
期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E30031-01経済学史特別研究Ａ「経済学の発展と具体的な分析」（過去の理論をいかに発展させ､現代の経済をいかに分析するか）

前期 4  1 授業形態:演習山崎　好裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業を受講される皆さんは、既に研究論文をまとめたことがあ
り、それをさらに発展させていこうとされている人たちです。これか
ら3年間に渡り、大きなテーマから派生する小さな問題の一つ一つに
取り組んで研究を継続し、それを研究ノートや個別の論文にまとめて
いくことになります。
　こうした研究のプロセスで重要なのは、研究全体をレギュレートし
ながら個々の問題に深く沈潜するという両極端の姿勢と能力をともに
持つことではないでしょうか。研究の成果を信じて諦めずに進む精神
力と新たな知見に目を輝かせる好奇心、そして、常に基本に立ち返っ
て学びなおす謙虚さは、優れた研究者に欠かせない素質だと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　この授業では、個別指導を通じて、各自の研究の進展を支援すると
ともに、研究者としての姿勢を学んでもらいます。

　これまでの研究をまとめて専門論文を完成させる。また､レフェ
リー制度を採用したSCI, SSCIレベルの学術雑誌に英語論文を投稿す
る｡

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究者としての成長の度合いと論文の完成度とを総合的に評価しま
す。（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しません。
　受講生ごとに研究内容が異なりますので、読むべき文献について研
究の各段階で指示を出します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この授業を受ける人たちには、あらためて言う必要のないことです
が、自分の名前で書かれた論文の責任は全てその研究者自身にありま
す。どんなに頑張っても、指導者がしてあげられることは、研究の環
境を整え、発表の機会を与え、研究過程でその都度アドバイスするこ
とだけです。それを肝に銘じてもらった上で、一緒に努力していきま
しょう。
　事前に報告を準備し、事後に指導を振り返ってください。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　－－－◎

1．研究論文の読解（1）

2．研究論文の読解（2）

3．研究論文の読解（3）

4．研究論文の読解（4）

5．研究論文の読解（5）

6．研究論文の読解（6）

7．研究論文の読解（7）

8．研究論文の読解（8）

9．研究論文の読解（9）

10．研究論文の読解（10）

11．論文のための分析（1）

12．論文のための分析（2）

13．論文のための分析（3）

14．論文のための分析（4）

15．論文のための分析（5）

16．論文のための分析（6）

17．論文のための分析（7）

18．論文のための分析（8）

19．論文のための分析（9）

20．論文のための分析（10）

21．論文の完成（1）

22．論文の完成（2）

23．論文の完成（3）

24．論文の完成（4）

25．論文の完成（5）

26．論文の完成（6）

27．論文の完成（7）

28．論文の完成（8）

29．論文の完成（9）

30．論文の完成（10）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E30032-01経済学史特別研究Ｂ「計量手法の発展と分析の実践」（過去の理論をいかに発展させ､現代の経済をいかに分析するか）

後期 4  1 授業形態:演習山崎　好裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業を受講される皆さんは、既に研究論文をまとめたことがあ
り、それをさらに発展させていこうとされている人たちです。これか
ら3年間に渡り、大きなテーマから派生する小さな問題の一つ一つに
取り組んで研究を継続し、それを研究ノートや個別の論文にまとめて
いくことになります。
　こうした研究のプロセスで重要なのは、研究全体をレギュレートし
ながら個々の問題に深く沈潜するという両極端の姿勢と能力をともに
持つことではないでしょうか。研究の成果を信じて諦めずに進む精神
力と新たな知見に目を輝かせる好奇心、そして、常に基本に立ち返っ
て学びなおす謙虚さは、優れた研究者に欠かせない素質だと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　この授業では、個別指導を通じて、各自の研究の進展を支援すると
ともに、研究者としての姿勢を学んでもらいます。

　これまでの研究をまとめて専門論文を完成させる。また､レフェ
リー制度を採用したSCI, SSCIレベルの学術雑誌に英語論文を投稿す
る｡

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究者としての成長の度合いと論文の完成度とを総合的に評価しま
す。（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しません。
　受講生ごとに研究内容が異なりますので、読むべき文献について研
究の各段階で指示を出します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この授業を受ける人たちには、あらためて言う必要のないことです
が、自分の名前で書かれた論文の責任は全てその研究者自身にありま
す。どんなに頑張っても、指導者がしてあげられることは、研究の環
境を整え、発表の機会を与え、研究過程でその都度アドバイスするこ
とだけです。それを肝に銘じてもらった上で、一緒に努力していきま
しょう。
　事前に報告を準備し、事後に指導を振り返ってください。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　－－－◎

1．研究論文の読解（1）

2．研究論文の読解（2）

3．研究論文の読解（3）

4．研究論文の読解（4）

5．研究論文の読解（5）

6．研究論文の読解（6）

7．研究論文の読解（7）

8．研究論文の読解（8）

9．研究論文の読解（9）

10．研究論文の読解（10）

11．論文のための分析（1）

12．論文のための分析（2）

13．論文のための分析（3）

14．論文のための分析（4）

15．論文のための分析（5）

16．論文のための分析（6）

17．論文のための分析（7）

18．論文のための分析（8）

19．論文のための分析（9）

20．論文のための分析（10）

21．論文の完成（1）

22．論文の完成（2）

23．論文の完成（3）

24．論文の完成（4）

25．論文の完成（5）

26．論文の完成（6）

27．論文の完成（7）

28．論文の完成（8）

29．論文の完成（9）

30．論文の完成（10）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40021-01経済学特別講義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、計量経済学、特に、ミクロデータを用い実証分析を
行うための統計的手法であるミクロ計量経済学の理論やその手法の
データへの適用方法を習得することである。はじめに、確率論や統計
学の基礎を復習し、その後、データ解析演習と併せて、テキストや参
考文献を用いミクロ計量経済学の理論や実証結果の解釈方法について
学習することとする。また、講義の中で学習した手法を用いた実証研
究の論文をいくつか取り上げ、どのように学習した方法が使われてい
るかも検討していくこととしたい。受講生の発表を軸に講義を進めて
いく。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　－－－◎

ミクロ計量経済学の基本的な考え方の理解
実際のデータを分析する際、適切な手法を選択し、分析を行う能力を
身につけること
分析結果にもとづき政策評価を行う能力を身につけること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義での発表（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

第1回の講義で受講生と議論して決めるが、例えば以下の文献を参考
文献として想定している。

[1] Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics: methods
and applications. Cambridge university press.
ISBN:　9780521848053
[2] Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics using stata:
Revised Edition. College Station, TX: Stata press.
ISBN:　9781597180733
[3] Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel
data. MIT press.
ISBN:　9780262232586
[4] Wooldridge, J. M. (2015). Introductory econometrics: A modern approach.
Nelson Education.
ISBN:　9781305270107

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義の事前には文献を読みレジュメを作成し（180分）、事後には、
講義の中で指定した参考文献や練習問題を用いて復習すること（60
分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画および内容等

1.　文献と学習計画（どの手法をどのような手順で学習す
るか）の決定
2.　から　15.　発表と議論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40022-01経済学特別講義Ｂ

前期 2  1 授業形態:講義姜　文源
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義では、社会経済学分野を代表する論文を選び、読みます。論
文の選定については、受講生の研究分野を考慮して選ぶ予定です。
よって、この講義で輪読する論文は、受講者が決定した後に決めるこ
とにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会経済学の研究課題、方法論を理解し、最近の研究傾向を把握する
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の研究姿勢（20％）、レポート（80％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

授業中に指定します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習は次回の授業で学ぶ論文を読むこと（90分）。事後学習は授
業中に学んだ論文の理解できなかった部分について考え、理解を深め
ること（90分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．社会経済学の研究課題
2－14.　論文の輪読（指定された論文の研究目的、研究の
意義、方法論、論文が残している問題などについて討論す
る）
15．まとめ。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40023-01経済学特別講義Ｃ

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）を精緻かつ多面的に分析するため、多変
量時系列分析のための統計理論を学んでいきます。
　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、多変量時系列分析
に必要な数学的手法について、最新の研究成果を踏まえた高度な内容
を取り上げます。
　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するとともに、多変量時系列分析に
必要な統計理論を正確に理解し、理論を踏まえた精緻な分析ができる
ようになることです。

◎－－－　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」、「線形代数学」の予備
知識があること、また本大学院の「経済時系列分析講義A・B」を履修
していることを前提としています。履修にあたっては、この前提条件
を満たしていることを確認して下さい。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　－－－◎

１．非定常性と共和分
２．共和分と誤差修正モデルの関係
３．線形代数の復習（固有値など）
４．線形代数の復習（ジョルダン標準形など）
５．共和分多変量自己回帰(CVAR)モデル
６．CVARモデルでの確定項の取扱い
７．CVARモデルの移動平均表現
８．縮小ランク回帰と最尤法
９．CVARモデルでの尤度比検定
10．共和分ベクトルへの制約と尤度比検定(1)
11．共和分ベクトルへの制約と尤度比検定(2)
12．CVARモデルにおける弱外生性・強外生性
13．CVARモデルと構造変化(1)
14．CVARモデルと構造変化(2)
15．試験



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40024-01経済学特別講義Ｄ

後期 2  1 授業形態:講義佐藤　伸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では，博士論文作成のために役立つ社会的選択理論による問題
の定式化と分析方法を修得することを目的とする．初めに受講生の興
味に従って適切な文献を選び，その後，必要な解説を与えながらその
文献を受講生に発表してもらう形で授業を進める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・社会的選択理論における問題の定式化と分析方法を身につける．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

社会的選択理論における問題の定式化と分析方法を身につけているか
を評価の基準とし，発表内容と受け答え100％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．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・上述のように受講生の研究に資するための学修を行うことがこの講
義の目的であるので，受講生は自分の研究に本講義が役立つかどう
か，事前に指導教員と相談してから受講を決定すること．
・事前学習として発表の準備を行い（180分），事後学習として授業
で得た知識等をまとめること（60分）．

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回. 文献選定
第2回 - 第15回. 受講生による発表とそれに対する解説



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40025-01経済学特別講義Ｅ

後期 2  1 授業形態:講義西原　宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、博士論文作成のために役立つゲーム理論による問題の
定式化と分析方法を修得することを目的とする。始めに受講生の研究
内容をよく聞いて適切な文献を選び、その後、必要な解説を与えなが
らその文献を受講生に発表してもらう形で授業を進める。ゲーム理論
によるモデルの定式化、分析、分析結果の意味付けという一連の研究
方法を学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ゲーム理論による問題の定式化について説明できる。
②ゲーム理論による分析の方法について説明できる。
③分析結果の意味付けを説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記の①～③の到達目標が達成できることを評価の基準とする。発
表内容と受け答えによって評価する（１００％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　受講生と相談の上で決定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　上述のように受講生の研究に資するための学習を行うことがこの講
義の目的であるので、受講生は、自分の研究に本講義が役立つかどう
か、事前に指導教員に相談してから受講を決定すること。文献の発表
準備が事前学習（１８０分）であり、発表後に発表の反省点や授業で
得た知識や技術をまとめておくことを事後学習（６０分）とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：文献選定
第２回～第１５回：受講生による発表と発表箇所について
の解説



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40026-01経済学特別講義Ｆ「経済数学」

後期 2  1 授業形態:講義藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では 、博士論文作成のために役立つ経済数学による問題の定式
化と分析方法を修得することを目的とする。始め受講生の研究内容を
よく聞いて適切な文献を選び、その後、必要な解説を与えながら、そ
の文献を受講生に発表してもらう 形で授業を進める。数学によるモデ
ルの定式化、分析、分析結果の意味付けという一連の研究方法を学習
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①経済数学による問題の定式化について説明できる。
②経済数学による分析の方法について説明できる。
③分析結果の意味付けを説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の①～③の目標が達成できることを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

受講生と相談の上で決定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

上述のように、受講生の研究に資するための学習を行うことがこの講
義の目的であるので、受講生は、自分の研究に本講義が役立つかどう
か、事前に指導教員に相談してから受講を決定すること。文献の発表
準備が事前学習(１８０分)であり、発表後に発表の反省点や授業で得
た知識や技術をまとめておくことを事後学習(６０分)とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回 文献選定
第２回～第１５回：受講生による発表とそれに対する解説



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40027-01経済学特別講義Ｇ「経済学専門誌論文と博士学位論文作法」（学者と教育者を夢見る大学院生のため）

後期 2  1 授業形態:講義万　軍民
◎－－－　授業の概要　－－－◎

１）学術論文の作成方法を習得する。
２）経済学専門誌論文の書き方、博士学位論文の書き方を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）学術論文を作成する方法を習得する。
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）授業の参加、議論の積極性
２）質問、レポート
３）総合評価、成績（100点）＝質疑応答等（60点）+　課題レポート
（40点）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

担当教員は論文や関連資料を準備する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１）事前には、論文や関連資料を読み、時間の目安としては講義一回
に付き６０分である。
２）事後には、講義で学んだ論文作法を使い、自ら論文を作成する。
時間の目安としては講義一回に付き６０分である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：
ガイダンス

第２、３回：
図表の作成と挿入

第４、５回：
文献の引用

第６、７回：
結論の書き方

第８、９回：
理論発見や実証結果
の解釈とまとめ方

第１０、１１回：
理論的フレームワーク
と実証モデルと推定方法
の選び方、書き方

第１２、１３回：
イントロダクション
とリサーチクエスチョン
と独創性の書き方

第１４回：
要旨やキーワードの書き方

第１５回：
プレゼン準備とレフェリーレポート



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40028-01経済学特別講義Ｈ「学説史から見た経済分析の方法」（過去の理論をいかに発展させ､現在の経済をいかに分析するか）

前期 2  1 授業形態:講義山崎　好裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業を受講される皆さんは、既に研究論文をまとめたことがあ
り、それをさらに発展させていこうとされている人たちです。これか
ら3年間に渡り、大きなテーマから派生する小さな問題の一つ一つに
取り組んで研究を継続し、それを研究ノートや個別の論文にまとめて
いくことになります。
　こうした研究のプロセスで重要なのは、研究全体をレギュレートし
ながら個々の問題に深く沈潜するという両極端の姿勢と能力をともに
持つことではないでしょうか。研究の成果を信じて諦めずに進む精神
力と新たな知見に目を輝かせる好奇心、そして、常に基本に立ち返っ
て学びなおす謙虚さは、優れた研究者に欠かせない素質だと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　この授業では、個別指導を通じて、各自の研究の進展を支援すると
ともに、研究者としての姿勢を学んでもらいます。
　そのうえで指導教員の下で博士論文を仕上げます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究者としての成長の度合いと研究の進展度とを総合的に評価しま
す。（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しません。
　受講生ごとに研究内容が異なりますので、読むべき文献について研
究の各段階で指示を出します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この授業を受ける人たちには、あらためて言う必要のないことです
が、自分の名前で書かれた論文の責任は全てその研究者自身にありま
す。どんなに頑張っても、指導者がしてあげられることは、研究の環
境を整え、発表の機会を与え、研究過程でその都度アドバイスするこ
とだけです。それを肝に銘じてもらった上で、一緒に努力していきま
しょう。
　事前に報告を準備し、事後に指導を振り返ってください。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　－－－◎

1．研究論文の読解（1）

2．研究論文の読解（2）

3．研究論文の読解（3）

4．研究論文の読解（4）

5．研究論文の読解（5）

6．研究論文の読解（6）

7．研究論文の読解（7）

8．研究論文の読解（8）

9．論文のための分析（1）

10．論文のための分析（2）

11．論文のための分析（3）

12．論文のための分析（4）

13．論文のための分析（5）

14．論文のための分析（6）

15．論文のための分析（7）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40030-01経済学特別講義Ｊ

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、博士課程前期の延長線にたち、さらなる関連文献の輪
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
1. 李　明哲、張　玉超：「交差点における交通信号の最適サイクル長
と切り替え時間へのアプローチ」、日本オペレーションズ・リサーチ
学会和文論文誌、pp.148-165、Vol.58、2015。
２．李　明哲：「都市高層ビルの内部交通解析に関する研究」、東京
大学大学院工学系研究科計数工学専攻博士論文、1997。
(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　－－－◎

1. イントロダクション
　  (応用モデル解析について)
2. 道路交差点における交通信号制御について
3. 道路交通モデルの定式化
4. モデル解析①(モデルの簡素化）
5. モデル解析②(大域的最適解の存在性）
6. モデル解析③（局所解と最適解）
7. 実例調査
8. 都市高層ビルの内部交通解析について
9. 高層ビルモデル
10. 居住部分と通路部分の配分（通勤交通）
11. 効率係数の定義
12. 通勤交通による高層ビルの効率性解析①
　　（効率係数の性質）
13. 通勤交通による高層ビルの効率性解析①
　　（施設配置問題）
14. 通勤交通による高層ビルの効率性解析③
　　（効率的形状）
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-E020E40031-01経済学特別講義Ｋ

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　－－－◎

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　近代中国に関する社会経済史（移住）　
第6回　近代中国に関する社会経済史（華僑）
第7回　近代中国に関する社会経済史（貿易）
第8回　近代中国に関する社会経済史（情報）
第9回　近代中国に関する社会経済史（農業）
第10回　近代中国に関する社会経済史（在来産業）
第11回　近代中国に関する社会経済史（貨幣制度）
第12回　近代中国に関する社会経済史（伝染病）
第13回　近代中国に関する社会経済史（市場経済）
第14回　近代中国に関する社会経済史（市場秩序）
第15回　近代中国に関する社会経済史（仲介人）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40013-01経済学特論ⅡＡ

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　－－－◎

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　近代中国に関する社会経済史（移住）　
第6回　近代中国に関する社会経済史（華僑）
第7回　近代中国に関する社会経済史（貿易）
第8回　近代中国に関する社会経済史（情報）
第9回　近代中国に関する社会経済史（農業）
第10回　近代中国に関する社会経済史（在来産業）
第11回　近代中国に関する社会経済史（貨幣制度）
第12回　近代中国に関する社会経済史（伝染病）
第13回　近代中国に関する社会経済史（市場経済）
第14回　近代中国に関する社会経済史（市場秩序）
第15回　近代中国に関する社会経済史（仲介人）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E40014-01経済学特論ⅡＢ

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　－－－◎

第1回　15世紀から18世紀のアジア世界（大航海時代）
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-E020E30043-01経済数学特別研究Ａ

前期 4  1 授業形態:演習藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済数学は、経済学の一分野ではない。慎重に単純化したモデルを用い
て、複雑な経済現象の因果関係を分析し、その中に潜む法則を見出すための
科学的方法のひとつである。ここで、科学的とは、広辞苑によると、体系的
であり、経験的に実証可能な知識のことを言う。もちろん、経済モデルが数
学的である必要はないが、数学的であれば、モデルは変数とパラメータから
なる方程式で表現されるため、適切な計算をするだけで、科学的な結論を得
ることができる。これからの３年間は、科学的な手法を身に付けるととも
に、温故知新さながらに、既存の論文を再現すること、つまり行間を埋め尽
くすことから、行間に潜む疑問の一つ一つを解決することによって、それら
を具体的な論文の形にしていく。
　なお、真実を追求する強い精神力と好奇心を持続しつつ、基本から学びな
おすことも厭わず、他者の研究テーマへ思いやりを示すなど謙虚さを失くさ
ないように、鋭意心掛けよう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義の到達目標は、
　１）研究者として、必須の数学や統計学などの科学的手法を修得すること
　２）自分に興味のある分野の論文のモデルや数式の空行を証明できること
　３）論文の良い点や悪い点など、問題の所在を発見することができること
　４）と同時に、問題疑問点を解決するための最適な手法を身に付けること
　５）それらの成果を論文にまとめ、学会などで発表することができること
の五項目です。

◎－－－　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）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、D）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、E)数学や確率論に関する諸定理の証明
を理解し、紙面上で正確に再現することができるか、F)読んだ論文を１０セ
ンテンスでまとめているか、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)D)E)F)に関する章末問題および読んだ英語論文に関するレポートを提
出する７０％；講義中の妥当な質疑応答１０％；小テスト２０％の計１０
０％です。なお、レポートは、博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、前期の参考書は以下のとお
りです。
　Chiang, A.c. & Wainwright, K., 2005. Mathematical Economics (4th edition),
McGraw-Hill Higher Education.
　Hogg, R.V. & Craig, A.T., 2004. Introduction to Mathematical Statistics (5th
edition), Higher Education Press.
　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）　－－－◎

　事前学習としては、過去の英語論文のサーベイを、１論文について、多く
ても１０センテンス程度にまとめる習慣をつける。３か月に１回ぐらいは、
何をしているか、何につまずいているのかを、ほかの院生の前で発表する。
インターネットなどで、次回の質問やテーマを予習し、専門用語の意味を理
解する。また、事後的には、自分の発表練習を繰り返し行うことと、他山の
石ではないですが、人の発表を学会などで多く聞くことが肝心です。そこ
で、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　－－－◎

　授業は、自分に興味のある分野の論文のサーベイを５本
以上こなしながら、論文の構想を練るとともに、以下の
【内容テーマ】０１．～１５．を一つあたり１コマ(９０
分)～３コマ(２７０分)程度の時間をかけて、半年間で合計
３０コマ(２，７００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．部分均衡分析
０２．一般均衡分析
０３．行列代数
０４．線型モデル
０５．非線形モデル
０６．微分偏微分全微分
０７．比較静学
０８．最適化問題
０９．選択変数が２個以上
１０．１次微分方程式
１１．高次微分方程式
１２．最適制御問題
１３．十分統計量
１４．母数の関数形
１５．ベイズ推定量



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E30044-01経済数学特別研究Ｂ

後期 4  1 授業形態:演習藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済数学は、経済学の一分野ではない。慎重に単純化したモデルを用い
て、複雑な経済現象の因果関係を分析し、その中に潜む法則を見出すための
科学的方法のひとつである。ここで、科学的とは、広辞苑によると、体系的
であり、経験的に実証可能な知識のことを言う。もちろん、経済モデルが数
学的である必要はないが、数学的であれば、モデルは変数とパラメータから
なる方程式で表現されるため、適切な計算をするだけで、科学的な結論を得
ることができる。これからの３年間は、科学的な手法を身に付けるととも
に、温故知新さながらに、既存の論文を再現すること、つまり行間を埋め尽
くすことから、行間に潜む疑問の一つ一つを解決することによって、それら
を具体的な論文の形にしていく。
　なお、真実を追求する強い精神力と好奇心を持続しつつ、基本から学びな
おすことも厭わず、他者の研究テーマへ思いやりを示すなど謙虚さを失くさ
ないように、鋭意心掛けよう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義の到達目標は、
　１）研究者として、必須の数学や統計学などの科学的手法を修得すること
　２）自分に興味のある分野の論文のモデルや数式の空行を証明できること
　３）論文の良い点や悪い点など、問題の所在を発見することができること
　４）と同時に、問題疑問点を解決するための最適な手法を身に付けること
　５）それらの成果を論文にまとめ、学会などで発表することができること
の五項目です。

◎－－－　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）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、D）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、E)数学や確率論に関する諸定理の証明
を理解し、紙面上で正確に再現することができるか、F)読んだ論文を１０セ
ンテンスでまとめているか、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)D)E)F)に関する章末問題および読んだ英語論文に関するレポートを提
出する７０％；講義中の妥当な質疑応答１０％；小テスト２０％の計１０
０％です。なお、レポートは、博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。
　Hogg, R.V. & Craig, A.T., 2004. Introduction to Mathematical Statistics (5th
edition), Higher Education Press.
　Bernardo, J.M. & Smith, A.F.M., 1994. Bayesian Theory, John Wiley & Sons.
　Robert, C.P., 2001. The Bayesian Choice (2nd edition), Springer-Verlag.
　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）　－－－◎

　事前学習としては、過去の英語論文のサーベイを、１論文について、多く
ても１０センテンス程度にまとめる習慣をつける。３か月に１回ぐらいは、
何をしているか、何につまずいているのかを、ほかの院生の前で発表する。
インターネットなどで、次回の質問やテーマを予習し、専門用語の意味を理
解する。また、事後的には、自分の発表練習を繰り返し行うことと、他山の
石ではないですが、人の発表を学会などで多く聞くことが肝心です。そこ
で、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　－－－◎

　授業は、自分に興味のある分野の論文のサーベイを５本
以上こなしながら、論文の構想を練るとともに、以下の
【内容テーマ】０１．～１０．を一つあたり１コマ(９０
分)～４コマ(３６０分)程度の時間をかけて、半年間で合計
３０コマ(２，７００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．トーマス・ベイズ
０２．ベイズ統計量
０３．信用と確率
０４．行動と効用
０５．統計モデル
０６．モデルと十分統計量
０７．母数の関数形
０８．母数が２個以上
０９．母数と変数との共役
１０．事前分布と事後分布



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E30045-01経済数学特別研究Ｃ

前期 4  2 授業形態:演習藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済数学は、経済学の一分野ではない。慎重に単純化したモデルを用い
て、複雑な経済現象の因果関係を分析し、その中に潜む法則を見出すための
科学的方法のひとつである。ここで、科学的とは、広辞苑によると、体系的
であり、経験的に実証可能な知識のことを言う。もちろん、経済モデルが数
学的である必要はないが、数学的であれば、モデルは変数とパラメータから
なる方程式で表現されるため、適切な計算をするだけで、科学的な結論を得
ることができる。これからの３年間は、科学的な手法を身に付けるととも
に、温故知新さながらに、既存の論文を再現すること、つまり行間を埋め尽
くすことから、行間に潜む疑問の一つ一つを解決することによって、それら
を具体的な論文の形にしていく。
　なお、真実を追求する強い精神力と好奇心を持続しつつ、基本から学びな
おすことも厭わず、他者の研究テーマへ思いやりを示すなど謙虚さを失くさ
ないように、鋭意心掛けよう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義の到達目標は、
　１）研究者として、必須の数学や統計学などの科学的手法を修得すること
　２）自分に興味のある分野の論文のモデルや数式の空行を証明できること
　３）論文の良い点や悪い点など、問題の所在を発見することができること
　４）と同時に、問題疑問点を解決するための最適な手法を身に付けること
　５）それらの成果を論文にまとめ、学会などで発表することができること
の五項目です。

◎－－－　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）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、D）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、E)数学や確率論に関する諸定理の証明
を理解し、紙面上で正確に再現することができるか、F)読んだ論文を１０セ
ンテンスでまとめているか、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)D)E)F)に関する章末問題および読んだ英語論文に関するレポートを提
出する７０％；講義中の妥当な質疑応答１０％；小テスト２０％の計１０
０％です。なお、レポートは、博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、前期の参考書は以下のとお
りです。
　Chiang, A.c. & Wainwright, K., 2005. Mathematical Economics (4th edition),
McGraw-Hill Higher Education.
　Hogg, R.V. & Craig, A.T., 2004. Introduction to Mathematical Statistics (5th
edition), Higher Education Press.
　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）　－－－◎

　事前学習としては、過去の英語論文のサーベイを、１論文について、多く
ても１０センテンス程度にまとめる習慣をつける。３か月に１回ぐらいは、
何をしているか、何につまずいているのかを、ほかの院生の前で発表する。
インターネットなどで、次回の質問やテーマを予習し、専門用語の意味を理
解する。また、事後的には、自分の発表練習を繰り返し行うことと、他山の
石ではないですが、人の発表を学会などで多く聞くことが肝心です。そこ
で、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　－－－◎

　授業は、自分に興味のある分野の論文のサーベイを５本
以上こなしながら、論文の構想を練るとともに、以下の
【内容テーマ】０１．～０３．を一つあたり１コマ(９０
分)～１０コマ(９００分)程度の時間をかけて、半年間で合
計３０コマ(２，７００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．統計量の検定理論
０２．２次形式検定
０３．ノンパラメトリック検定



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E30046-01経済数学特別研究Ｄ

後期 4  2 授業形態:演習藤本　浩明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　経済数学は、経済学の一分野ではない。慎重に単純化したモデルを用い
て、複雑な経済現象の因果関係を分析し、その中に潜む法則を見出すための
科学的方法のひとつである。ここで、科学的とは、広辞苑によると、体系的
であり、経験的に実証可能な知識のことを言う。もちろん、経済モデルが数
学的である必要はないが、数学的であれば、モデルは変数とパラメータから
なる方程式で表現されるため、適切な計算をするだけで、科学的な結論を得
ることができる。これからの３年間は、科学的な手法を身に付けるととも
に、温故知新さながらに、既存の論文を再現すること、つまり行間を埋め尽
くすことから、行間に潜む疑問の一つ一つを解決することによって、それら
を具体的な論文の形にしていく。
　なお、真実を追求する強い精神力と好奇心を持続しつつ、基本から学びな
おすことも厭わず、他者の研究テーマへ思いやりを示すなど謙虚さを失くさ
ないように、鋭意心掛けよう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

この講義の到達目標は、
　１）研究者として、必須の数学や統計学などの科学的手法を修得すること
　２）自分に興味のある分野の論文のモデルや数式の空行を証明できること
　３）論文の良い点や悪い点など、問題の所在を発見することができること
　４）と同時に、問題疑問点を解決するための最適な手法を身に付けること
　５）それらの成果を論文にまとめ、学会などで発表することができること
の五項目です。

◎－－－　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）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、D）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、E)数学や確率論に関する諸定理の証明
を理解し、紙面上で正確に再現することができるか、F)読んだ論文を１０セ
ンテンスでまとめているか、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)D)E)F)に関する章末問題および読んだ英語論文に関するレポートを提
出する７０％；講義中の妥当な質疑応答１０％；小テスト２０％の計１０
０％です。なお、レポートは、博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。
　Hogg, R.V. & Craig, A.T., 2004. Introduction to Mathematical Statistics (5th
edition), Higher Education Press.
　Bernardo, J.M. & Smith, A.F.M., 1994. Bayesian Theory, John Wiley & Sons.
　Robert, C.P., 2001. The Bayesian Choice (2nd edition), Springer-Verlag.
　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）　－－－◎

　事前学習としては、過去の英語論文のサーベイを、１論文について、多く
ても１０センテンス程度にまとめる習慣をつける。３か月に１回ぐらいは、
何をしているか、何につまずいているのかを、ほかの院生の前で発表する。
インターネットなどで、次回の質問やテーマを予習し、専門用語の意味を理
解する。また、事後的には、自分の発表練習を繰り返し行うことと、他山の
石ではないですが、人の発表を学会などで多く聞くことが肝心です。そこ
で、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　－－－◎

　授業は、自分に興味のある分野の論文のサーベイを５本
以上こなしながら、論文の構想を練るとともに、以下の
【内容テーマ】０１．～０２．を一つあたり１コマ(９０
分)～１５コマ(１，３５０分)程度の時間をかけて、半年間
で合計３０コマ(２，７００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．フィッシャーの情報量
０２．ラオ・クラメールの不等式



期別: 単位数: 開講年次:

2019-E020E30085-01米中日経済分析特別研究Ａ

前期 4  1 授業形態:演習万　軍民
◎－－－　授業の概要　－－－◎

（一年次において）
１）科学論文の作成方法を習得する。
２）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。

（二年次において）
３）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。
４）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｡
５）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）学術論文を作成する方法を習得する。
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）発表形式、授業の参加、議論の積極性
２）質問、レポート
３）総合評価、成績（100点）＝発表（30点）+　質疑応答（30点）+
　課題レポート（40点）

◎－－－　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ゼミ中に指定する。（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）修士論文のテーマを決め、データ収集を始め、文献サーベイをす
ること。
３）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。
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　－－－◎

（一年次）
第１回：ガイダンス
第２、３回：
【Ⅰ】日本経済：1950～2015
第１部
1.1）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４、５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６、７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８、９回：
1.2）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１０、１１回：
1.3）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１２、１３回：
1.4）高度成長期における企業行動―資金制約と設備投資

第１４、１５回：
第２部
2.1）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１６、１７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１８、１９回：
2.2）バブル期における銀行行動―バブルと貸出行動の変化

第２０、２１回：
2.3）バブル期における企業行動―地価と設備投資

第２２、２３回：
2.4）バブル期における家計行動―家計簿と銀行信用

第２４、２５回：
2.5）日本経済へのバブルの影響―モデル分析による考察

第２６、２７回：
第３部　
3･1）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２８、２９、３０回：
3.2）不良債権と銀行行動―資金配分の変化とその特徴

（二年次）
第３１、３２回：
3.3）過剰債務と企業行動―企業活動の変化とその特徴

第３３、３４回：
3.4）過剰債務と家計行動―消費・貯蓄行動の変化とその特徴

第３５、３６回：
3.5）日本経済の長期低迷を探る―モデル分析による考察

第３７、３８回：
3.6）九〇年代後半以降の金融政策の評価

第３９、４０回：
3.7）日本経済回復への途と今後の課題

第４１、４２回：
【Ⅱ】米国の資産バブルと金融経済危機

第４３、４４回：
4.1）米国の資産バブルの生成と崩壊

第４５、４６回：
4.2）米国発の世界金融危機と世界経済危機

第４７、４８回：
【Ⅲ】中国資産バブルの危険性と対策

第４９、５０回：
5.1）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５１、５２回：
5.2）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５３、５４回：
5.3）金融危機と経済危機を未然に防止する制度設計

第５５、５６回：
【Ⅳ】米中日経済問題の相違点と対策の制度設計

第５７、５８回：
6.1）米中日のそれぞれ特有の問題と対策

第５９、６０回：
6.2）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-E020E30086-01米中日経済分析特別研究Ｂ

後期 4  1 授業形態:演習万　軍民
◎－－－　授業の概要　－－－◎

（一年次において）
１）科学論文の作成方法を習得する。
２）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。

（二年次において）
３）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。
４）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｡
５）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）学術論文を作成する方法を習得する。
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）発表形式、授業の参加、議論の積極性
２）質問、レポート
３）総合評価、成績（100点）＝発表（30点）+　質疑応答（30点）+
　課題レポート（40点）

◎－－－　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ゼミ中に指定する。（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）修士論文のテーマを決め、データ収集を始め、文献サーベイをす
ること。
３）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。
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　－－－◎

（一年次）
第１回：ガイダンス
第２、３回：
【Ⅰ】日本経済：1950～2015
第１部
1.1）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４、５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６、７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８、９回：
1.2）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１０、１１回：
1.3）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１２、１３回：
1.4）高度成長期における企業行動―資金制約と設備投資

第１４、１５回：
第２部
2.1）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１６、１７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１８、１９回：
2.2）バブル期における銀行行動―バブルと貸出行動の変化

第２０、２１回：
2.3）バブル期における企業行動―地価と設備投資

第２２、２３回：
2.4）バブル期における家計行動―家計簿と銀行信用

第２４、２５回：
2.5）日本経済へのバブルの影響―モデル分析による考察

第２６、２７回：
第３部　
3･1）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２８、２９、３０回：
3.2）不良債権と銀行行動―資金配分の変化とその特徴

（二年次）
第３１、３２回：
3.3）過剰債務と企業行動―企業活動の変化とその特徴

第３３、３４回：
3.4）過剰債務と家計行動―消費・貯蓄行動の変化とその特徴

第３５、３６回：
3.5）日本経済の長期低迷を探る―モデル分析による考察

第３７、３８回：
3.6）九〇年代後半以降の金融政策の評価

第３９、４０回：
3.7）日本経済回復への途と今後の課題

第４１、４２回：
【Ⅱ】米国の資産バブルと金融経済危機

第４３、４４回：
4.1）米国の資産バブルの生成と崩壊

第４５、４６回：
4.2）米国発の世界金融危機と世界経済危機

第４７、４８回：
【Ⅲ】中国資産バブルの危険性と対策

第４９、５０回：
5.1）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５１、５２回：
5.2）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５３、５４回：
5.3）金融危機と経済危機を未然に防止する制度設計

第５５、５６回：
【Ⅳ】米中日経済問題の相違点と対策の制度設計

第５７、５８回：
6.1）米中日のそれぞれ特有の問題と対策

第５９、６０回：
6.2）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


