題になるのは、音楽やファッション、映像や出版物な
どであるが、自分の好みの商品を見いだすのは単純なキーワード検索
では効率が悪い。たとえば音楽コンテンツでは、音楽の特徴をキー
ワード化すること自体が問題となり、テレビやラジオを媒体とした従
来型のプロモーション手法がいまだに有力である。つまり生産者とエ
ンドユーザの嗜好をマッチングさせる仕組みが課題であり、特定の消
費者の嗜好にマッチした財、コンテンツを見いだして知らせる技術が
必須である。その代表的な手法は、協調フィルタリングやAmazon.com
のRecommend Engineなどであるが、推薦する対象（音楽なのか、書籍
なのか、ファッションなのか）によって手法も変わってくるなど、課
題は無数にある。
　本講義では、これらの話題を分析するための手段として、協調フィ
ルタリングの分析の基本となる線形代数の基礎を学習し、現実データ
の分析をしてみる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

嗜好を推定するための手法、たとえば協調フィルタリングを実施で
き、サンプルデータを元に実際に推定を行えること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　議論への貢献を評価する。特に新しいアイデアが百出している分野
であるので、各自が自発的に新しい話題を発掘することを期待する。
（100%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

レジメを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　インターネットの使い方、インターネットにおける通常の検索手法
については、知っているものとして進行する。技術面の自信がない場
合は、事前に各自でしかるべき努力をすること。同様に数学的な記号
を説明上使うことが予想されるので、学部レベルの数学（特に線形代
数）は事前に履修していることを期待する。事後学習としては、それ
ぞれの話題についての演習、プログラム作成を課す予定である。な
お、事前事後の学習の所要時間としては1時間程度である。プレゼン
テーションの際は、発表前に2時間以上の作業を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．イントロダクション、研究分野の確認
2．ワープロでの数学式の記述の方法
3．数学的基礎の確認のテスト
4．離散数学の演習(1)：行列の記法とベクトルの演算
5．離散数学の演習(2)：行列の演算
6．離散数学の演習(3)：逆行列とその応用
7．協調フィルタリングの考え方: 相関係数法
8．嗜好のデータ化
9．嗜好データを調査してみる
10．レコメンドの計算の演習
11．レコメンドに求められる特徴
12．レコメンド対象のプレゼンテーション:前半
13．レコメンド対象のプレゼンテーション:後半
14．講評と評価
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10240-01都市情報論講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義五十嵐　寧史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　「都市情報論講義A」に引き続き、人的ネットワーク、ソーシャル
ネットワークを定量的に取り扱う手法として、ネットワーク分析とそ
の分野における統計的検定手法を理解した上で受講者の興味に応じた
課題に適用してゆく。例えばキーワード検索によらない発見の方法と
して、知り合いの間での会話による情報伝達、口コミなどがあるが、
その場合、「知り合い」のネットワークを分析可能な形式に表現する
必要がある。その手法がネットワーク分析であるが、この手法によ
り、人的ネットワークによる情報伝達と個人の行動の間に関係がある
か？を分析する統計的検定や、その集団の中での情報提供を行うイン
フルエンサーを数値として表せるようになる。
人的ネットワークを介したレコメンド、その人的ネットワークそのも
のの広がりかた、その分析手法などについて検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ソーシャルネットワークをデータ化し、複数の指標の間に因果関係が
あるのかを統計的検定により示せること。例えば、知り合いなどの人
的ネットワークが個人の行動に影響を与えているかを数値で示せるこ
と

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　議論への貢献を評価する。特に新しいアイデアが百出している分野
であるので、各自が自発的に新しい話題を発掘することを期待する
（60%）。また、最終的に行うプレゼンテーションを評価する
（40%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「Rで学ぶデータサイエンス8: ネットワーク分析」、金明哲著、共立
出版(ISBN978-4-320-01928-7)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　インターネットの使い方、インターネットにおける通常の検索手法
については、知っているものとして進行する。技術面の自信がない場
合は、事前に各自でしかるべき努力をすること。同様に数学的な記号
を説明上使うことが予想されるので、学部レベルの数学（特に線形代
数）は事前に履修していることを期待する。
事後学習としては、それぞれの話題についての演習、プログラム作成
を課す予定である。
なお、事前事後の学習の所要時間としては1時間程度である。プレゼ
ンテーションの際は、発表前に2時間以上の作業を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．ネットワーク分析、グラフ理論の基礎
2．接続行列の計算(1): 距離と経路
3．接続行列の計算(2): 到達可能性
4．交通中心の算出
5．ネットワーク構造の指標: 完全グラフ、平面グラフ
6．中心性の議論
7．ネットワーク中心性とは？(1):離心中心性、次数中心性
8．ネットワーク中心性とは？(2):固有ベクトル中心性
9．GoogleのPage Rankingアルゴリズム
10．統計的検定とは何か？(1):帰無仮説と対立仮説
11．統計的検定とは何か？(2):χ自乗検定
12．ネットワーク分析(1):統計的検定(QAP検定)
13．ネットワーク分析(2):統計的検定(CUG検定)
14．分析対象の相談
15．本講義の成果のプレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10241-01都市モデル解析講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義李　明哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　われわれが住んでいる都市はさまざまな問題を抱えています。これ
らの問題を数理的に解析し、その本質を探るとともに、効率化という
視点から、実際に存在している諸問題の改善あるいは解決を図るの
は、社会的・経済的視点から考えて重要な意味をもっています。
　本授業では、関連文献の輪読を通じて、このような研究内容への理
解を深めることにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実際問題を自主的に発見し、専門知識を用いて論理的に問題を改善・
解決できる総合的能力を身につけます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表・議論(70％)、その他(30％)等、授業への貢献度により総合的に評
価をします。なお、欠席は減点対象となります。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考書
高橋幸雄、森村英典：「混雑と待ち」、朝倉書店、2001。
(ISBN 4-254-27517-X C 3350)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　数理や応用数理に関する専門知識を有すると授業がよりわかりやす
くなります。授業の内容をよりよく理解するため、授業の前には必ず
次回の授業範囲関連内容を予習しておきましょう(９０分)。また、授
業終了後には必ず新たに得られた知見をまとめておきましょう(９０
分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　イントロダクション
    (モデル解析のための準備について)
2.  集合
3.  関係
4.  関数
5.  微分
6.  積分
7.  行列
8.  行列式
9.  確率
10. 統計
11. ORの基礎(ORとは)
12. ORの基礎(線形計画法における図解法)
13. ORの基礎(線形計画法におけるシンプレックス法)
14. ORの基礎(線形計画法の応用例)
15. まとめ

　＊上記スケジュールは必要に応じて変更することもあり
ます。授業計画の詳細については、初回の授業で示しま
す。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10242-01都市モデル解析講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義李　明哲
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　われわれが住んでいる都市はさまざまな問題を抱えています。これ
らの問題を数理的に解析し、その本質を探るとともに、効率化という
視点から、実際に存在している諸問題の改善あるいは解決を図るの
は、社会的・経済的視点から考えて重要な意味をもっています。
　本授業では、関連文献の輪読を通じて、このような研究内容への理
解を深めることにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実際問題を自主的に発見し、専門知識を用いて論理的に問題を改善・
解決できる総合的能力を身につけます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表・議論(70％)、その他(30％)等、授業への貢献度により総合的に評
価をします。なお、欠席は減点対象となります。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考書
高橋幸雄、森村英典：「混雑と待ち」、朝倉書店、2001。
(ISBN 4-254-27517-X C 3350)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　数理や応用数理に関する専門知識を有すると授業がよりわかりやす
くなります。授業の内容をよりよく理解するため、授業の前には必ず
次回の授業範囲関連内容を予習しておきましょう(９０分)。また、授
業終了後には必ず新たに得られた知見をまとめておきましょう(９０
分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. イントロダクション
　  (応用モデル解析について)
2. 混雑現象の例
3. なぜ混雑は起こるのか
4. イベントにおけるさまざまな混雑
5. 流入―流出グラフ
6. 滞留量の計測
7. 平均滞在時間
8. リトルの公式
9. 窓口の数を増やす効果
10. 車の混雑
11. 鉄道における混雑
12. 電車やバスの待ち時間
13. 信号の周期
15. 電車の遅れとダンゴ運転
15. まとめ

　＊上記スケジュールは必要に応じて変更することもあり
ます。授業計画の詳細については、初回の授業で示しま
す。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10332-01比較経済史基礎講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義瀬戸林　政孝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では、最近の近代アジア経済史に関する主要な研究紹介と研究
のサーベイを行う。アジア経済史は比較的新しい領域であるが、近年
の研究上の進展には目覚ましいものがある。研究の進展の背景には、
近年の急速なアジアの成長があるが、本講義では、この点を踏まえ
て、19世紀から20世紀中葉までのアジアの社会経済史の特徴を把握す
ることを目的とする。
今年度は、授業計画にあるように、アジア経済史に関する主要なト
ピックを取りあげて、授業を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近代以降のアジアの多様な経済的特徴について知り、参加者の興味の
ある特定の地域の経済的特徴が説明できるようになることを目標とす
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト（70％）、授業に対する取組と発表（30％）
評価基準は、近代以降のアジアの多様な経済的特徴について知り、参
加者の興味のある特定の地域の経済的特徴が説明できるようになった
かどうか、とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
飯島渉他編『シリーズ20世紀中国史　1』東京大学出版会、2009年、
4104円（ISBN：9784130251518）。　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

中国やアジアの近代史、経済史に関する興味のある者、基礎的知識を
修得済みの者が望ましい。また、事前学習として授業中に提示した文
献（論文等）を読んでから授業に参加し、事後学習では授業で提示さ
れた問題を解き、そして、授業を通じて学んだこと、考えたことをま
とめることが求められる。
各回の事前学習は、2時間を目安とする。また、各回の事後学習を2時
間行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　経済史へのアプローチ（研究動向）
第3回　世界経済とアジア（GDP）
第4回　世界経済とアジア（人口）
第5回　アジアにおける移住　
第6回　華僑
第7回　アジアにおける貿易
第8回　アジアにおける情報
第9回　アジアにおける農業
第10回　在来産業
第11回　貨幣制度
第12回　伝染病
第13回　市場経済
第14回　市場秩序
第15回　仲介人



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10333-01比較経済史基礎講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義西村　道也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済史は、経済問題を歴史的に考える分野です。人類は、生存する
ために、生産や分配に代表される経済問題に取り組んできました。経
済問題を解決する方法としては、伝統（もしくは慣習、互酬）・命令
（もしくは指令、再分配）・市場という三つの類型が歴史上存在する
といわれています。これら三つの類型がどのように現れるのかは、時
間と空間によって異なります。
　我々が生きている現代は、市場が優勢な世界だと考えられていま
す。その源流は、世界に先駆けて産業革命を経て工業化した西洋、特
に西ヨーロッパであると考えられています。そのため、西洋経済史に
ついて思索する時間を持つことは、現代経済を考える上で意義のある
ことだといえるでしょう。
　本基礎講義では、西洋経済史についての導入的なテキストを講読し
ます。西洋経済史の前近代から近現代までの展開とその基本的な枠組
や知識を扱ったテキストとして、堺『あなたが歴史と出会うとき』を
講読します。
　講義では、担当者を決めて、テキストの内容を要約した報告をして
もらいます。各自の報告に対しては、教員が解説を行います。また、
期末には、テキストの内容理解と内容について論じる能力を問う論述
試験を課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 経済問題を歴史という視点から考えることができるようになる
2. 前近代から近現代に至るまでの西洋経済史の基本的な枠組や知識を
理解し、説明できるようになる
3. 報告を通じて、論理的に首尾一貫し、論点の明瞭なプレゼンテー
ションができるようになる
4. 論述試験を通じて、自らの考えを論じる能力を大学院生として十分
なレベルに高める

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は、報告（50%）ならびに期末の論述試験（50%）によって行
います。
　基準は、1. 経済問題を歴史という視点から考えることができるよう
になったかどうか、2. 前近代から近現代に至るまでの西洋経済史の基
本的な枠組や知識を理解し、説明できるようになったかどうか、3. 報
告を通じて、論理的に首尾一貫し、論点の明瞭なプレゼンテーション
ができるようになったかどうか、4. 論述試験を通じて、自らの考えを
論じる能力を大学院生として十分なレベルに高めたかどうか、の4点
とします。
　なお、正当な理由のない欠席は、低評価の原因となります。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
・ 堺憲一『あなたが歴史と出会うとき―経済の視点から―［新版］』
名古屋大学出版会、2009年。ISBN 978-4815806101　（2,592円）
参考文献については、必要に応じて随時紹介します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、受講者は次回読む箇所を読んできてください。報
告担当者は、該当箇所を要約したレジュメを作成してください。各回
の事前学習は、2時間を目安とします。
　各回の事後学習を2時間行い、前回読んだ箇所の復習をしてくださ
い。分からないことがあれば、教員に質問をしたり、図書館やWEBを
活用して調べたりすると、より明確な理解につながるでしょう。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　『あなたが歴史と出会うとき』「第1章　農業革命
のビフォー・アンド・アフター」の講読と解説
第3回　『あなたが歴史と出会うとき』「第2章　資本主義
のあり方も時代とともに移り変わっていった」の講読と解
説
第4回　『あなたが歴史と出会うとき』「第3章　神々と領
主と村落が織りなす中世ヨーロッパの農民世界」の講読と
解説
第5回　『あなたが歴史と出会うとき』「第4章　ヨーロッ
パの中世都市には「大岡越前」はいなかった」の講読と解
説
第6回　『あなたが歴史と出会うとき』「第5章　大航海時
代はヨーロッパの国際的商業活動をドラマティックに変え
た」の講読と解説
第7回　『あなたが歴史と出会うとき』「第6章　営利活動
が「恥」と考えられているかぎり、資本主義はうまれな
い」の講読と解説
第8回　『あなたが歴史と出会うとき』「第7章　イギリス
産業革命はロンドンでは始まらなかった」の講読と解説
第9回　『あなたが歴史と出会うとき』「第8章　イギリス
産業革命期における労働者の平均寿命は17歳であった」の
講読と解説
第10回　『あなたが歴史と出会うとき』「第9章　イギリ
ス産業革命と奴隷制度はメダルのオモテとウラであった」
の講読と解説
第11回　『あなたが歴史と出会うとき』「第10章　宗主国
イギリスの植民地政策がインドに与えたダメージ」の講読
と解説
第12回　『あなたが歴史と出会うとき』「第11章　生糸と
娘たちによってつくられた日本資本主義」の講読と解説
第13回　『あなたが歴史と出会うとき』「第12章　マフィ
アはどのようにして巨大な犯罪組織になったのか」の講読
と解説
第14回　『あなたが歴史と出会うとき』「第14章　経済の
グローバル化のなかで」の講読と解説
第15回　期末の論述試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10151-01ビッグデータと回遊アナリティクス学術特講

通年 4  1 授業形態:講義齋藤　参郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　回遊性に優れた都心空間の創出に資するため、これまで10数年にわたり、福岡都心部を中心に、消費者回
遊行動調査を継続して実施してきました。回遊行動とは、都心部での渡り歩き行動、買い回り行動のことで
す。これらの回遊行動調査の継続調査を通して、1996年から1998年にかけての福岡都心部での大規模商業再
開発によって、人の流れからみた天神の重心が105m南下したこと、また、都心循環100円バスによる経済効
果が109億円であることなどを実証しました。これらの活動が認められ、2000年10月に福岡大学都市空間情
報行動研究所(FQBIC)が設立されました。
　現在、FQBICを拠点に研究活動を行っています。研究内容の詳細については、FQBICのホームページを参
照してください。http://www.qbic.fukuoka-u.ac.jp/
　これらの研究のための主な研究手法は、大きく3つに区分されます。1）政策効果の検証に関わるミクロ経
済学や統計的・ミクロ計量経済学的方法、2）実空間上での回遊・買物などの消費者行動の定式化を行う、
ミクロ経済学、空間経済学の方法や統計的モデリングの方法、3）ビッグデータやリアルタイムでの消費者
行動推定に関わる動的アルゴリズムや最適化手法、の3つです。
　社会工学特講講義では、これら3つの話題の中から受講生の関心にしたがってトピックスを選択し、ゼミ
形式で、教科書や論文の輪読と討論を行います。
　本年度は、ミクロ計量経済学と空間経済学の方法を学ぶとともに、それを回遊行動モデリングに適用する
基礎を学びます。
　最近、AngristとPischke (2009) Mostly harmless econometricsの登場によって、計量経済学の手法の取り扱い
方に大きな変化が生まれている。一つは、最小2乗法の取扱いで、従来のガウスマルコフの定理から正規性
を仮定するのではなく、ノンパラメトリックにConditional Expectation Function(CEF)を出発点にして、最小2
乗法の妥当性を論拠づける方法である。第2は、ポテンシャルアウトカムアプローチをベースにした、
Treatment Effectsや因果推論を重視する点。第3は、著者らがRegression Anatomyと呼んでいる重回帰の係数
に関する定式化とその欠落変数バイアス（Omitted Variable Bias）への適用、第4に、説明変数と誤差項との
相関に起因する内生性、自己選択バイアスへの操作変数（Instrument Variable）法からの取扱いなどであ
る。
　これらの動きは、パネルデータの分析にもおよび、これまであまり明確でなかった固定効果(fixed Effect)
と変量効果(Random Effect)モデルの違いの明確化や差の差(Difference in Difference)の分析などに結び付いて
います。
　本講義では、これらのミクロ計量経済学と呼ばれる分野の新しい考え方を理解するとともに、Stataという
統計ソフトを用いて、これらの新しい考え方にもとづいた統計的分析を実際に行います。さらに、ミクロ経
済学による政策評価の考え方、また、空間経済学にもとづいた回遊行動モデルの定式化とその統計的推定の
方法を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義の目標は以下の通りです。

ミクロ計量経済学の基本的な考え方を理解する。具体的には、1）CEF（Conditional Expectation Function）の
性質、2）CEFと最小2乗法の妥当性、3）処置効果(Treatment Effect)と因果推論、4）Regression Anatomy と回
帰係数の解釈、5）IV（Instrument Variable）法、6）Difference in Difference分析、7）固定効果、変量効果と
パネルデータ分析です。
Stataを用いて、これらの方法を実際に適用できるようなる。
EV(Equivalent Variation),　CV(Compensated Variation)の概念を理解し、ミクロ経済学による政策評価の考え
方を理解する。
層化CES効用関数を用いた空間経済学の基本的モデルを理解する。
回遊行動モデリングの基本を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義での発表(90%)、報告・議論(10%)を総合的に考慮して評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト

C. Cameron, P. K. Trivedi,Microeconometrics using Stata, Rev. ed., Stata Press, 2010, ISBN: 9781597180733.
J. D. Angrist and J.-S. Pischke, Mostly harmless econometrics, Princeton University Press, 2009, ISBN:
9780691120348.
J. D. Angrist, J.-S. Pischke大森義明訳, 『「ほとんど無害」な計量経済学』. 東京, NTT出版, 2013, ISBN:
9784757122512.
金本良嗣, 蓮池勝人, 藤原徹, 『政策評価ミクロモデル』. 東京, 東洋経済新報社, 2006, ISBN: 9784492313602.
佐藤泰裕, 田渕隆俊, 山本和博, 『空間経済学』. 東京, 有斐閣, 2011, ISBN: 9784641163737.
田中鮎夢, 『新々貿易理論とは何か : 企業の異質性と21世紀の国際経済』, ミネルヴァ書房, 2015, ISBN:
9784623074808.

補助テキスト
山本勲, 『実証分析のための計量経済学 : 正しい手法と結果の読み方』, 中央経済社, 2015, ISBN:
9784502168116.
北村行伸, 『ミクロ計量経済学入門』, 日本評論社, 2009, ISBN: 9784535555655.
田中隆一, 『計量経済学の第一歩 : 実証分析のススメ』, 有斐閣, 2015, ISBN: 9784641150287.
佐藤泰裕, 『都市・地域経済学への招待状』, 有斐閣, 2014, ISBN: 9784641150096.

参考文献

G. Imbens and J. Wooldridge, "What’s new in econometrics? Lecture 1-15," presented at the NBER Summer
Institute, 2007.
A. C. Cameron and P. K. Trivedi, Microeconometrics: methods and applications, Cambridge University Press, 2005,
ISBN: 9780521848053.
J. M. Wooldridge, Econometric analysis of cross section and panel data, 2nd ed., MIT Press, 2010, ISBN:
9780262232586.

以下は、これまでに取り上げた教科書、参考書です。

ルーエンバーガー, 『金融工学入門』, 日本経済新聞社, 2002, ISBN: 9784532132293.
刈屋武昭, 小暮厚之, 『金融工学入門』東洋経済新報社, 2002, ISBN: 9784492711576.
刈屋武昭, 『不動産金融工学とは何か？』東洋経済新報社, 2003, ISBN: 9784492653159.
藤田・クルーグマン・ベナブルズ, 『空間経済学』, 2000, 東洋経済新報社, ISBN: 9784492312858.
涌井良幸, 『道具としてのベイズ統計』, 2009, 日本実業出版社, ISBN: 9784534046475.
Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, 2007, Academic Press, ISBN: 9780125980623.
Stokey, Nancy L. and Lucas, Robert E., Recursive methods in economic dynamics, 1989, Harvard University Press,
ISBN: 9780674750968.
Boyd, Stephen P. and Vandenberghe, Lieven, Convex optimization, 2004, Cambridge University Press, ISBN:
9780521833783
Jehle, Geoffrey Alexander and Reny, Philip J. Advanced microeconomic theory 3rd ed, 2011, Prentice Hall, ISBN:
9780273731917.
I. Ntzoufras, Bayesian modeling using WinBUGS, United States, 2009, J. Wiley & Sons, ISBN: 9780470141144.
Saburo Saito, Extensions of Iterative Proportional Fitting Procedure and I-projection Modeling, 1998, Kyushu
University Press, ISBN: 4873785510.

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期　ミクロ計量経済学の基礎を理解する。

第1-3回
計量経済学の新しい理解（Angrist[2] 第2,3章）目標1
第4,5回
Stataによる回帰分析（Cameron[1]　第1,2,3章）目標2
第6,7回
回帰分析の復習（田中[9]　第3,4,5章報告;　第6,7,8章報告）
第8回
操作変数法、パネルデータ分析（田中[9]　 第8,9章報告）目標
3
第9回
ミクロ計量経済学の適用例（山本[7]　第1-4章報告）
第10回
離散選択モデル、トービット、ヘキットモデル（山本[7]　第
5-10章報告）目標4
第11回
因果分析、操作変数、パネルデータ分析（山本[7]　第11-15章
報告）
第12回
ミクロ経済学による政策評価（金本他[4]　第1,2章報告）
第13回
層化CES効用関数,EV,CV（金本他[4]　第6章報告）目標5
第14回
空間経済学とは（佐藤他[5]　第5章報告）目標6
第15回
回遊行動モデリング　研究課題

後期　Stataを使いこなし、回遊行動モデリングに適用する。

第16回
Stataのコマンドを使いこなす(1)（Cameron[1]　第3-5章報告）
第17回
Stataのコマンドを使いこなす(2)（Cameron[1]　第6-8章報告）
第18回
Stataのコマンドを使いこなす(3)（Cameron[1]　第9-11章報告）
第19回
Stataのコマンドを使いこなす(4)（Cameron[1]　第12-14章報
告）
第20回
Stataのコマンドを使いこなす(5)（Cameron[1]　第15-18章報
告）
第21回
空間経済学の方法(1)（佐藤他[5] 第2章, 第5章報告）
第22回
空間経済学の方法(2)（佐藤他[5] 第9章報告）
第23回
地域経済学を復習する(1)（佐藤[10]　第1-9章報告）
第24回
地域経済学を復習する(2)（佐藤[10]　第10-12章報告）
第25回
Melitzモデルとは(1)（田中[6]　第1章）
第26回
Melitzモデルとは(2)（田中[6]　第2章）
第27回
Melitzモデルとは(3)（田中[6]　第6章）
第28回
回遊行動モデリングの展開(1)(ポアソンモデル)
第29回
回遊行動モデリングの展開(2) (来街地ベースポアソンモデル,
来街地ベース一致推定法)
第30回
回遊行動モデリングの展開(3) (多変数来街地ベースポアソンモ
デル ベイジアンアプローチ)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10253-01米中日経済分析講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義万　軍民
◎－－－　授業の概要　－－－◎

１）この授業では, 米国・中国・日本の経済の発展過程、現状、問題
点、例えば、資産バブルの生成と崩壊、金融と経済危機、長期不況、
若者の就職難などをそれぞれ理解し、この三か国経済への関心をより
一層深めることを目標とする。
２）米中日の３カ国では、特に米日において確立された金融システム
が実体経済と乖離したとき、経済危機が生じる。日本の「失われた２
０年」および米国経済危機の生成メカニズムの本質を解き明かし、現
代及び未来の世界、特に中国への教訓と対策を導く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）米中日経済における問題点とその関連要因を理解する。
２）学術論文を作成する方法を習得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１）議論の積極性
２）質問、レポート
３）総合評価、成績（100点）＝質疑応答（40点）+　課題レポート
（60点）
４）米中日経済に関する最新な論文をどこまで解読できるか、成績に
反映される。
５）受講生自身が米中日経済における諸問題を経済モデルでどこまで
描写できるか、成績評価のポイントとなる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

１）小川一夫著、『「失われた10年」の真実』、東洋経済新報社、２
００９年２月。。（テキスト、2,940円、ISBN-10: 4492395121）
２）林文夫編集、『金融の機能不全』、頸草書房、２００７年１月。
（参考書）
３）Eichengreen, B., C. Wyplosz, and Y. C. Parkの３氏による編集,
``China, Asia, and the New World Economy,'' Oxford University Press, 2008.
(参考書)
４）その他の関連文献は随時に指定する。（参考書）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１）事前には、次回の授業内容を予習すること；事後には、前回の授
業内容を復習し、理解していない内容があるかチェックし、ある場合
次回授業に質問すること。
２）米中日経済や世界各地の経済問題に関心を持ち、毎日の世界
ニュースを目を通すこと。
３）履修者は自分の研究課題を明確にすること。
４）自分の関心のある課題に、自分なりの意見をしっかり持つこと。
５）科学論文の作成方法を学ぶ意志を持ち、修士論文をきちっと完成
しようとすること。
６）毎週の事前・事後学習時間は３時間以上を要する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回：ガイダンス
第２回：
日本経済：1950～2016
高度成長の時代―規制下における政策誘導型金融システム
の誕生（高度成長期）

第３回：
高度成長の時代―規制下における政策誘導型金融システム
の誕生（資金の源泉―家計の貯蓄行動）

第４回：
高度成長の時代―規制下における政策誘導型金融システム
の誕生（家計貯蓄行動の特徴）

第５回：
高度成長期における金融システム―資金配分メカニズムへ
の政府の関与

第６回：
高度成長期における銀行行動―メインバンクと系列融資

第７回：
高度成長期における企業行動―資金制約と設備投資

第８回：
金融システムの転機とバブルの発生―自由化・国際化によ
る新たなる挑戦（金融システムの転機―金融の自由化・国
際化）

第９回：
金融システムの転機とバブルの発生―自由化・国際化によ
る新たなる挑戦（バブル）

第１０回：
バブル期における銀行行動―バブルと貸出行動の変化

第１１回：
バブル期における企業行動―地価と設備投資

第１２回：
バブル期における家計行動―家計簿と銀行信用

第１３回：
日本経済へのバブルの影響―モデル分析による考察

第１４回：
実体経済と金融システムの乖離―「失われた１０年」はな
ぜ生じたのか（不良債権の発生と長期化のメカニズム）

第１５回：
不良債権と銀行行動―資金配分の変化とその特徴



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10254-01米中日経済分析講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義万　軍民
◎－－－　授業の概要　－－－◎

１）現在の米中間の経済問題, 日中間の経済問題, そして日米間の経
済問題を認識し, これらの問題の要因と解決方法などを探る｡
２）今後の米国・中国・日本の経済発展の行方を展望する｡

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）米中日経済における問題点とその関連要因を理解する。
２）自分の論文が専門誌に掲載されるように研究を取り組む。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１）議論の積極性
２）質問、レポート
３）総合評価、成績（100点）＝質疑応答（40点）+　課題レポート
（60点）
４）米中日経済に関する最新な論文をどこまで解読できるか、成績に
反映される。
５）受講生自身が米中日経済における諸問題を経済モデルでどこまで
描写できるか、成績評価のポイントとなる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

１）小川一夫著、『「失われた10年」の真実』、東洋経済新報社、２
００９年２月。。（テキスト、2,940円、ISBN-10: 4492395121）
２）林文夫編集、『金融の機能不全』、頸草書房、２００７年１月。
（参考書）
３）Eichengreen, B., C. Wyplosz, and Y. C. Parkの３氏による編集,
``China, Asia, and the New World Economy,'' Oxford University Press, 2008.
(参考書)
４）その他の関連文献は随時に指定する。（参考書）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１）事前には、次回の授業内容を予習すること；事後には、前回の授
業内容を復習し、理解していない内容があるかチェックし、ある場合
次回授業に質問すること。
２）米中日経済や世界各地の経済問題に関心を持ち、毎日の世界
ニュースを目を通すこと。
３）履修者は自分の研究課題を明確にすること。
４）自分の関心のある課題に、自分なりの意見をしっかり持つこと。
５）科学論文の作成方法を学ぶ意志を持ち、修士論文をきちっと完成
しようとすること。
６）毎週の事前・事後学習時間は３時間以上を要する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回：ガイダンス

第２回：
過剰債務と企業行動―企業活動の変化とその特徴

第３回：
過剰債務と家計行動―消費・貯蓄行動の変化とその特徴

第４回：
日本経済の長期低迷を探る―モデル分析による考察

第５回：
九〇年代後半以降の金融政策の評価

第６回：
日本経済回復への途と今後の課題

第７回：
米国の資産バブルと金融経済危機

第８回：
米国の資産バブルの生成と崩壊

第９回：
米国発の世界金融危機と世界経済危機

第１０回：
中国資産バブルの危険性と対策

第１１回：
中国の資産バブルの危険性（不動産バブルと銀行不良債
権）

第１２回：
資産バブルが起こってしまった場合の対処法：硬着陸と軟
着陸

第１３回：
金融危機と経済危機を未然に防止する制度設計

第１４回：
米中日経済問題の相違点と対策の制度設計

第１５回：
米中日のそれぞれ特有の問題と対策

より豊かで幸せな現代と未来の世界へ、「公平・安定・効
率な社会経済（Fair, Stable and Efficient Social Economy」の
構築のため、一定制約付きの市場経済（Bounded
Marketism）、総まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10328-01マクロ経済学基礎講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義万　軍民
◎－－－　授業の概要　－－－◎

経済学を研究するための基本ツールを学ぶ。家計部門、企業部門、政
府部門の行動原理について、離散時間、及び連続時間の基本モデルを
学ぶ。各部門の主体均衡及び市場均衡を経済動学の視点から理解す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の古典論文及び最新なマクロ経済学論文を読む力を養う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間筆記試験及び期末筆記試験が60点、ミニテスト等の平常点が40
点、合わせて100点。

マクロ経済学に関する最新な理論論文をどこまで解読できるか、成績
に反映される。

受講生自身が経済主体のある行動を動学モデルでどこまで描写できる
か、成績評価のポイントとなる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：無
参考文献
１、Thomas Sargent, Macroeconomic Theory, Second Edition, Academic
Press.Boston ; Tokyo : Academic Press, c1987。
２、Olivier Blanchard and Stanley Fischer, Lectures on Macroeconomics,
MIT Press, 1989.
３、Thomas Sargent,Dynamic macroeconomic theory, Cambridge, Mass. :
Harvard University Press, 1987。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１）宿題を解く。
２）事前には、次回の授業内容を予習すること；事後には、前回の授
業内容を復習し、理解していない内容があるかチェックし、ある場合
次回授業に質問すること。
３）毎週事前・事後の学習時間は３時間以上を要する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　経済動学の最適化入門（差分方程式）

２　離散時間モデルの最適化（１）ラグランジュ未定数法

３　離散時間モデルの最適化（２）動的計画法

４　連続時間モデルの最適化（１）ハミルトン関数

５　連続時間モデルの最適化（２）オイラー方程式

６　家計部門の行動原理入門

７　異時点間の選好

８　消費計画

９　貯蓄

１０　労働供給

１１　企業部門の行動原理入門

１２　投資の決定（１）ジョルゲンソンの調整費用理論

１３　投資の決定（２）Tobin's Ｑ理論

１４　企業融資

１５　筆記試験　　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10329-01マクロ経済学基礎講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義万　軍民
◎－－－　授業の概要　－－－◎

主に、離散時間、及び連続時間の基本モデル通して、成長理論や世代
重複モデルを学ぶ。市場均衡と経済動学の視点に立って、経済成長と
安定をもたらす財政政策や金融政策、及び、国債や失業問題等を理解
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

一般均衡の考え方を理解し、経済成長、市場経済の安定性、国債、遺
産、失業等に関する既存の知見を習得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間筆記試験及び期末筆記試験が60点、ミニテスト等の平常点が40
点、合わせて100点。

マクロ経済学に関する最新な理論論文をどこまで解読できるか、成績
に反映される。

受講生自身が経済主体のある行動を動学モデルでどこまで描写できる
か、成績評価のポイントとなる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：無
参考文献
１、Thomas Sargent, Macroeconomic Theory, Second Edition, Academic
Press.Boston ; Tokyo : Academic Press, c1987。
２、Olivier Blanchard and Stanley Fischer, Lectures on Macroeconomics,
MIT Press, 1989.
３、Thomas Sargent,Dynamic macroeconomic theory, Cambridge, Mass. :
Harvard University Press, 1987。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１）宿題を解く。
２）事前には、次回の授業内容を予習すること；事後には、前回の授
業内容を復習し、理解していない内容があるかチェックし、ある場合
次回授業に質問すること。
３）毎週の事前・事後学習時間は３時間以上を要する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　成長モデル（１）ソロー・モデル

２　成長モデル（２）内生的成長

３　成長と財政政策

４　成長と金融政策

５　世代重複モデル（１）バブル

６　世代重複モデル（２）過大投資と過小投資

７　世代重複モデル（３）年金

８　国債

９　遺産

１０　社会保障

１１　研究開発

１２　失業（１）非自発的失業

１３　失業（２）摩擦的失業

１４　マクロ経済学の新しい展開

１５　筆記試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10326-01ミクロ経済学基礎講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義赤羽根　靖雅
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ミクロ経済学の基礎理論の習得を目標にします。とくにミクロ経済学
をツールとして応用できるように、考え方や仮定の持つ意味を中心に
講義を進めます。まず消費者、企業の主体的均衡理論を学び、意思決
定理論の骨格、思考方法を理解します。とくに不確実性の問題は、理
論を応用するうえでの下地になるので、注力する予定です。

参考文献のなかでも現代ミクロ応用理論の基礎となる理論を中心に扱
います。講義中に参考文献を網羅的に説明するわけではありません。
しかし、参考文献等で紹介するものはどれも重要なものです。講義中
に読むべき箇所は適宜挙げますので、講義で扱う箇所、そうでない箇
所も毎回読んで授業に参加するようにしてください。

また、復習もきちんとしてください。とくに分からないものを無くす
ように努めてください。理論は積み重ねですから、少しでも分からな
い箇所があると、先へ進めません。使える知識にするためにも特に復
習に力を入れてください。

各回の前半で、授業計画で挙げたトピックスについて講義し、後半で
応用問題等を参加者全員で考えていくディスカッションスタイルをと
ります。講義内容は基本的なことになりますから、ミクロ経済学に精
通している人にとっては退屈かもしれません。目標習得レベルは履修
者の習熟度合いを見ながら、各回後半のディスカッション等で調節し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ミクロ経済学の考え方を習得する。
・ミクロ経済学を基礎理論として応用する力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に行う小テスト（80％）とディスカッションでの発言（20％）
で評価します。評価のポイントは、理論の全体像を把握できているか
と仮定の持つ意味を理解できているかの２点で、講義を通じて受講者
の応用力が培われているかを確認します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しません。参考文献として下記を挙げておきます。そ
の他必要な参考図書、資料等は講義中にお伝えします。

Mas-colell, Winston and Green(1995), Microeconomic Theory, Oxford
University Press

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義中に挙げた文献や配付資料を事前に２時間程度読んでおくこと。
また、講義終了後に必ず２時間以上復習と問題演習に当てること。こ
の事後学習で疑問点を無くし、参考文献等に掲載された演習問題を解
くことで理解の深度を確認することが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．ミクロ経済学とは
2．選好関係と効用関数
3．限界効用と無差別曲線
4．限界代替率と限界効用の比
5．予算制約式
6．最適消費
7．需要の変化の分析（価格弾力性など）
8．スルツキー分解と応用
9．不確実性の分析と期待効用仮説
10．期待効用仮説の応用
11．企業と利潤最大化仮説
12．生産可能集合と効率性
13．限界生産力・利潤最大化条件
14．費用最小化と費用関数の導出
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10326-02ミクロ経済学基礎講義Ａ「イングリッシュ」

前期 2  1 授業形態:講義近郷　匠
◎－－－　授業の概要　－－－◎

The purpose of this course is to study basic models and results in the theories
of the consumer and the producer. In an introduction to microeconomics, we
focus on how economic agents make their decisions. First, we study the
behavior of such agents when they buy something (i.e., act as consumers).
Such consumers' behavior are founded by the demand curves. Next, we study
the behavior of the economic agents when they sell something (i.e., act as
producers). Such producers' behavior are founded by the supply curves.

◎－－－　到達目標　－－－◎

- Understand basic models and results in the consumer theory
- Understand basic models and results in the producer theory

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

An evaluation is based on the degree of understanding of basic concepts and
results in the consumer and producer theories. The degree of understanding
will be evaluated by midterm exams (60%) and the final exam (40%).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

"A Short Course in Intermediate Microeconomics with Calculus (2nd
edition)" by Roberto Serrano and Allan Feldman, Cambridge University
Press, 978-1108439190(paperback)/978-1108423960(hardcover), 2018,
¥7253(paperback)/¥17410(hardcover).

Note that the above textbook is the same one used by Introduction to
Microeconomics B (by Prof. Shin Sato). This course covers Chapters 1-10 of
the textbook. Meanwhile, Introduction to Microeconomics B covers Chapters
11-20 of it.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

- The course will be given in English.
- Before each lecture, read the assigned chapter of the textbook (120 min).
- After each lecture, do assigned exercises in the textbook (120 min).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Chapter 1. Introduction

[Theory of the consumer]
2. Chapter 2. Preferences and utility
3. Chapter 3. The budget constraint and the consumer's optimal
choice
4. Chapter 4. Demand functions
5. Midterm exam 1: on chapters 2-4

6. Chapter 5. Supply functions for labor and savings
7. Chapter 6. Welfare economics 1: the one-person case
8. Chapter 7. Welfare economics 2: the many-person case
9. Midterm exam 2: on chapters 5-7

[Theory of the producer]
10. Chapter 8. Theory of the firm 1: the single-input model
11. Chapter 9. Theory of the firm 2: the long run, multiple-input
model
12. Chapter 10. Theory of the firm 3: the short run, multiple-
input model
13. Midterm exam 3: on chapters 8-10

14. A review session
15. Final exam



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10327-01ミクロ経済学基礎講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義赤羽根　靖雅
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ミクロ経済学の基礎理論の習得を目標にします。とくにミクロ経済学
をツールとして応用できるように、考え方や仮定の持つ意味を中心に
講義を進めます。まず、企業の主体的均衡理論を費用の面から学びま
す。そのあと一般均衡理論を学習し、市場メカニズムについて理解を
深めます。一般均衡理論を学ぶことを通じ、部分均衡分析の長所、短
所も理解してもらいます。この長所、短所を理解できれば、ミクロ経
済理論の応用力をどう応用していくか自分の力で考えられるようにな
るはずです。最後に、情報の経済学について学びます。情報の経済学
の応用範囲は企業行動、政府の規制、金融制度など多岐にわたるの
で、応用を考えるならば外せないトピックスです。

参考文献のなかでも現代ミクロ応用理論の基礎となる理論を中心に扱
います。講義中に参考文献を網羅的に説明するわけではありません。
しかし、参考文献等で紹介するものはどれも重要なものです。講義中
に読むべき箇所は適宜挙げますので、講義で扱う箇所、そうでない箇
所も毎回読んで授業に参加するようにしてください。

また、復習もきちんとしてください。とくに分からないものを無くす
ように努めてください。理論は積み重ねですから、少しでも分からな
い箇所があると、先へ進めません。使える知識にするためにも特に復
習に力を入れてください。

各回の前半で、授業計画で挙げたトピックスについて講義し、後半で
応用問題等を参加者全員で考えていくディスカッションスタイルをと
ります。講義内容は基本的なことになりますから、ミクロ経済学に精
通している人にとっては退屈かもしれません。目標習得レベルは履修
者の習熟度合いを見ながら、各回後半のディスカッション等で調節し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ミクロ経済学の考え方を習得する。
・ミクロ経済学を基礎理論として応用する力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に行う小テスト（80％）とディスカッションでの発言（20％）
で評価します。評価のポイントは、理論の全体像を把握できているか
と仮定の持つ意味を理解できているかの２点で、講義を通じて受講者
の応用力が培われているかを確認します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しません。参考文献として下記を挙げておきます。そ
の他必要な参考図書、資料等は講義中にお伝えします。

Mas-colell, Winston and Green(1995), Microeconomic Theory, Oxford
University Press

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義中に挙げた文献や配付資料を事前に２時間程度読んでおくこと。
また、講義終了後に必ず２時間以上復習と問題演習に当てること。こ
の事後学習で疑問点を無くし、参考文献等に掲載された演習問題を解
くことで理解の深度を確認することが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．費用関数と利潤最大化
2．供給曲線の導出
3．完全競争市場とは（部分均衡分析を中心に）
4．余剰分析の基礎
5．余剰分析の応用
6．純粋交換経済
7．完全競争市場とパレート最適
8．完全競争市場と独占・寡占
9．寡占市場の分析
10．企業間競争とゲーム理論
11．ゲーム理論のその他の応用
12．ゲームと情報の経済学（モラルハザード）
13．ゲームと情報の経済学（アドバースセレクション）
14．情報の経済学の応用例
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10327-02ミクロ経済学基礎講義Ｂ「イングリッシュ」

後期 2  1 授業形態:講義佐藤　伸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

The objective of this course is to learn important models and results in a
theory of markets. This course begins with partial equilibrium analysis that
focuses on only one market. This simple setting is useful to understand what
happens in different types of markets such as perfectly competitive markets,
monopoly, and duopoly. Next, we turn to general equilibrium analysis that
deals with all markets simultaneously. We learn the two fundamental
theorems of welfare economics that are most important results in economics.
Finally, we study situations where markets fail to achieve efficiency, and find
remedies for such market failures.

◎－－－　到達目標　－－－◎

- Understand basic models and results in a theory of markets

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

An evaluation is
- based on a degree of the understanding of basic concepts and results in
various models of markets, and
- the degree is measured by Midterm Exams (60%) and Final Exam (40%).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

"A Short Course in Intermediate Microeconomics with Calculus (2nd)" by
Roberto Serrano and Allan Feldman, Cambridge University Press,
978-1108439190, 2018, ¥7253.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

- This course is taught in English, and hence students should be fluent in
English.
- Before each lecture, read the assigned chapter of the textbook (120min).　
After each lecture, do assigned Exercises in the textbook (120min).

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Introduction to a theory of markets

[Partial Equilibrium: Market Structure]
2. Perfectly competitive markets
3. Monopoly and monopolistic competition
4. Duopoly
5. Game theory
6. Midterm Exam 1 (Partial Equilibrium)

[General Equilibrium]
7. An exchange economy
8. A production economy
9. Midterm Exam 2 (General Equilibrium)

[Market Failure]
10. Externalities
11. Public goods
12. Uncertainty and expected utility
13. Uncertainty and asymmetric information
14. Midterm Exam 3 (Market Failure)

15. Final Exam



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10201-01理論経済学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義渡邉　淳一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

１．学部レベルのミクロ経済学の理解を前提として，中級の（修士レ
ベルの）ミクロ経済学の基本的な論理と分析方法を身に付けることと
２．英文のテキストや論文を読みこなせるだけの英語の読解力を修得
することを目的とします．

詳細は授業計画を見てください

　この講義ではミクロ経済学の基礎（主に選好に関する議論）を深く
学んでいきます．どのような仮定のもとで議論が構築されているのか
を理解するよう心がけましょう．また，問題を解いていきながら理論
を理解していくことをしていきますので，自学自習の質と量が多くな
ります．
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　英文のテキストを正しく日本語に翻訳することができる．
　ミクロ経済学の基礎概念を理解し，解説することができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　次の２つの方法と基準で総合的に評価します．
１）発表と討論：60%
「命題や証明の要点を整理できているか」「分かりやすく説明できて
いるか」「英文を正確に理解できているか」を評価の基準とします．
２）宿題と課題：40%
「自分でどのように工夫して問題を解いたか」「証明や計算に間違い
がないか」を評価の基準とします．また，証明などを英語で書くと評
価は高くなります．

　いずれの場合も，論理的に理解できているかが重要になります．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　Rubinstein, A. 2016. Lecture Notes in Microeconomics Theory, Princeton
   http://arielrubinstein.tau.ac.il
より無料でダウロードできますので，各自で入手して下さい．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　翌週までに読んでおくべきところを指示しますので，予習として必
ず読んで，不明な点があればそれを明らかにしておいてください
（120分）．
　また，復習として課題を出しますので，翌週までに解いてきてくだ
さい（120分）．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

01. Introduction
02. Preferences
03. A Discussion of Transitivity
04. The Equivalence of the Two Definitions
05. Problem Set 1: Problem1, Problem2
06. Problem Set 1: Problem3, Problem4
07. Problem Set 1: Problem5, Problem6
08. The Concept of Utility Representation
09. Existence of Utility Representation
10. Lexicographic Preferences
11. Continuity of Preferences
12. Debreu’s Theorem
13. Problem Set 2: Problem1, Problem2
14. Problem Set 2: Problem3, Problem4
15. Problem Set 2: Problem5, Problem6



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10202-01理論経済学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義渡邉　淳一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

１．学部レベルのミクロ経済学の理解を前提として，中級の（修士レ
ベルの）ミクロ経済学の基本的な論理と分析方法を身に付けることと
２．英文のテキストや論文を読みこなせるだけの英語の読解力を修得
することを目的とします．

詳細は授業計画を見てください

　この講義ではミクロ経済学の基礎（主に選択に関する議論）を深く
学んでいきます．どのような仮定のもとで議論が構築されているのか
を理解するよう心がけましょう．また，問題を解いていきながら理論
を理解していくことをしていきますので，自学自習の質と量が多くな
ります．

◎－－－　到達目標　－－－◎

　英文のテキストを正しく日本語に翻訳することができる．
　ミクロ経済学の基礎概念を理解し，解説することができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　次の２つの方法と基準で総合的に評価します．
１）発表と討論：60%
「命題や証明の要点を整理できているか」「分かりやすく説明できて
いるか」「英文を正確に理解できているか」を評価の基準とします．
２）宿題と課題：40%
「自分でどのように工夫して問題を解いたか」「証明や計算に間違い
がないか」を評価の基準とします．また，証明などを英語で書くと評
価は高くなります．

　いずれの場合も，論理的に理解できているかが重要になります．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　Rubinstein, A. 2016. Lecture Notes in Microeconomics Theory, Princeton
   http://arielrubinstein.tau.ac.il
より無料でダウロードできますので，各自で入手して下さい．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　翌週までに読んでおくべきところを指示しますので，予習として必
ず読んで，不明な点があればそれを明らかにしておいてください
（120分）．
　また，復習として課題を出しますので，翌週までに解いてきてくだ
さい（120分）．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

01. Choice Functions
02. Rational Choice Functions
03. Rationalizing
04. Dutch Book Arguments
05. Choice Functions as Internal Equilibria
06. The Satisficing Procedure
07. Psychological Motives Not Included within the Framework
08. Modeling Choice Procedures
09. Problem Set 3: Problem1, Problem2
10. Problem Set 3: Problem3, Problem4
11. Problem Set 3: Problem5, Problem6
12. The Consumer’s World
13. Existence of a Utility Representation
14. Special Class of Preferences
15. Differentiable Preferences



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10249-01労働経済学講義Ａ

前期 2  1 授業形態:講義中村　亮介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では労働経済学の専門的な知識を習得していきます。労働経
済学はミクロ経済学の知識を応用し、労働市場で起こる様々な出来事
を理論的に分析していく学問です。また、労働経済学は計量経済学の
知識を応用し、労働経済学の理論と現実経済とのつながりや労働政策
の効果を実証する学問でもあります。

前期は、労働供給(どのような労働者がどれだけ働くか)、人的資本投
資(教育や訓練が労働者の賃金にどのように影響するか)を取り上げま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

労働経済学の専門的な知識を身に付け、労働経済学に関わる事柄を理
論的に説明できるようになることを目標とします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内における発表(30%)、期末に課すレポート(70%)によって評価し
ます。授業内における発表では、特に、前回の講義の内容を復習して
いるかを確認します。期末に課すレポートでは労働経済学の専門的知
識を身に付けているかを確認します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：
大森義明(2008)『労働経済学』日本評論社、ISBN: 9784535555662
【¥3,200＋税】

参考文献：
ヨシュア・アングリスト・ヨーン・シュテファン・ピスケ(2013)
『「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイ
ド』NTT出版、大森義明/小原美紀/田中隆一/野口晴子(訳)、ISBN:
9784757122512【¥5,600＋税】
樋口美雄(1996)『労働経済学』東洋経済新報社、ISBN: 9784492812938
大竹文雄(1998)『労働経済学入門』日本経済新聞出版社、ISBN:
9784532107628
George J. Borjas(2012)『Labor Economics』McGraw Hill Higher
Education、ISBN: 9780071326209

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：
ミクロ経済学・計量経済学の基礎的知識を持っていると理解が進みま
す。労働経済学の基礎的な知識は参考文献として挙げた日本語文献で
確認してください。

準備学習（事前・事後学習）：
事前学習：授業計画を確認し、教科書の該当箇所を読んできてくださ
い(週2時間)
事後学習：授業の内容をグラフと数式の両方から説明できるようにし
てください(週2時間)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1:イントロダクション(労働経済学の現在)
2:ミクロ経済学の復習(効用関数など)
3:労働者の無差別曲線
4:労働者の予算制約
5:労働者の効用最大化
6:政策と労働供給行動
7:家計生産モデル
8:政策と家計生産モデル
9:最新の労働供給研究
10:一般訓練モデル
11:企業特殊訓練モデル
12:経済学から見た教育
13:大学進学の意思決定モデル
14:シグナリングモデル
15:前期のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E010E10250-01労働経済学講義Ｂ

後期 2  1 授業形態:講義中村　亮介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では労働経済学の専門的な知識を習得していきます。労働経
済学はミクロ経済学の知識を応用し、労働市場で起こる様々な出来事
を理論的に分析していく学問です。また、労働経済学は計量経済学の
知識を応用し、労働経済学の理論と現実経済とのつながりや労働政策
の効果を実証する学問でもあります。

後期は、労働需要(どのような企業がどれだけ労働者を雇うか)、労働
市場(様々な労働市場の均衡がどのように表現されるか)、政策評価(政
策効果を測る際にどのような手法を用いるか)を取り上げます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

労働経済学の専門的な知識を身に付け、労働経済学に関わる事柄を理
論的に説明できるようになることを目標とします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内における発表(30%)、期末に課すレポート(70%)によって評価し
ます。授業内における発表では、特に、前回の講義の内容を復習して
いるかを確認します。期末に課すレポートでは労働経済学の専門的知
識を身に付けているかを確認します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：
大森義明(2008)『労働経済学』日本評論社、ISBN: 9784535555662
【¥3,200＋税】

参考文献：
ヨシュア・アングリスト・ヨーン・シュテファン・ピスケ(2013)
『「ほとんど無害」な計量経済学―応用経済学のための実証分析ガイ
ド』NTT出版、大森義明/小原美紀/田中隆一/野口晴子(訳)、ISBN:
9784757122512【¥5,600＋税】
樋口美雄(1996)『労働経済学』東洋経済新報社、ISBN: 9784492812938
大竹文雄(1998)『労働経済学入門』日本経済新聞出版社、ISBN:
9784532107628
George J. Borjas(2012)『Labor Economics』McGraw Hill Higher
Education、ISBN: 9780071326209

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：
ミクロ経済学・計量経済学の基礎的知識を持っていると理解が進みま
す。労働経済学の基礎的な知識は参考文献として挙げた日本語文献で
確認してください。

準備学習（事前・事後学習）：
事前学習：授業計画を確認し、教科書の該当箇所を読んできてくださ
い(週2時間)
事後学習：授業の内容をグラフと数式の両方から説明できるようにし
てください(週2時間)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1:イントロダクション(労働経済データ)
2:ミクロ経済学の復習(生産関数など)
3:短期の労働需要
4:長期の労働需要
5:政策と労働需要
6:労働需要(応用)
7:政策と労働需要(応用)
8:最新の労働需要研究
9:労働市場の均衡
10:労働市場の余剰分析
11:政策と労働市場
12:回帰分析入門
13:政策評価のための回帰分析入門
14:政策評価のための回帰分析応用
15:後期のまとめ


