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報告書第５号の刊行にあたって 

 

 

 

 平成 19～21 年度の過去３年にわたる教育・研究活動の成果を踏まえて、京都大学大学院

経済学研究科・経済学部はここに、『自己点検・外部評価報告書』第５号を刊行するもので

ある。 

『自己点検・外部評価報告書』第４号（平成 19 年７月刊行）の提言を受けて、経済学研

究科・経済学部ＦＤ委員会のもとに自己点検・評価ワーキング・グループ（ＷＧ）が設置

された。本報告書は、このＷＧによって取りまとめられたものである。 

平成 16 年 4 月に国立大学の法人化が実施され、それに伴って本学においても６年（平成

16～21 年度）にわたる第 1 次中期計画が実施に移されることになった。本報告書は、経済

学研究科・経済学部における当該計画の実施に係る取組の途中経過を自己点検・評価する

ものとなっている。なお、自己点検・評価の対象期間を過去３年としたのは、概ね 3 年ご

とに『自己点検・外部評価報告書』を刊行するとした経済学研究科・経済学部の基本方針

によるものである。 

本学においては制度の創設・改廃に係る事項については元号が専ら使用されているが、

教員の個別の教育研究活動（学会報告や論文発表等）については西暦が使用されることが

多い。かかる実状に鑑み、本報告書においては、基本事項の年度表記には原則として元号

を用いるが、必要に応じて西暦も併用することにした。 

本報告書が経済学研究科・経済学部の一層の発展のために、また部局の外部の関係者や

読者には、部局の現状をよりよく理解していただくために、役立つことを願っている。 

本報告書を取りまとめた自己点検・評価ＷＧのメンバーは、次のとおりである。なお、

本報告書の取りまとめにあたっては、櫻田忠衛氏（調査資料室講師・当時），藤岡恭伸氏（事

務長），押谷宗直氏（前総務掛長），太田浩二氏（総務掛長）から一方ならぬ支援を賜った。

記して謝意を表したい。 

 

自己点検・評価ＷＧ（五十音順） 

黒澤隆文、藤井秀樹、遊喜一洋、若林直樹 

                              平成 23 年 5 月吉日 

                              主任  藤井 秀樹 
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第 1 章 はじめに 
 

大正 8 (1919)年に誕生した京都大学経済学部は、同年にスタートした東京大学のそれと

並んで、国立大学の経済学部として も古い歴史と伝統を有している。経済学研究科・経

済学部はその創設以来、京都大学全体の特徴である「自由と自主を尊重する気風」と「ア

カデミックで独創的な研究を大切にする伝統」を重んじてきた。 

かかる歴史と伝統をふまえ、経済学部は、「真理の探究を通して、現在の社会が直面して

いる様々な課題の解決を目指し、激動絶え間ない現代社会の平和で調和ある発展に貢献す

る人材を育成すること」を、教育の基本理念として掲げてきた。また、経済学研究科は、「平

和で豊かな調和ある地球社会とその輝かしい未来の構築に寄与するという、わが国の学術

の崇高な理念に照らして、経済学という学問の知恵、知識、技術を通じて現代社会の様々

な課題に貢献することのできる創造的能力をもった専門的人材を育成すること」を、教育

の基本理念として掲げてきた。 

経済学研究科・経済学部は、第 1 に、各界の将来を担う知見と識見を備えた前途有為の

卒業生を毎年輩出してきたこと、第 2 に、学界をリードする批判的精神に満ちた研究成果

を発表するとともに、時代の要請に応える数々の政策提言を行ってきたこと、第 3 に、次

世代を担う科学的精神を備えた研究後継者の養成を系統的に行ってきたことにより、上記

の基本理念を基本的に実現してきたと言えるであろう。  

 経済学研究科・経済学部が辿ってきた創設以来の制度的沿革は、表 1-1 にまとめたとお

りである。なお、平成 19 年４月から平成 22 年３月までの 3 年間には、以下のような制度

上の進展ないし変化があった。 

 第 1 は、平成 18 年度に正式に発足した経営管理大学院と公共政策大学院が、当該期間に

おいて、制度的に完成された形でその教育活動を本格始動させたことである。第２は、平

成 19 年度に、21 世紀ＣＯＥが終了した一方で、みずほファイナンシャルグループ（ＦＧ）

寄附講義が新しく開設されたことである。第３は、平成 21 年度より、従来の論文入試を新

論文入試と理系入試の 2つに分割したことである。第４は、平成 21 年度に、学部における

経済学科と経営学科の 2 学科を経済経営学科の 1 学科に統合したことである。第５は、平

成 21 年度に、4 つの履修モデルからなるコース制を学部カリキュラムに導入したことであ

る。それぞれの詳細については、各章の関連各部分で言及されている。  

 

表 1-1 京都大学経済学部・経済学研究科の沿革 

明治 32 年 7 月  法科大学の開設に伴い、経済学講座を設置。 

大正 8 年 5 月 経済学部を設置する (講座数 8)。 

9 年 7 月  経済資料調査室を設置。 

昭和 24 年 5 月   新制京都大学を設置。 
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28 年 4 月   新制大学院を開設、経済学研究科を設置。 

28 年 5 月  経済学研究科に理論経済学・経済史学専攻、経済政策学専攻を設置。 

34 年 4 月   経済学科を経済学科 (11 講座)、経営学科 (5 講座) の 2 学科制とする。

38 年 4 月  経済学研究科に経営学専攻を設置。 

59 年 4 月 経営学科を改組し、大講座制へ移行。 

62 年 4 月 経済学研究科に現代経済学専攻 (独立専攻) を設置。 

平成 2 年 4 月 経済学科大講座制を実施。 

9 年 4 月 経済学部・経済学研究科の改組再編。経済学研究科は、経済システム分

析専攻、経済動態分析専攻、組織経営分析専攻および現代経済学専攻の

4 専攻に再編。経済学部は、大学科目制を導入 (経済学科 5 大学科目、

経営学科 2大学科目)。 

10 年 3 月 大学院重点化が完成。 

12 年 4 月 経済動態分析専攻に「ファイナンス工学講座」を設置。 

13 年 4 月 経営分析専攻に「事業創成学講座」を設置。 

14 年 4 月 「大和証券グループ・ファイナンス工学講座」を寄附講座として開設。

14 年 12 月 経済学研究科内に「上海センター」を開設。 

15 年 1 月 上海復旦大学内に、「上海センター支所」を設置。 

15 年 4 月 学部カリキュラム改革を完全実施。 

16 年 4 月 国立大学法人化。大学院に「ビジネス科学専攻」を新設。従来の「社会

人コース」「留学生コース」は廃止。 

18 年 4 月 専門職大学院である、経営管理大学院、公共政策大学院の設置に伴い、

大学院の大幅改組。「ビジネス科学専攻」は経営管理大学院へ発展的解

消。 

19 年 4 月 みずほＦＧ寄附講義を開設。 

21 年 4 月 経済学科と経営学科の２学科を経済経営学科に統合。東アジア国際人材

開発コースを設置。上海センターを東アジア経済研究センターに名称変

更、交流相手校を復旦大学から北京の人民大学に変更。 

  

以下の各章では、上掲の基本理念の実現のために実施してきた取組みを、平成 19 年度か

ら平成 21 年度までの過去３年の経緯および現状に焦点をあてながら、報告する。なお本報

告書は、京都大学経済学研究科・経済学部『自己点検・外部評価報告書』第４号の続編で

あり、平成 18 年度以前の推移と成果については、創刊号（平成 6 年 11 月刊行）～第４号

（平成 19 年 7 月刊行）を参照されたい。 
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第 2 章 大学院教育 

 

1．人材育成・教育理念 

 

1-1 修士課程 

2006 年に、従来の社会人コースを廃止し、工学研究科の協力を得て経営管理専門職大学

院、法学研究科に協力して公共政策専門職大学院を設けた。その結果、修士課程は博士前

期課程として一本化したので、修士課程の教育理念は博士課程の教育理念と基本的に同一

である。修士課程では、研究者を目指す学生に対して、授業および修士論文作成を中心に

した個人指導により、経済学と関連領域の蓄積を継承させ、研究に必須の基礎学力および

分析能力を身に付けさせることを目標としている。 

 

1-2 博士後期課程 

博士後期課程では、自由と自主を尊重する学風のもと、修士学位を取得したのちに博士

学位(経済学)の取得を目指す学生に研究の場と指導を提供し、経済学の先端的課題や経済

社会の諸問題に果敢に挑戦し、社会の期待に応えられる研究者を養成することを目的とし

ている。平和かつ豊かで調和ある地球社会とその輝かしい未来の構築に寄与するという、

わが国の学術の崇高な理念に照らして、経済学という学問の知恵、知識、技術を通じて現

代社会の様々な課題に貢献することのできる創造的能力をもった専門的人材を育成するこ

とが研究科の教育の基本理念である。 

 この理念を実現するために、わが研究科では多様で高度な専門能力をもつ教員を擁し、

経済哲学から理論、歴史、政策、応用経済学、経営・会計学等の諸分野にわたる幅広い教

育をおこなっている。多元的な研究方法と多様性に富む研究課題も尊重されている。研究

科では、多数の演習とワークショップを設け、諸外国や学外からも多数の研究者を招き、

様々なプロジェクトをおこなっているが、大学院生は個人指導を受けるほかにそれらにも

積極的に参加して研究能力を高めている。こうした経験を通じて、広範な知識と、専門家

としての論理的かつ独創的な分析力を備え、国際的な視野をもち、今日の社会の複雑で多

様な要請に応える創造的・開拓者的な研究者へと成長することが望まれる。また、研究科

を修了する多くの人は、将来、教育・学術・その他の分野において指導的役割を果たすこ

とが期待されているので、公正で寛容、かつ人間愛豊かな人格を磨くことも目標の一つで

ある。 

 

2．入試関係 

 

2-1 アドミッションポリシー 
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 日本で も古い伝統を誇る経済学研究科の一つである京都大学大学院経済学研究科は、

大正 8 年(1919 年)の創設以来、経済学分野における教育研究の一大拠点として活動を続け

てきた。 

 博士課程 5 年一貫の教育･研究を通して、経済･経営における諸活動を、科学的に分析し、

財政、産業、雇用、経営、金融、地球環境など、現在の日本が抱える諸問題に対して、本

質的な解決策を提示しうる研究者の養成を行ってきている。 

 激動する今日的環境において、経済学の 先端を切り開き続けるためには、即効性のあ

る個々の断片的な知識を詰め込むよりも、過去に例のない様々な種類の問題に対して創造

的に対応できる以下のような能力が必要であると考えている。 

 ・論理的合理的な思考力 

 ・自ら問題を発見し解決しうる能力 

 ・個性と独創力 

 ・卓越した知を継承しうる創造的融合能力 

本研究科は、「学問の自由と自主独立」という良き伝統を踏襲しつつも、日本、世界の

経済学における未踏の難関に挑戦し続ける気概のある人材を求めている。 

 なお、東アジアの持続的発展に関わる社会経済的諸問題の解決に対応した実践指向型の

学術研究者および実務エコノミストを養成することを目的とする、留学生対象の東アジア

国際人材開発コースを平成 21 年度より創設した。 

 

2-2 平成 18(2006)年度までの入試制度の変遷 

 近年経済学研究科の入試制度は、社会人学生・留学生の受入れや経営管理大学院の創設

などとともに大きく変化してきた。本報告書の対象期間である平成 19(2007)年度から平成

22(2010)年度の入試制度を説明する前に、それ以前の制度の変遷を概説する。 

 

（1）昭和 62(1987)年度～平成 15 (2003)年度 

 昭和 62(1987)年度の現代経済学専攻の新設を契機に、高度な専門的職業能力の養成を目

的とする社会人経験者を主な対象とした社会人コース（修士課程）と、外国人留学生を対

象とした留学生コース（修士課程）が設置された。平成 15 (2003)年度までは、研究者養成

を目的とした原則 5 年一貫の博士コースに加え、この社会人コースと留学生コースが存在

した。そしてコースごとに異なる入試制度を採用していた。 

 博士コースの修士課程入試は、試験科目は専門科目 3 科目（経済原論、経済史、経済政

策、経営学、会計学、経済数学の 6 科目のうち 3 科目選択）および外国語 2 カ国語（英、

独、仏、露、中、韓・朝のうち 2 カ国語選択、うち 1 カ国語は専門科目と代替可能）であ

った。社会人コース入試と留学生コース入試では筆記試験と面接による総合判断による選

考がなされた。とくに社会人コースについては、事前に論文の提出を求め、高度職業人養

成という観点からの審査も行った。 
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（2）平成 16(2004)年度～17(2005)年度 

 社会人コースと留学生コースを廃止し、高度なビジネス科学教育を行うビジネス科学専

攻（修士課程）が新設された。ビジネス科学専攻では、9 月に試験を行う一般選抜に加え、

1 月に特別選抜(AO 入試)を行い、社会人としての職業経験を有する応募者に特別の配慮を

行った。留学生コースは廃止されたものの、外国人留学生の語学力に十分配慮した選抜を

行い、積極的に留学生を受け入れる方針に変更はなかった。 

（3）平成 18 (2006)年度 

 平成 18(2006)年 4 月に専門職大学院である経営管理大学院が公共政策大学院とともに発

足し、ビジネス科学専攻は経営管理大学院へと発展的に解消された。このため経済学研究

科は博士コースのみの募集となった。選抜方法は従来通りであった。 

 

2-3 平成 19(2007)年度以降の入試制度の変遷 

 平成 19 年度と 20 年度の入試制度は平成 18 (2006)年度と同じであった。 

 (1) 平成 21 (2009)年度～ 

 平成 21(2009)年度に留学生を対象とした原則 5 年一貫の東アジア国際人材開発コース

(East Asia International Human Resource Development Course)を設置した。本コースは東アジ

アの持続的発展に関わる社会経済的諸問題の解決に対応した実践指向型の学術研究者およ

び実務エコノミストを養成することを目的としている。10 月入学で共通言語を英語として

おり(ただし学生の能力や研究内容に応じて日本語および東アジアの言語を併用)、試験は

入学年度の 6 月末に行われ、英語と日本語で同じ問題を出題している。募集人員は 5 名程

度で、試験科目は専門科目 2 科目（ミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済・統計学、社

会経済学、制度経済学、経営史、経営学・会計学の 7 科目から試験会場で選択）と面接で

ある。 

（2）平成 22 (2010)年度～ 

 通常の修士課程の入試制度が変更された(変更されたのは平成 21 年)。従来と異なり専門

科目(経済原論、経済史、経済政策、経営学、会計学、経済数学)については事前に受験科

目を登録する必要がなくなり、試験当日に複数の科目から 4問(ただし 1科目から 2問まで)

を解答することとなった。外国語については英、独、仏、露、中、韓・朝から 1カ国語を

これまで通り事前に選択する。 

なお博士後期課程への編入学は筆記試験(外国語)と提出論文にもとづく口頭試問によっ

て選考される。筆記試験の科目は外国語Ⅰ(英、独、仏、中、露、韓・朝から１カ国語）と

外国語 II(同じ 6カ国語から 1カ国語。外国語Ⅰとの重複選択が可能であるが、その場合よ

り難易度の高い問題が出題される)である。 
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3．教育体制 

 

3-1 平成 18(2006)年度までの教育体制の変遷 

 本報告書の対象期間である平成 19(2007)年度から平成 22(2010)年度の教育体制を説明す

る前に、それ以前の教育体制の変遷を概説する。 

 

（1）昭和 62(1987)年度～平成 15 (2003)年度 

前節で説明したように、昭和 62(1987)年度の現代経済学専攻の新設を契機に、高度な専

門的職業能力の養成を目的とする社会人経験者を主な対象とした社会人コース（修士課程）

と、外国人留学生を対象とした留学生コース（修士課程）が設置された。平成 15 (2003)年

度までは、研究者養成を目的とした原則 5 年一貫の博士コースに加え、この社会人コース

と留学生コースが存在した。 

 平成 9(1997)年度の経済学部・経済学研究科の改組再編以降、経済システム分析専攻、経

済動態分析専攻、組織経営分析専攻、現代経済学専攻の 4 専攻体制となった。 

（2）平成 16(2004)年度～17(2005)年度 

 社会人コースと留学生コースを廃止し、組織経営分析専攻に代えて高度なビジネス科学

教育を行うビジネス科学専攻（修士課程）が新設された。産学連携が一層進展する中で、

実践的な高度専門職業人の養成という時代の要求に応えると共に、経営学研究者の養成と

もなりうる環境を整備することが本専攻設置の理由である。ビジネス科学専攻は修士課程

のみであるが、他に経営学研究者を養成することを目的とする博士課程定員を有していた。

伝統的な経営学分野のカリキュラムに加えて、ファイナンス工学、ベンチャー経営、ＩＴ

ビジネス、公共マネジメントなど、時代が要求するいくつかの先端的な専門教育を、高度

専門職業人と研究者のそれぞれのニーズに合わせて提供した。留学生コースは廃止された

が、外国人留学生の語学力に十分配慮した選抜を行い、積極的に留学生を受け入れる方針

に変更はなかった。 

（3）平成 18(2006)年度 

   平成 18(2006)年 4 月に専門職大学院である経営管理大学院が公共政策大学院とともに

発足し、ビジネス科学専攻は経営管理大学院へと発展的に解消された。これに伴い他専攻

も再編され、新たに現代経済・経営分析専攻を設置し、経済システム分析専攻、経済動態

分析専攻、現代経済・経営分析専攻の 3 専攻体制となった。 

 現代経済・経営分析専攻設置の主旨は、近年の経済学と経営学の融合の進展に伴い、現

代の経済学・経営学の双方についての複合的な研究能力を醸成することによって、既存の

枠を超えた教育を行うことにあった。両分野に精通した研究者・教育者の他、金融工学な

どの高度専門知識を必要とする実業界において活躍できる研究者や高度な専門知識をもち

国際機関等においてリーダーシップを発揮できる人材の育成を目指したものであった。 
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3-2   平成 19(2007)年度以降の教育体制の改革 

（1）平成 20 (2008)年度～ 

これまでの 3 専攻を経済学専攻に一本化した。近年、経済学・経営学が様々な方向に発

展を遂げた結果、経済システム分析専攻に含まれる基礎分野と、経済動態分析専攻や現代

経済・経営分析専攻に含まれる応用分野が直接結びつくに至ったこと、特に応用分野にお

ける研究が及ぼす基礎理論への影響は大きく、既存の専攻の枠を超えた講座・分野の組み

替えが必要となったこと、などが統合の主な理由である。また 4-1 節で詳述するように、科

目を基礎科目と専門科目に分け、後者については履修のモデルとして 5 つの専門コースを

設けた。 

（2）平成 21 (2009)年度～ 

 2-2 節でも簡単に触れたが、留学生対象の原則 5 年一貫の東アジア国際人材開発コース

(East Asia International Human Resource Development Course)を設置した。本コースは日本お

よび東アジアの経済を国際水準の理論と開放的で多角的な視点のもとで研究し、持続的発

展に関わる社会経済的諸問題の解決に対応した実践指向型の学術研究者および実務エコノ

ミストを養成することを目的としている。海外から優秀な学生を集めるために、10 月入学

で共通言語を英語としている(ただし学生の能力や研究内容に応じて日本語および東アジ

アの言語も併用する)。 

 平成 22 年 4 月現在の研究教育組織は次の通りである。 

平成 22 年 4 月現在の研究教育組織 

 ＜専攻＞ 経済学専攻 

  ＜講座＞ 経済理論、統計・情報分析、歴史・思想分析、比較制度・政策、金融・財政、 

           市場動態分析、現代経済学、国際経営・経済分析、経営管理・戦略、 

           市場・会計分析、事業創成、ファイナンス工学、ビジネス科学 

  ＜協力講座(経済研究所)＞ 経済情報解析研究部門、経済制度研究部門、経済戦略研究部

門、ファイナンス研究部門、附属金融工学研究センター、附属複雑系経済研究センター 

 

3-3 在籍者の推移 

 平成 17(2005)～22(2010)年度の修士課程在籍者数は表 2-1 の通りである。経営管理大学

院が発足した平成 18 年度にビジネス科学専攻の募集が停止されたため、修士 1 回生が大き

く減少し、翌 19 年度には 2 回生が大きく減少し、それ以降の在籍者数は 3 コース制、2 コ

ース制時代の半分以下の 74～87 名である。18 年度以降の 1 回生学生数は入学定員 44 名を

やや下回っている。ビジネス科学専攻の廃止以降女子学生の割合は減少気味である一方、

留学生の割合は 4 割を越える高水準を維持している。平成 21 年度に発足した東アジア国際

人材開発コースには平成 22 年度前期現在 5 名が在籍している。 
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表 2-1 修士課程在籍者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博士課程在籍者数は表 2-2 に示されている。ビジネス科学専攻の廃止などによる編入学生

の減少のため近年の 1 回生学生数は平成 18(2006)年度以前に比べ少なくなっている。留学

生の割合は 3 割を下回る年度が多く修士課程よりも低い一方、女子学生の割合については

そのような傾向は見られない。平成 17(2005)～19(2007)年度には過年度生が 70 名を越えて

いたが、平成 22 年度には 52 名にまで減少した。とはいえ 5 節で見るように OD 問題は依然

として大きな問題である。研究科としては、課程博士号の取得の促進の他、4-4 節で述べる

ように若手研究者育成のための様々な方策をとっている。課程博士学位取得者については、

研修員制度があり、研修員として研究をつづけている者もいる。 

 

表 2-2 博士後期課程在籍者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 寄附講座の設置 

 本研究科は外部資金の導入をはかるために積極的に寄附講座の開設に努めてきた。現在

みずほフィナンシャルグループ寄附講義と日本証券投資顧問業協会・投資信託協会寄附講

座が設置されている。 

 以下は平成 22 年度にそれらの寄附講座と経営管理大学院の寄附講座が提供している科目

17 47 （ 12 ） 13 （ 3 ） 44 （ 12 ） 15 （ 6 ） 55 （ 11 ） 19 （ 8 ） 77 （ 13 ） 15 （ 8 ） 223 （ 48 ） 62 （ 25 ）

18 39 （ 8 ） 14 （ 6 ） 49 （ 12 ） 16 （ 3 ） 43 （ 11 ） 15 （ 6 ） 74 （ 15 ） 17 （ 8 ） 205 （ 46 ） 62 （ 23 ）

19 33 （ 5 ） 7 （ 3 ） 40 （ 8 ） 15 （ 6 ） 49 （ 12 ） 16 （ 3 ） 70 （ 18 ） 19 （ 9 ） 192 （ 43 ） 57 （ 21 ）

20 26 （ 6 ） 8 （ 5 ） 33 （ 5 ） 7 （ 3 ） 39 （ 8 ） 15 （ 6 ） 69 （ 16 ） 17 （ 7 ） 167 （ 35 ） 47 （ 21 ）

21 29 （ 9 ） 9 （ 6 ） 26 （ 6 ） 8 （ 5 ） 31 （ 3 ） 7 （ 3 ） 65 （ 15 ） 11 （ 6 ） 151 （ 33 ） 35 （ 20 ）

22 33 （ 13 ） 16 （ 7 ） 28 （ 9 ） 9 （ 6 ） 26 （ 6 ） 7 （ 5 ） 52 （ 9 ） 7 （ 2 ） 139 （ 37 ） 39 （ 20 ）

学生数
（女子内数）

博
士
後
期
課
程

年度

１回生 ２回生 ３回生 過年度生

留学生内数
(女子内数）

計

学生数
（女子内数）

留学生内数
(女子内数）

学生数
（女子内数）

留学生内数
(女子内数）

学生数
（女子内数）

留学生内数
(女子内数）

学生数
（女子内数）

留学生内数
(女子内数）

17 77 （ 26 ） 29 （ 21 ） 89 （ 27 ） 34 （ 16 ） 25 （ 6 ） 6 （ 2 ） 191 （ 59 ） 69 （ 39 ）

18 39 （ 9 ） 14 （ 8 ） 76 （ 25 ） 28 （ 20 ） 24 （ 6 ） 5 （ 3 ） 139 （ 40 ） 47 （ 31 ）

19 28 （ 12 ） 12 （ 7 ） 39 （ 9 ） 14 （ 8 ） 20 （ 6 ） 5 （ 3 ） 87 （ 27 ） 31 （ 18 ）

20 32 （ 9 ） 18 （ 6 ） 28 （ 9 ） 12 （ 7 ） 14 （ 3 ） 1 （ 0 ） 74 （ 21 ） 31 （ 13 ）

21 36 （ 9 ） 18 （ 9 ） 32 （ 9 ） 18 （ 6 ） 9 （ 2 ） 2 （ 1 ） 77 （ 20 ） 38 （ 16 ）

22 34 （ 7 ） 10 （ 5 ） 41 （ 11 ） 23 （ 11 ） 5 （ 0 ） 0 （ 0 ） 80 （ 18 ） 33 （ 16 ）

留学生内数
(女子内数）

留学生内数
(女子内数）

学生数
（女子内数）

修
士
課
程

平成21年度は、東アジア国際人材開発コースの平成21年度10月入学者は含まず。
平成22年度は、東アジア国際人材開発コースの平成21年度10月入学者（１回生：５名、内女子２名）含む。
参考：平成22年度10月入学合格者（５名、内女子２名）

年度

１回生 ２回生 過年度生 計

学生数
（女子内数）

留学生内数
(女子内数）

学生数
（女子内数）

留学生内数
(女子内数）

学生数
（女子内数）
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の一覧である。 

 

・みずほフィナンシャルグループ寄附講義提供科目（学部共通科目）：先端バンキング論 

・日本証券投資顧問業協会・投資信託協会寄附講座提供科目（学部科目）：アセットマネ

ジメントの実務と法 

・みずほ証券寄附講座(経営管理大学院)提供科目：コーポレートファイナンス、ファイナ

ンシャル・エコノミクス、資産価格論、金融システム論、企業金融のフロンティア、金融

と企業、Corporate Strategy and Global Business A･B、財務戦略論 

 
4．教育内容 

 

4-1 修士課程のカリキュラム 

平成 20(2008)年度の 3 専攻の経済学専攻への一本化とともに、修士課程のカリキュラムを

より体系的なものに改めた。科目を基礎科目、専門科目、特別講義に分類し、基礎科目と

専門科目の履修モデルとして、近代経済学理論コース、近代経済学応用コース、社会経済

学コース、経済政策コース、歴史・思想史コース、経営学・会計学コースの 6 つの専門コ

ースを設け、各コースで履修すべき基礎科目と各コースに分類される専門科目を提示して

いる。専門家となるために習得すべき知識を、積み上げ式で短期間により効率的に身に付

けられるようにすることを意図したものである。また科目履修と修士論文・博士論文執筆

との連携を高めるため、講義概要に各教員の研究分野、担当科目、指導教員として求める

履修ガイドライン、修士論文・博士論文指導上の方針を掲載している。 

以下では基礎科目、専門科目、特別講義についてより詳しく説明し、平成 22 年度の科目

一覧を示す。 

 

(1) 基礎科目 

 これまで大学院基礎科目と呼ばれていた科目で、特定の研究分野やトピックの研究に先

行して、複数の分野共通の基礎となる理論や技法を修得すること、あるいは複数の分野に

またがって研究状況の展望を得ることを狙いとしている。平成 18 年度の大学院基礎科目の

科目数は 17 科目で分野にやや偏りがあったが、平成 22 年度の基礎科目数は 27 科目と大幅

に増加し、すべての分野について整備されている。以下は平成 22 年度の基礎科目一覧と各

専門コースで推奨されている基礎科目のリストである。 

【平成 22 年度の基礎科目】 

中級マクロ経済学 上級マクロ経済学 中級ミクロ経済学 上級ミクロ経済学     

中級計量経済学 上級計量経済学 中級統計学 上級統計学 経済学のための数学   

社会経済学・理論 A  社会経済学・理論 B  社会経済学・理論 C            

社会経済学・古典研究 A  社会経済学・古典研究 B   思想史の方法と対象        
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史的分析概論 A   史的分析概論 B   日本経済史 A  欧米経済史 A   経営史 A     

経営学原理  経営学研究法 財務会計論 A   管理会計論 A               

数理経済学特論  政策基礎論 A   政策基礎論 B 

 

【各専門コースで履修が推奨される基礎科目】 

(近代経済学理論コース)                             

上級マクロ経済学、中級マクロ経済学、上級ミクロ経済学、中級ミクロ経済学、          

上級計量経済学、中級計量経済学、中級統計学、数理経済学特論、経済学のための数学  

(近代経済学応用コース)                             

上級マクロ経済学、中級マクロ経済学、上級ミクロ経済学、中級ミクロ経済学、          

上級計量経済学、中級計量経済学、中級統計学、数理経済学特論、経済学のための数学  

(社会経済学コース)                               

社会経済学・理論、社会経済学・古典研究（この他に推奨される基礎科目については分野

によって異なる）                                

(経済政策コース)                                

社会経済学・理論、社会経済学・古典研究、史的分析概論、中級ミクロ経済学、           

中級マクロ経済学、中級統計学、中級計量経済学（この他に推奨される基礎科目について

は分野によって異なる）                             

(歴史・思想史コース)                              

史的分析概論、思想史の方法と対象（この他に推奨される基礎科目については分野によっ

て異なる）                                   

(経営学・会計学コース)                             

中級ミクロ経済学、中級統計学、経営学原理、経営学研究法、財務会計論、管理会計論 

 

(2) 専門科目 

 基礎科目で習得した知識をベースにしたより専門的な内容の科目で、多くは基礎科目の

履修を前提としている。各コースで専門知識を習得するのに有用な科目が明らかとなるよ

う専門科目はコースごとに分類されている(複数のコースに含まれる科目も存在する)。 

 以下は平成 22 年度の専門科目一覧である。 

 

【平成 22 年度の専門科目】 

(近代経済学理論コース) 

マクロ経済学 A  マクロ経済学 B   実証マクロ経済分析 数量マクロ経済分析 1          

数量マクロ経済分析 2  マクロ経済動学 A  マクロ経済動学 B  経済成長論 A  経済成長論

B  国際マクロ経済学 1   国際マクロ経済学 2 

数理経済学 A   数理経済学 B  ゲーム理論  動学ゲーム理論  制度のゲーム分析        
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応用ゲーム理論(演習)  一般均衡理論(演習)  証券市場の一般均衡分析  契約の経済理論 

計量経済学 1   計量経済学 2  Computational Economics 1  Computational Economics 2 

現代経済理論形成史 A   現代経済理論形成史 B（演習） 

非線形経済学 非線形経済変動論 1 (演習)  非線形経済変動論 2 (演習)  非線形経済成長論

1 (演習)  非線形経済成長論 2 (演習)  Stochastic Economic Dynamics 1  Stochastic 

Economic Dynamics 2   経済動学 1 (演習)  経済動学 2 (演習) 

 

(近代経済学応用コース) 

現代金融理論 1（演習）現代金融理論 2   金融とマクロ経済（演習）ファイナンスと契約

理論 数理ファイナンス 1   数理ファイナンス 2  ファイナンス工学 1（演習）ファイナン

ス工学 2  (演習) 

産業組織の経済分析 ネットワーク産業の経済分析  マーケティング経済論Ａ 

マーケティング経済論Ｂ 比較制度・組織分析Ａ 比較制度・組織分析Ｂ 組織間関係の経済

分析Ａ 組織間関係の経済分析Ｂ 

国際経済学１（演習） 国際経済学２（演習）医療経済学Ａ 医療経済学Ｂ 労働市場とマク

ロ経済学 社会計量分析 1（演習）社会計量分析２（演習） 

空間経済学 都市経営学 都市経済学 交通経済学 1   交通経済学２ 集積の経済学 

産業立地論 

 

(社会経済学コース) 

経済学原理  現代資本主義分析Ａ 現代資本主義分析Ｂ 現代政治経済学Ａ 現代政治経済

学Ｂ  経済理論形成史（演習）制度と調整の経済学 技術と進化の経済学（演習）   

Readings on Institutional Economics 

国際数量経済分析 1   国際数量経済分析２ 比較経済システム論（演習）ロシア東欧経済経

営システム（演習） 環太平洋比較社会システム論 1（演習）環太平洋比較社会システム論

２（演習） 東アジア比較経済論 1（演習） 東アジア比較経済論２(演習） 

 

(経済政策コース) 

比較経済政策システムＡ 比較経済政策システムＢ 比較経済政策史Ａ 比較経済政策史Ｂ 

比較経済発展論Ａ（演習）ヨーロッパ経済論Ａ 

国際農業分析１（演習）国際農業分析２（演習） 地域産業分析 1  地域産業分析２ 

工業政策論Ａ 工業政策論Ｂ  比較工業史Ａ 現代日本産業論Ａ 現代日本産業論Ｂ 

財政学Ａ 財政学Ｂ 財政政策論Ａ 財政政策論Ｂ 公共政策論Ｂ（演習） 

環境経済分析Ａ 環境経済分析Ｂ 国際経済政策Ａ（演習）国際経済政策Ｂ（演習） 

雇用・労働システム論 1  雇用・労働システム論２ 社会政策論 1  社会政策論２ 

Readings on Global Development Issues   Readings on Foreign Economic Affairs 
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(歴史・思想史コース) 

日本経済史Ｂ アジア経済史Ａ アジア経済史Ｂ 欧米経済史Ｂ（演習）経営史Ｂ 

日本貿易論 1 （演習） 日本貿易論２（演習） 

社会思想史Ａ 社会思想史Ｂ 比較社会思想史Ａ 比較社会思想史Ｂ 社会制度史          

現代経済思想史 1 (演習)   現代経済思想史２(演習)   経済思想史Ａ 社会経済思想史Ｂ 

経済哲学 

 

(経営学・会計学コース) 

企業戦略論 国際企業戦略論（演習） 経営組織論  比較経営組織論Ａ 比較経営組織論Ｂ（演

習）人的資源管理論 共生経営論Ａ 共生経営論Ｂ  IT ビジネス論 1 （演習） IT ビジネス

論２ グローバル・ビジネスＡ  グロ－バル・ビジネスＢ 

マーケティング論Ａ（演習） マーケティング論Ｂ（演習） マーケティング・リサーチ 

国際マーケティング 

財務会計論Ｂ（演習）管理会計論Ｂ 会計文化論Ａ（演習）会計文化論Ｂ（演習） 

事業創成会計論Ａ 事業創成会計論Ｂ 

情報処理論Ａ 情報処理論Ｂ データベース構築論 1（演習） データベース構築論２（演習）

組織情報通信システムＡ 組織情報通信システムＢ 

Readings on Organizational Behavior   Readings on Human Resources 

Research Design A   Research Design B 

 

（3）特別講義 

 特別講義は寄附講座提供科目や実務家・実務経験者による科目が中心となっており、現

実経済・経営の実態について知識を提供している。その多くは学部・経営管理大学院・公

共政策大学院との共通講義である。 

 

【平成 22 年度の特別講義】 (*印は寄附講座提供科目) 

基礎ゲーム理論  *コーポレートファイナンス  *ファイナンシャル・エコノミクス 

日本の財政政策 財政政策の経済分析 マクロ経済の実証分析 公共経済学Ａ 国際財政論 

環境政策 環境国際関係 ケーススタディ都市再生 国土交通政策 応用政策評価論 企業活

動の国際化とイノベーション 

資本市場論 *資産価格論 金融システム論  *企業金融のフロンティア 金融市場分析  

リスクマネジメントと保険 コンピュテーショナル・ファイナンス 金融工学実務 

*先端バンキング論  *金融と企業 

日本経済経営論基礎 イノベーション・マネジメント 現代マーケティング 関西経済論 

M&A 実践論 *Corporate Strategy and Global Business A･B   *財務戦略論 
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経済情報調査論 1･2  国際共同研究実習 A･B 

 

4-2   博士課程のカリキュラム 

 博士課程では単位制をとっておらず、学生は指導委員会(指導教員を含む 2 名で構成)の

研究指導を受けながら、研究計画を進め、博士学位論文の完成を目指す。毎年度の初めに

指導委員会の指導の下に研究計画書を提出し、年度の終わりに研究成果報告書を提出する。

専門科目を中心とする講義・演習に参加し研究を進める上で必要な知識・技能を修得なが

ら、ワークショップでの研究成果の報告や出席者との討論を通じて研究能力を向上させる。

ワークショップは専攻の教員が主宰し、関連専攻分野の複数教員と他大学の研究者や大学

院生が参加している。平成 22 年度に開設されているワークショップは以下の通りである。 

【平成 22 年度のワークショップ】 

啓蒙と経済学、社会思想史古典講読、日本経済史、現代史研究 

計量経済学・統計学、契約理論・金融経済学・ファイナンス&会計学、マクロ動学理論とそ

の応用、マクロ経済学、人間行動と社会経済のダイナミクス、ネットワーク経済学、応用

ミクロ・産業経済学、都市経済学 

制度的経済動学、日本経済の構造と発展、地域産業分析、国際農業分析 

産業構造の動態分析、比較経済システム論、企業経営分析、管理会計、現代マーケティン

グ、組織戦略分析、制度派会計学、The Wall Street Journal Online 

 

4-3 東アジア国際人材開発コースのカリキュラム 

 東アジア国際人材開発コースでは、科目は基礎科目、専門科目 A、専門科目 Bに分かれて

おり、基礎科目のうち 5科目は必修科目である。通常の博士コース同様基礎科目は、複数

の分野共通の基礎となる理論や技法を修得すること、あるいは複数の分野にまたがって研

究状況の展望を得ることを狙いとしている。実践指向型の研究者やエコノミストを養成す

ることを目的としていることから、フィールド調査に関する科目が必修科目に含まれてい

る。このコースは博士後期課程においても単位制を採っており、専門科目 Aは修士課程・

博士後期課程における専門的科目、専門科目 Bは博士後期課程における専門的科目である。

以下は平成 22 年度の科目一覧である。 

【平成 22 年度の基礎科目】(＊は必修科目) 

＊フィールド調査 A ＊フィールド調査 B ＊調査研究方法論 A 調査研究方法論 B    

＊東アジア経済論基礎 ＊日本経済経営論基礎 

ミクロ経済学 マクロ経済学 計量・統計経済学 社会・制度経済学 経済史 

 

【平成 22 年度の専門科目 A】 

マクロ経済政策分析 社会経済学 経済哲学 社会制度史 日本経済史 アジア経済史 

現代日本産業論 現代中国経済論 移行経済論 開発経済論 国際金融論 国際貿易論 
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比較産業政策論 環境経済論 持続可能な発展論 社会政策論 

Corporate Strategy & Global Business A･B 

Readings on Institutional Economics  Readings on International Economics 

Readings on Organizational Behavior  Readings on Human Resources 

【平成 22 年度の専門科目 B】（博士後期課程用の科目） 

東アジア経済論ケーススタディ A･B  現地フィールド調査 A（中国調査）        

現地フィールド調査 B（韓国調査） 

 

 博士後期課程では、学生は専門科目 A･B を履修し専門的知識・技能を修得しながら、2名

の指導教員による研究指導を受け、博士学位論文の完成を目指す。またワークショップで

の研究成果の報告や他の出席者との討論や現地フィールド調査への参加を通じて研究能力

を向上させる。出身国以外の学術交流協定校での研修やインターンシップを通じた国際キ

ャリア開発の機会も提供されている。 

 

4-4  若手研究者育成  

 博士後期課程修了者の就職難が続く中、ポスドクを含む若手研究者の育成のために様々

な方策をとっている。 

(1) 京都エラスムス計画 

  日本学術振興会の 2009 年度組織的な若手研究者海外派遣プログラムとして、「京都エラ

スムス計画－持続的社会発展に向けた次世代アジア共同研究リーダー育成」（2010 年 2 月

より 2013 年 1 月まで）を文学研究科・経営管理大学院と共同で実施しており(代表研究組

織は本研究科)、以下のプログラムにより大学院生、ポスドク等の海外派遣を行っている。 

[a] 国際共同研究集団研修プログラム 

 海外の研究機関などでの集団研修プログラムであり、平成 22(2010)年度は、(i) 中国社会

研究短期集中プログラム、 (ii) チベット自治区調査プログラム、 (iii) 「持続可能性の哲学」

国際共同研究、(iv) 台湾大学学生交流ワークショップ、(v) 京都大学・国立台湾大学企業分

析ワークショップ、(vi) アジア経営日欧比較国際研究ワークショップ、が実施された。派遣

期間はプログラムにより 5日から 60 日程度と様々である。 

[b] 国際研究集会等派遣 

 国際研究集会(国際学会、国際研究ワークショップなど)において報告するための１週間

程度の派遣である。 

[c] 国際研究機関派遣 

 交換留学のような国際研究機関での研究活動もしくは現地での研究調査活動に従事する

ものであり、原則として 2ヶ月以上を推奨している。 
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 平成 22(2010)年 10 月現在、22 年度の経済学研究科関係の派遣者数は、国際共同研究集

団プログラムが 1 名(派遣予定が 10 名)、国際研究集会等派遣が 11 名、国際研究機関派遣

が 8名となっている。 

(2) プロジェクトセンター 

 プロジェクト型研究の推進を目的として平成 12 (2000)年 11 月に設立された附属プロジェ

クトセンターでは、若手研究者の積極的登用を進めている。大学院生やポスドクを研究員

として採用し、先端的なプロジェクト型研究に従事させている。また優秀な若手研究者を

任期付きの准教授、専任講師として採用している(平成 22 年 10 月現在、准教授 1名、講師

1名)。 

(3) その他 

  その他、多くの大学院生を TA(ティーチング・アシスタント)や RA（リサーチ・アシス

タント）として採用し、教育と研究に関する OJT を行っている。表 2-3 と 2-4 はそれぞれ平

成 19(2007)年度から 21(2009)年度の TA と RA(博士後期課程学生のみ)の採用状況を示して

いる。 

       表 2-3 TA 採用状況 

 

 

修士課程 

 

博士後期課程 計  

 COE  

平成19年度 28 36 4 68 

平成20年度 23 35 ― 58 

平成21年度 31 37 ― 68 

 

          表 2-4 RA 採用状況（博士後期課程） 

 採用人数 総時間数 経費総額(千円) 

平成19年度 7 1,638   2,293 

平成20年度 7 1,428   1,999 

平成21年度 7 1,248   1,747 

 

5．学位認定と課程単位取得者・修了者の進路 

 

修士課程では、2 年以上在学し、指導教員による修士論文指導に伴う研究としての特別研

究 8 単位、基礎科目、専門科目、特別科目あわせて 22 単位以上の合計 30 単位以上を取得

するとともに、修士論文を提出し指導教員を含む 3 名の委員による審査に合格することで

修士学位が与えられる。なお履修モデルの導入に伴い、平成 20(2008)年度入学者より、特

別研究を除く 22 単位以上のうち、基礎科目が 6 単位以上、専門科目が 10 単位以上である

ことが学位授与の要件となった。また東アジア国際人材開発コースでは、基礎科目を 12 単
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位以上(うち 8単位以上は必修科目から)、専門科目 Aを 10 単位以上を取得することが要件

となっている。(ただし基礎科目の内 12 単位を越える部分や通常の博士コースや他の大学

院で取得した科目を専門科目 Aと見なすこともできる。) 

 博士後期課程では、3 年以上在学し、学修認定（研究指導認定）を受け、博士論文の審

査及び試験に合格し、課程を修了することが学位授与の要件である。通常の博士コースは

単位制をとっておらず、指導委員会（指導教員を含む 2 名で構成）の研究指導を受けなが

ら、自らの研究計画を進め、博士学位論文の完成を目指す。毎年度の初めに指導委員会の

指導の下に研究計画書を提出し、年度の終わりに研究成果報告書を提出する。一方東アジ

ア国際人材開発コースは単位制であり、学修認定を受けるためには、専門科目 A･B から 8

単位以上(うち 2単位以上は専門科目 Bから)と Thesis Research を主たる指導教員と副指導

教員のそれぞれから 8 単位、合計 24 単位以上を取得することが必要である。 

 課程博士号授与に関わる審査は指導委員会の構成員 2 名を含む 3 名の委員によって行わ

れる。ただしこれに加えて学外から審査委員を別途選出することもできる。審査会は公開

報告会と非公開の本審査からなっている。2 週間以上前に審査の場所と時間を告知し、論文

要旨を研究科ホーム頁に掲示する。また公告開始日から公開審査日まで、論文 1 冊を経済

学部図書室閲覧掛で縦覧に供する。 

 本大学院で修士号を授与された者は、新制大学院発足後、平成 22 年 3 月現在 1231 名に

達している。近年の学位授与状況は、表 2-5 に示すとおりである。平成 18(2006)年度に経

営管理大学院が設立され、翌年度にはビジネス科学専攻を廃止し博士コースのみとなった

ため、平成 19 年度以降の各年度の修士号取得者は 30 人代と大幅に減少している。 

 

表2-5 学位（修士）授与状況 

年度 人数 

平成17年度 78 

平成18年度 75 

平成19年度 39 

平成20年度 30 

平成21年度 33 

  

 表 2-6 は近年の修士課程修了者の修了後の進路を示している。ビジネス科学専攻が存在し

た平成 18 年度までは就職者が博士課程進学者を上回る年度も多かったが、19 年度以降就職

者は大幅に減少し、ここ 2年は 7割以上が進学している。進学者数自体は大きく減少して

おり、ビジネス科学専攻の廃止や博士後期課程修了後の就職状況の厳しさが背景にあるも

のと思われる。 
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  表 2-6  修士課程修了者の修了後の進路 

 平成1 7年 平成1 8年 平成1 9年 平成2 0年 平成2 1年 

総数 7 8 7 5 3 9 3 0 3 3 

博士課程進学 3 3 3 1 1 8 2 1 2 4 

大学及び研究機関 0 0 0 0 0 

官公庁関係 2 2 1 1 1 

企業 3 5 2 9 1 2 5 5 

その他 5 1 0 3 2 1 

帰国 3 4 5 1 2 

注：修了時点の届け出によるものであり、必ずしも現在の所属を示すものではない。 

 

 表 2-7 は新制大学院発足後の博士学位授与状況を示している。平成 22 年 3 月現在の累計

の授与者数は、博士後期課程修了者が学位授与の要件を満たすことで授与される課程博士

が 400 名、大学院課程と結びつかない論文の審査により授与される論文博士が 355 名、あ

わせて 755 名に達している。近年は課程博士の割合が高く、平成 19~21 の各年度では、課

程博士号授与者が 27~40 名、論文博士号授与者が 5~10 名、合計で 34~45 名である。 

 

表 2-7 学位（課程博士・論文博士）授与状況 

 課程博士 論文博士 合計 

総 数 400 355 755 

昭和38年度 2 2 4 

 39年度  4 4 

 40年度  2 2 

41年度 1 7 8 

42年度  4 4 

43年度 1 4 5 

44年度  2 2 

45年度  3 3 

46年度  5 5 

47年度  1 1 

48年度  2 2 

49年度  1 1 

50年度  3 3 
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51年度   0 

52年度  1 1 

53年度  3 3 

54年度  3 3 

55年度  3 3 

56年度   0 

57年度  1 1 

58年度  1 1 

59年度  4 4 

60年度  13 13 

61年度 1 11 12 

62年度 1 7 8 

63年度 2 11 13 

平成元年度 2 13 15 

 2年度 5 11 16 

 3年度 2 6 8 

4年度 4 16 20 

5年度 2 14 16 

6年度 7 15 22 

7年度 14 20 34 

8年度 8 15 23 

9年度 9 14 23 

10年度 18 13 31 

11年度 12 18 30 

12年度 19 11 30 

13年度 19 10 29 

14年度 37 20 57 

15年度 27 9 36 

16年度 27 10 37 

17年度 43 11 54 

18年度 37 9 46 

19年度 40 5 45 

20年度 33 10 43 

21年度 27 7 34 
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  表 2-8 は平成 16 年度から 21 年度までの博士後期課程修了･単位取得退学者の進路を示し

ている。近年毎年度 30~40 名が後期課程を修了･退学しているが、異動後大学及び研究期間

に職を得ている者はそれを大幅に下回り、 も多い平成 18 年度でも 22 名、 も少ない 19

年度ではわずか 5 名である。企業や官公庁への就職者数は 4~8 名で増加傾向は見られず、

「その他」が 20 名を大きく越える年度もあり、就職状況は深刻である。ただし平成 19 年

度以降博士後期課程への進学者が大幅に減少していることから(表 2-6)、今後は厳しい就職

状況が若干緩和されていくものと思われる。 

 

 表 2 - 8   博士後期課程修了・単位取得退学者の進路 

 平成1 6年 平成1 7年 平成1 8年 平成1 9年 平成2 0年 平成2 1年

総数 2 8 4 9 4 2 3 3 4 1 3 8 

大学及び

研究機関 

1 4 

 

13 

 

22 

 

5 

 

10 

 

18 

 

官公庁関係 1 0 4 3 1 2 

企業 3 6 4 2 3 3 

その他 8 2 5 6 1 6 2 6 1 5 

帰国 2 5 6 7 1 0 

注：異動時点の本人の届け出によるものであり、必ずしも正確ではない。 

 

6．国際交流 

6-1 留学生 

 3-2 節で見たように、ビジネス科学専攻が経営管理大学院に発展解消され、経済学研究科

に在籍する留学生数は日本人学生数と同様減少している。しかし留学生比率は修士課程で 4

割を越え、博士後期課程でも 3 割弱の高水準を維持している。平成 19(2007)～22(2010)年

度の留学生数は年度平均で 77.8 名であり、日本の国立大学大学院の中では も多数の留学

生を受け入れている研究科の一つである。表 2-9 は国籍別大学院留学生数を示しているが、

中国が全体の 45～53%を占め圧倒的に多く、続いて韓国と台湾が多い。この 3 ヵ国で全体

の 3 分の 2 以上を占めている一方、平成 22 年度には 20 カ国から留学生を受入れており、

多様性にも富んでいる。 

 

表 2 - 9   国籍別在籍外国人大学院留学生数（平成 2 2 年 7 月現在） 

 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

国 籍 

 

 

全体 

 

 

全体 

 

 

全体 

 

 

全体 

 

 

うち 

修士課程 

うち 

博士後期

課程 

中国 4 0 ( 2 4 ) 3 7 ( 1 9 ) 3 8 ( 2 0 ) 3 8 ( 1 9 ) 2 1 ( 1 0 ) 1 7 ( 9 ) 
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韓国 1 4 ( 3 ) 1 0 ( 3 ) 9 ( 4 ) 7 ( 4 ) 2 ( 1 ) 5 ( 3 ) 

台湾 8 ( 5 ) 5 ( 3 ) 6 ( 5 ) 7 ( 6 ) 3 ( 3 ) 4 ( 3 ) 

フィリピン 4 ( 1 ) 3 ( 1 ) 2 2 0 2 

ロシア 3 ( 1 ) 3 ( 1 ) 1 2 2 0 

ベトナム 3 ( 1 ) 3 ( 1 ) 2 2 ( 1 ) 0 2 ( 1 ) 

カンボジア 3 ( 1 ) 2 1 1 0 1 

タイ 2 ( 1 ) 2 ( 1 ) 1 1 0 1 

タンザニア 1 2 ( 1 ) 2 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 1 ( 1 ) 

ラオス 2 2 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 1 ( 1 ) 

ブルガリア 1 1 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 

モンゴル 2 0 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 

コロンビア 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 1 ( 1 ) 

ギリシャ 1 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 1 ( 1 ) 

南アフリカ 0 2 ( 1 ) 1 1 0 1 

チュジニア 0 1 1 1 0 1 

アルゼンチン 0 1 1 1 0 1 

イギリス 0 0 1 1 1 0 

キルギス 0 0 1 1 1 0 

チリ 0 0 0 1 1 0 

ニュージーランド 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 0 0 0 0 

マレーシア 0 1 1 0 0 0 

ネパール 1 0 0 0 0 0 

ブラジル 1 0 0 0 0 0 

計 8 8 ( 3 9 ) 7 8 ( 3 4 ) 7 3 ( 3 6 ) 7 2 ( 3 6 ) 3 3 ( 1 6 ) 3 9 ( 2 0 )

注：（ ）は女性を示し内数 

 

6-2 研究交流 

 本研究科が国際交流協定を締結している研究機関は、平成 22 年 9 月 1 日現在で表 2-10

のリストの計 15 機関である。国別では中国が 6 機関、韓国とフランスが各 2 機関などと

なっている。 

 

 表 2-10  部局間交流協定一覧 Ｈ22 年 9 月 1 日現在 

国 名 協定校名（部局名） 協定校名（部局名） アルファベット表記 

中 国 中国社会科学院(経済研究所) Chinese Academy of Sciences (Institute of Economics)

中 国 復旦大学（日本研究中心） Fudan University (Center for Japanese Studies) 
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中 国 復旦大学（経済学院） Fudan University (School of Economics) 

中 国 中国人民大学（経済学院） Renmin University of China (School of Economics) 

中 国 

 

西安交通大学公共政策・管理

学院 

School of Public Policy and Administration、  

Xi`an Jiaotong University 

中 国 

 

 

西安交通大学公共政策・管理

学院附属中国西部発展研究

中心 

Research Center for Development of Western 

China. School of Public Policy and Administration 

Xian Jiaotong University 

台 湾 

 

国立政治大学（社会科学院）

 

National Chengchi University (College of Social 

Sciences) 

ブルガリア ソフィア経済大学 University of National and World Economy、 Sofia 

大韓民国 

 

 

慶北大学校商経大学       

(経済通商学部) 

 

The School of Economics and Trade、 College of 

Economics & Commerce、 Kyungpook National 

University 

大韓民国 

 

慶北大学 経済・経営研究所

 

Research Institute of Economics & Business 

Administration、 Kyungpook National University

フランス パリ第４大学―ソルボンヌ Universite de Paris IV – Sorbonne 

フランス 

 

アグロポリス・インターナ

ショナル 

Agropolis International 

 

ドイツ 

 

ヨハン・ヴォルフガンク・ゲ

ーテ大学 

Johann Wolfgang Goethe-Universitat am Main 

 

スウェ－デ

ン 

イェンシェピンク大学     

(国際ビジネススクール) 

Jonkoping University (Jonkoping International 

Business School) 

アメリカ   ハーバード燕京研究所 Harvard-Yenching Institute 
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招聘外国人研究者の受入人数は、平成 19 年度 8 名、20 年度 7 名、21 年度 16 名、22 年度

11 名である。このうち 21 年度、22 年度の受入状況の詳細は表 2-11 の通りである。 

 

     表 2-11 平成 21 年度、22 年度 招聘外国人研究者受入状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．今後の課題と改革の取り組み 

  

経済学研究科はこれまで改革を継続してきたが、時代の変化と社会の新たな要請に迅速

職名／受入身分 氏名 本国における身分 受入教員

外国人共同研究者 柳　玲(リュ　レイ) H21.4.1 ～ H21.10.1
北京外国語大学内日本学研究セン
ター　大学院生

教授　植田和弘

招へい外国人学者
Bourne, Michael
（ボーン　マイケル）

H21.10.1 ～ H21.12.31 University of Alberta, Lecturer 教授　澤邉紀生

招へい外国人学者
蔡　錫勲
（サイ　シャククン）

H21.7.1 ～ H21.8.31 淡江大学日本研究所 副教授 教授　若林直樹

外国人共同研究者 Hoang Van Cuong H21.7.6 ～ H21.8.4
ベトナム経済計画省経済運営部
研究員

教授　大西弘

外国人共同研究者 Tran Quang Tuyen H21.7.6 ～ H21.8.4
ベトナム国立大学ハノイ校
経済学部 講師

教授　大西弘

外国人共同研究者 Hoang　Minh　Hang H21.7.6 ～ H21.8.6
ベトナム社会科学院
日本研究センター 研究員

教授　劉徳強

外国人共同研究者 Luong My Van H21.7.6 ～ H21.8.6
ベトナム社会科学院哲学科
西洋哲学部門 研究員

教授　大西弘

外国人共同研究者 Ngo Huong Lan H21.7.6 ～ H21.8.6
ベトナム社会科学院
付属東北アジア研究所
日本研究センター 副所長

教授　劉徳強

外国人共同研究者 Nguyen Thi Ngoc Anh H21.7.6 ～ H21.8.6
ベトナム国立経済大学
経営学部 講師

教授　大西弘

外国人共同研究者 Phinseng Channgakham H21.7.6 ～ H21.8.6 ラオス国立大学経済学部 講師 講師　ﾃﾞｨﾐﾀｰ ﾔﾙﾅｿﾞﾌ

外国人共同研究者 Sthabandith　Insisienmay H21.7.6 ～ H21.8.6
ベトナム国立経済研究所
計画投資部マクロ経済研究課 研究員

講師　ﾃﾞｨﾐﾀｰ ﾔﾙﾅｿﾞﾌ

外国人共同研究者 Tran Thi Tuyet H21.7.6 ～ H21.8.6 ベトナム社会科学院 博士院生 教授　大西弘

外国人共同研究者 Vu Manh Toan H21.7.6 ～ H21.8.6 ベトナム社会科学院 研究員 教授　大西弘

招へい外国人学者 商　勇（ショウ　ユウ） H21.11.20 ～ H22.5.31 河南財経学院・副教授 教授　大西　広

招へい外国人学者
David  Bruce
（デビッド　ブルース）

H21.10.1 ～ H22.9.30 ロンドン メトロポリタン大学　教授　 教授　堀　和生

招へい外国人学者 馬　相東(マ　シャントン) H22.3.1 ～ H23.3.31 北京大学国際経済研究所・研究員 教授　大西　広

招へい外国人学者 高　中理(ｺｳ　ﾁｭｳﾘ) H22.5.11 ～ H22.6.14 遼寧省政治経済学院省情研究所所長 教授　劉徳強

外国人共同研究者 Cao Hang Thu(カオ　ハン　ス) H22.6.28 ～ H22.8.6
ベトナム社会科学院　哲学研究所　研
究員

教授　大西　広

外国人共同研究者
Mai Huong Lan
(マイ　ウォング　ラン)

H22.6.28 ～ H22.8.6
ベトナム社会科学院　哲学研究所　研
究員

講師　ﾃﾞｨﾐﾀｰ ﾔﾙﾅｿﾞﾌ

外国人共同研究者
Nguyen Ngoc Thi
(ゲエン　　ゴック シ)

H22.6.28 ～ H22.8.6
ベトナム社会科学院　北東アジア研究
所　研究員

准教授　矢野　剛

外国人共同研究者
Thammalat Thong
(サマラット　オング)

H22.6.28 ～ H22.8.6
ラオス国立燃料会社　マーケティングマ
ネジャー

教授　溝端　佐登史

外国人共同研究者
Tran Phuong Ducト
(トラン　フォング　ダック)

H22.6.28 ～ H22.8.6 ハノイ投資計画局　企画室　副室長 教授　大西　広

外国人共同研究者
Le Hanh Hong
(リー　ハン　オング)

H22.6.28 ～ H22.8.6
ベトナム社会科学院　北東アジア研究
所　助手

講師　ﾃﾞｨﾐﾀｰ ﾔﾙﾅｿﾞﾌ

外国人共同研究者
Nguyen Trang Ngoc Phuong
(ゲエン　チャン　ゴック　フォン)

H22.6.28 ～ H22.8.6
ベトナム社会科学院北東アジア研究所
日本研究センター　研究員

准教授　矢野　剛

外国人共同研究者
Saynavong Neevanh
(サイナヴォング　ニーバン)

H22.6.28 ～ H22.8.6 ラオス国立大学経済学部　講師 教授　溝端　佐登史

外国人共同研究者
Tran Hiep Duc
(トラン　ヒエップ　ダック)

H22.6.28 ～ H22.8.6
ベトナム国家大学ハノイ校　政治経済
学科　講師

教授　大西　広

外国人共同研究者
Vu Phuong Thi kieu
(ヴ　フロン　シ　キエ)

H22.6.28 ～ H22.8.6
ベトナム社会科学院哲学研究所　研究
員

教授　大西　広

受　入　期　間
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に応えていく必要性を強く認識している。現在本研究科が抱える問題を検討し、引き続き

改革に取り組んでいく。 

  平成 19(2007)年にファカルティ・デベロップメント委員会（FD 委員会）が設置され、

教育改善に組織的・継続的に取り組む体制が整備された。FD 委員会は機能別にいくつかの

ワーキンググループ(WG)に分かれており、大学院教育については大学院教育改善 WG が設

けられている。WG で議論された課題は以下の通りである。 

 i. 授業評価 

 平成 21(2009)年度前期より、受講生の多い基礎科目(受講者数が 10 名以上)について、学

生による授業評価アンケートを開始した。アンケート結果を個別教員にフィードバックし、

結果について担当教員に対する調査を行った上で、分析報告書を作成し、授業改善に役立

ててきた(報告書は Web 上で公開している)。現在は受講者数が 10 名以上の科目のみにおい

て実施しているが、大学院で開講されている科目のごく一部に過ぎないことから、対象科

目を受講者数が 5 名以上の科目に拡大するかどうかについて検討を行っている。実施科目

数の増加を見越して、運用コストの低い WEB 方式の授業評価システムの導入を検討してお

り、平成 22(2010)年度後期から試行する。 

 ii. 大学院修了予定者に対する自己評価調査の実施 

 これまで大学院修了予定者に対して、目標の達成度や経済学研究科の教育・研究環境に

関する満足度などについての自己評価調査を定期的には実施していなかったが、教育・研

究環境を改善する上で修了者の評価を知ることは重要である。そこで平成 22(2010)年度より

博士後期課程修了予定者を対象とした調査を実施することになった。今後調査結果をどの

ように教育・研究環境の改善に役立ていくのかを検討する必要がある。 

 iii. 博士後期課程における単位制度の導入の検討 

  平成 21(2009)年度開設の東アジア国際人材開発コースでは、博士後期課程においても単位

制度を採っているが、通常の博士後期課程においても、研究指導を実質化するために、毎

年度の指導認定を単位制度に改めることを検討している。これと関連して、博士後期課程

向けのワークショップのあり方についても検討を行い、より一層の充実化を進めることと

なった。 

 

 今後検討すべき課題としては、博士後期課程編入入学試験のあり方についての検討、な

どが挙がっている。 
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第 3 章 学 部 教 育 

 

1． 人材育成・教育理念 

 

 経済学部は 1919 年の創立以来、自学自習を旨とする伝統を形成し、優秀な人材を多数社

会に送り出してきている。わが教育理念は、真理の探究を通して、現在の社会が直面して

いる様々な課題の解決を目指し、激動絶え間ない現代社会の平和で調和ある発展に貢献す

る人材を育成することにある。そのためには専門的知識の教育にとどまることなく、学生

の自主的な学問への取り組みを尊重しつつ、柔軟な思考力とともに豊かな人間性を涵養す

ることを目指している。 

 経済学は効率と合理性の価値を教える学問であるが、しかし、その価値は、同時に人間

的価値、地球社会の繁栄、人びとが協力し合う社会と両立しなければならない。しかも、

社会の諸問題は複雑高度化しているから、確かな専門的基礎知識の教育も重要である。 

 そのため、経済学部では系統的で多元的なカリキュラムを整備して教育にあたるととも

に、演習を重視して個人指導および集団学習をおこなっている。また、日本国内に限らな

い背景をもつ学生を多数受け入れ、国際的視野のもとで教育にあたっている。教育活動の

全体を通じて、時代の進展に対応した専門基礎学力を備えさせるとともに、豊かな人間愛、

人権感覚を備え、公正を求める廉潔な姿勢と豊かな心情をもった人材の育成に努めている。 

 

2．入試関係 

 

2－1 アドミッションポリシー 

 経済学の研究対象である経済活動は、人間が生きていくためにもっとも基本的なもので

ある。私たちが毎日生活しているのは、多くの人々が日々経済活動を営んでいるからこそ

可能となっている。しかしその経済活動は決して単純なものではなく、産業の空洞化、雇

用問題、財政赤字、地球環境問題など、私たちが解決すべき経済問題が、次々と新たに発

生し、複雑性を増している。 

 このような状況を前にして、経済学の課題を解決するためには、即効性のある個々の断

片的な知識をつめこむよりも、どのような事態になっても対応できる柔軟な思考力と創造

性を備えることが、むしろ重要であると私たちは考えている。 

 本学部は、大正 8（1919）年に創設された、日本でもっとも古い伝統を誇る経済学部のひ

とつであるが、この長い歴史を通じて、基礎的な科目の教育を充実すると共に、絶えず新

しい分野の学問を教育することを心がけ、社会経済の激動に柔軟に対応し、解決策を発見、

創造できる人材を育成することを目標としてきた。 

 そして現にわが学部は、学界、官界、産業界などで、このような能力を持つ多くの人材
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を輩出してきたと自負し、またそのような評価も受けている。 

 私たちは、このような京都大学経済学部の良き伝統を継承し、そこに新たな歴史の一ペ

ージを刻み込む強い意欲を持つ学生諸君が門を叩いてくれることを望んでいる。 

 多様な背景をもつ学生を受け入れるため、本学部では、前期日程試験において「一般入

試」、「論文入試」および「理系入試」という 3種類の学力検査を実施している。これら 3

種類の入試すべてで、高等学校までに十分な基礎的学力を身につけることを求めているが、

とくに論文入試においては、総合的な学力とともに自学自習の能力を重視した選抜を行う。

また理系入試では数理的能力を重視した選抜を行う。 

 

2－2 選抜方法・入学者数など 

 本学部では、アドミッションポリシーに示されているように、「基礎的な科目の教育を

充実すると共に、絶えず新しい分野の学問を教育することを心がけ、社会経済の激動に柔

軟に対応し、解決策を発見、創造できる人材を育成することを目標と」してきた。この目

標を達成するために従来より入試制度の多様化を行い多様な背景をもつ学生を受け入れて

きたが、平成 21(2009)年度に制度の多様化をさらに推し進めた。 

 日本で学校教育を受けた学生を対象にした通常の入試は、これまで一般入試(通常の学科

試験)と論文入試とに分かれ、入学定員はそれぞれ 190 名と 50 名となっていた。このうち

論文入試は、総合的な学力とともに自らの思考力によって状況の分析、課題の発見と解決、

総合的な判断などをおこなう能力を、長論文の読解とそれに基づく推論・論評等を求める

問題によって考査するものである。昭和 63(1988)年度に開始された本学部独特の入試制度で

ある。平成 21 年度よりこの論文入試を「新」論文入試と理系入試の 2つに分割し、それぞ

れ定員 25 名とした。理系入試では数学の試験問題に理系学部と同じものを用い、数理能力

に秀でた学生を選抜する(国語についても理系向け問題を使用)。一方「新」論文入試では

従来の長論文に加え統計資料などを用いた問題を出題するとともに、二次試験の学科科目

を数学から国語と英語に変更し、言語能力に秀でた学生を選抜する。この制度改革は経済

学・経営学における研究・教育の高度化と多様化に対応したものである。 

 この他本学部では、外国学校出身者(帰国子女)を対象に、一般入試の定員 190 名の内 10

名の枠を割き、小論文と面接を用いた特別入学試験を行っている(一次選抜ではインターナ

ショナル・バカロレアなどの統一試験の成績などを参考資料としている)。さらに、明示的

な入学定員は設けていないが、毎年外国人留学生のための特別選考を実施している。 

 表3-1は平成 19(2007)年度から 22(2010)年度の試験区分ごとの志願者数と入学者数を示し

ている。個別学力検査は一般入試、論文入試、理系入試(平成 21 年度より)の合計である。

毎年個別学力検査により 240 名前後、外国学校出身者特別選抜により 6-8 名、外国人留学

生特別学生により 6-9 名が入学している。 

 

 



30 
 

表3-1 年度別学部入学者 

（入学定員は各年度とも240人で個別学力検査及び外国学校出身者特

別選抜の定員。外国人留学生特別選抜については定員外） 

年度 入試区分 志願者数 入学者数 

平成19年度 個別学力検査 814 (150) 238 (41) 

 外国学校出身者特別選抜 49 (19) 6 (4) 

 外国人留学生特別学生 40 (19) 6 (3) 

 計 903 (188) 250 (48) 

平成20年度 個別学力検査 803 (108) 241 (31) 

 外国学校出身者特別選抜 21 (7) 8 (2) 

 外国人留学生特別学生 35 (18) 8 (4) 

 計 859 (133) 257 (37) 

平成21年度 個別学力検査 805 (135) 238 (36) 

 外国学校出身者特別選抜 28 (10) 6 (5) 

 外国人留学生特別学生 44 (22) 9 (5) 

 計 877 (167) 253 (46) 

平成22年度 個別学力検査 802 (131) 241 (36) 

 外国学校出身者特別選抜 28 (12) 7 (4) 

 外国人留学生特別学生 40 (19) 9 (6) 

 計 870 (162) 257 (46) 

注：()は女子を示し内数 

 

 また 3年次編入学制度も採用しており、他大学で第 2年次を修了した者、高等専門学校・

短期大学卒業生、本学部以外で学士号を取得した者を対象に、経済学と外国語による選抜

試験を実施している。定員は 20 名で毎年 10 名前後の者が編入学している(表 3-2)。 

 

表3-2  年度別3年次編入生数 

年度 

 

3年次編入学志

願者数 

3年次編入生数 

 

平成19年度 64 (17) 9 (3) 

平成20年度 67 (17) 8 (2) 

平成21年度 120 (26) 12 (1) 

平成22年度 142 (28) 12 (2) 

注：()は女子を示し内数   
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表 3-3は平成 22(2010)年 9月 1日現在の年次ごとの学部学生定員数と現員数を示している

(次節で詳述するように、平成 21 年度入学者より経済学科と経営学科を経済経営学科の 1 学

科に統合した)。女子学生の割合は 15-19%であり、文系学部の中では 低、理系学部でも農

学部と薬学部を下回っている。4 年次生の数が多いのは相当数の学生が就職活動や資格試験

の準備などの理由で留年しているためである。 

 

                     表 3-3  学部学生数（平成 22 年 9 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．教育内容 

 

3-1 教育体制 

 本学部では昭和 34(1959)年度以来経済学科と経営学科の 2学科制をとってきたが、平成

21(2009)年度よりこれら 2学科を経済経営学科の 1学科に統合した。今日の学術研究の学

際化と専門化は、経済学と経営学の分野においても著しく、研究分野が隣接する領域で専

門的な分野が出現するといった展開を示しているが、このような状況に即した領域横断的

な学習を促進し、幅広い教養と総合的な判断力を習得させる（ジェネラリストの養成）こ

とが統合の目的である。そして次に述べるように、この学科統合と新入試制度の開始と同

時にカリキュラム改革を実施した。 

 

3-2 カリキュラム改革 

 前回平成 15(2003)年度のカリキュラム改革では、必修科目・選択必修科目・選択科目(全

て通年 4単位)というそれ以前の科目分類を廃止し、学年の進行に合わせて学ぶべき科目を

段階的に配当するとともに、全ての科目を半期 2単位(セメスター制の導入)で提供するよ

うに変更した。具体的には配当科目を、入門科目(1・2 回生配当)・専門基礎科目(2 回生以

上配当)・専門科目 I(2 回生以上配当)・専門科目 II(3 回生以上配当)に分類し、経済学お

よび経営学の基礎から応用にいたる体系的な学習ができるような科目編成を整えた。しか

し 3回生から学生を経済学科または経営学科に分属させるだけでは、必ずしも体系的な科

目履修に繋がらないという問題点が明らかになった。また科目編成は現在の学術研究の状

況に対応した専門性を十分には考慮しておらず、学生の卒業後の進路設計に対応している

経済学科 経営学科 経済経営学科

１年次生 － － 240 257 (46) 257 (46)

２年次生 － － 240 253 (47) 253 (47)

３年次生 160 100（２０） － 122 (17) 146 (23) 268 (40)

４年次生 160 100（２０） － 221 (40) 165 (28) 386 (68)

計 320 200 480 343 (57) 311 (51) 510 (93) 1,164 (201)

学部学生数（平成２２年９月１日現在）

年次
定員 現員

経済学科 経営学科 経済経営学科 計

注：定員の（　）は第３年次編入学定員を示し内数、現員の（　）は女子を示し内数

－ －

－ －

－

－
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とも言えないものであった。  

 さらに理系入試と新論文入試の開始により学生の資質がこれまで以上に多様化するのに

伴い、一層弾力的できめの細かいカリキュラム編成を行う必要が生じた。 

  以上の状況をふまえて平成 21（2009）年度に、次のようにカリキュラムを改めた。 

 

 (1) コース制の導入 

 専門科目Ⅰと専門科目 II の履修に関して、「歴史・理論コース」、「政策コース」、「マ

ネジメントコース」、「ファイナンス・会計コース」という 4つの履修モデルを設けた。

コース制に基づく科目履修は卒業要件ではないが、コース内の科目のうち 36 単位以上を履

修し、かつ履修した科目の半分以上で 80 点以上の成績を修めた学生については、卒業時に

当該コースの修了認定を行う。またコースに分類されない入門科目・専門基礎科目の履修

については、シラバスにおいて、コースに分類される専門科目Ⅰ・Ⅱの各科目に「履修す

べき入門科目・専門基礎科目」の項目を追加し、学生に対する履修ガイダンスの機能を充

実させた。 

 このコース制の導入と経済経営学科への統合により、幅広い教養･総合的な判断力と専門

的知識･実践的能力をあわせもつ人材の育成が期待できる。またコース制の導入は、卒業後

の進路設計に対応した学習を、相対的に早い段階から系統的・計画的に進めることを可能

とする。 

 (2)１回生全員を対象とした入門演習の導入 

  1 年次前期にクラス別の入門演習を新設した。入門演習は学生の学習意欲の高い内に、得

意な分野を一層伸ばし、不得手な分野の学力を補足することによって、自主的に学習する

ための基礎的能力を養成し、後続学年での学習をガイドすることをねらいとしている。担

当教員は、独自のオフィスアワーを設けて、コース履修に関する指導を行うなど、専門演

習に所属するまでの期間の学生に対するモニタリングの役割も果たしている。一方入門演

習の新設による授業負担の増加などを考慮し、2 回生の演習への受入れは希望教員のみが行

うこととなった。なお 2 回生向けの演習は従来の演習とは異なり、半期の履修や前期と後

期で異なる教員の演習を履修することができ、2 回生向けの演習と 3 回生以上向けの演習の

間に履修面での連続性はない。 

 (3) その他 

 卒業論文については従来の 12 単位から 6単位へ削減するとともに、優秀論文を認定し顕

彰する制度を設けた。この他、専門科目 I と II の構成を一部変更し、大学院連携科目を廃

止し、大学院との共通科目については特殊講義に分類した。 

 

3-3 カリキュラム 

表 3-4 は平成 21 年度以降入学者向けの専門科目一覧である。経済学部の通常科目では、1

回生前期で入門演習、1･2 回生で入門科目、2 回生以上で専門基礎科目と専門科目 I、3 回生
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以上で専門科目 II が履修できる。前述の通り専門科目Iと専門科目 II については 4つの履

修モデルが提示されている。これらの科目の他に、外国語経済書購読(3 回生以上)、演習(2

回生以上)、卒業論文などの特別科目、法学部提供科目(3 回生以上)、そして特殊講義が設

けられている。特殊講義はアカデミック･ライティング入門(1 回生)と実践簿記 I･II･III･

IV(1 回生以上)を除き 3 回生以上配当となっており、その多くは大学院共通科目であり、上

級レベルの講義や社会人講師による実務的な講義が提供されている。 

 

表 3-4 平成 21 年度以降入学者専門科目一覧 

(1)入門演習 

(1回生前期配当) 

入門演習 1-10 

 

(2)入門科目 

(1・2回生配当、    

原則毎年開講 ) 

ミクロ経済学入門 マクロ経済学入門 社会経済学入門 

基礎統計学 経済史・思想史入門 現代経済事情 経営学入門 

会計学入門 情報処理入門 

(3)専門基礎科目 

(2回生以上配当、  

原則毎年開講 ) 
 

ミクロ経済学1・2 マクロ経済学1・2 社会経済学1・2 

計量経済学 経済統計学 経済史1・2 経済政策論 

財政学 金融論 経営学原理 経営戦略 経営組織1・2 

マーケティング1・2 経営財務 会計学1・2 

(留学生対象) 

 

基礎比較経済論 基礎企業ガバナンス論 基礎人的資源論   

基礎組織行動論 

 

 

理論･歴史 

コース 

政策 

コース 

マネジメント

コース 

ファイナンス･

会計コース 

(4)専門科目Ⅰ 

(2回生以上配当、  原

則隔年開講) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済数学1・2 

社会思想史 

経済学史 

日本経済史   

欧米経済史 

公共経済学 

比較経営論 

農業経済論 

経営史 

国際経営史   

情報処理論 

1a-1b･2a-2b 

日本経済論 

公共経済学 

工業経済論 

社会政策論 

農業経済論 

行動経済学 

開発経済論 

情報処理論1a-1b

･2a-2b 

 

 

 

経営史 

日本経済論 

組織経済論 

開発経済論 

比較経営論 

国際経営史 

ITビジネス論 

財務会計 

管理会計 

情報処理論

1a-1b･2a-2b 

 

経済数学1・2 

国際経営史 

行動経済学 

ファイナンス工学

証券投資論  

派生証券論 

保険論 

財務会計 

管理会計 

情報処理論    

1a-1b･2a-2b 

 

(5)専門科目Ⅱ 

(3回生以上配当、原則

隔年開講) 

社会経済変動論

経済哲学 

アジア経済史 

ヨーロッパ経済論 

比較経済システム論 

世界経済論 

計画理論 

意思決定論 

経営情報論 

計画理論 

意思決定論 

経営情報論 
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ヨーロッパ経済論

国際金融論 

国際経済学 

金融政策 

現代経済思想 

公共政策論 

医療経済学 

交通経済論 

都市経済学 

産業組織論 

市場構造と企業戦略

産業・企業成長論

 

 

 

 

 

 

 

国際金融論 

国際経済学 

市場経済移行論 

労働経済論 

地域産業論 

地域開発論 

国際農政論 

租税論 

金融政策 

公共政策論 

地方財政論   

財政政策論 

医療経済学 

交通経済論 

環境経済論 

情報・通信産業論 

東アジア経済論 

現代日本産業論 

 

国際経済学 

労働経済論 

産業組織論 

医療経済学   

市場構造と企業戦略 

産業・企業成長 

人的資源管理論 

情報・通信産業論 

現代日本産業論 

オペレーション・マ

ネジメント    

流通論 

環境経済論 

イノベーション・マ

ネジメント概論 

経営分析論 

国際経営論 

事業創成 

国際会計論 

国際金融論 

国際経済学 

金融政策 

原価計算論 

会計監査論 

人的資源管理論

オペレーション・マ

ネジメント 

イノベーション・マ

ネジメント概論 

流通論 

経営分析論 

国際経営論 

事業創成 

 

 

 

 

(6)特別科目 

 

外国経済書講読(独、仏、中、韓･朝、西)(3回生以上) 職業指導

演習(2回生以上) 卒業論文 

(7)法学部科目 

（3回生以上配当） 

 

 

憲法第一部 憲法第二部 行政法第一部 民法第一部 民法第二

部 民法第三部  商法第一部 商法第二部 刑法第一部        

国際法第一部 国際法第二部 税法 労働法 

政治原論 法社会学 英米法概論 行政学 西洋法制史 

(8)特殊講義 

（指定のある科目を

除き3回生以上配当、

＊印は大学院共通科

目） 

 

 

 

 

 

 

アカデミック･ライティング入門 (1回生配当) 

実践簿記 I･II･III･IV (1回生以上配当) 

＊応用計量経済学 ＊思想史の方法と対象 ＊国際財政論 

＊金融システム論 ＊数理経済学 ＊国際マーケティング 

＊応用ミクロ分析とゲーム論 ＊経営と企業会計 

＊経済情報調査論1･2   進化経済学 ＊社会経済学・理論A 

＊社会経済学・理論B   ＊社会経済学・理論C   ＊労使関係論 

＊経済学のための数学 ＊現代マーケティング 

＊企業金融のフロンティア ＊財務戦略論 京都経済論 

＊社会経済学・古典研究A   ＊社会経済学・古典研究B 

税務会計論 国際税務論 ＊先端バンキング論         
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啓蒙と現代の社会思想史  アセットマネジメントの実務と法 

＊国際貿易論 ＊関西経済論  ＊ 近の経済哲学の論点 

 

3-4 寄附講座 

 現在経済学部にはみずほフィナンシャルグループ寄附講義と日本証券投資顧問業協会・

投資信託協会寄附講座が設置されている。以下は平成 22 年度にそれらの寄附講座と経営管

理大学院の寄附講座が提供している科目の一覧である。 

・みずほフィナンシャルグループ寄附講義提供科目（大学院共通科目）：先端バンキング

論 

・日本証券投資顧問業協会・投資信託協会寄附講座提供科目：アセットマネジメントの実

務と法 

・みずほ証券寄附講座(経営管理大学院)提供科目（いずれも大学院共通科目）：企業金融

のフロンティア、財務戦略論                      

 

3-5 実践簿記 

 平成 16 年度から、各種の検定試験や国家試験等の受験志望者を対象に、実践簿記Ⅰ～

Ⅳを開講している。Ⅰ・Ⅱは日商簿記検定３級レベル、Ⅲ・Ⅳは２級レベルの講義であり、

他学部の学生の履修も受け入れている。表 3-5 は過去３年間の履修状況をまとめたもので

あり、表 3-6 は各種試験の本学受験者の年度別合格状況をまとめたものである。 

          表 3-5 実践簿記の年度別履修状況 

  履修登録者（人） 平均出席率（％） 

平

成

19

年

度 

実践簿記Ⅰ 242 70.9 

実践簿記Ⅱ 255 70.9 

実践簿記Ⅲ 142 67.3 

実践簿記Ⅳ 124 52.1 

平

成

20

年

度 

実践簿記Ⅰ 261 65.3 

実践簿記Ⅱ 254 55.3 

実践簿記Ⅲ 149 34.7 

実践簿記Ⅳ 134 28.6 

平

成

21

年

度 

実践簿記Ⅰ 240 88.7 

実践簿記Ⅱ 241 79.6 

実践簿記Ⅲ 206 64.3 

実践簿記Ⅳ 190 66.7 
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表 3-6 各種試験の本学受験者の年度別合格状況 

  平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

日商簿記検定 

３級 

受験者数（人） 86 78 105 

合格率（％） 77.5 68.4 77.2 

全国合格率（％） 42.5 29.5 38.0 

日商簿記検定 

２級 

受験者数（人） 38 34 62 

合格率（％） 71.7 60.7 72.9 

全国合格率（％） 20.7 29.6 38.4 

公認会計士試験合格者数（人） 73 82 ― 

（注1） 日商簿記検定３級は、第 116 回（平成 19 年度）、第 119 回（平成 20 年度）、第

122 回（平成 21 年度）の結果を集計。同じく 2 級は、第 117 回（平成 19 年度）、

第 120 回（平成 20 年度）、第 123 回（平成 21 年度）の結果を集計。 

（注2） 平成 21 年度の公認会計士試験合格者は調査中。 

 

3-6 インターンシップ 

 平成 21 年度から、新日本有限責任監査法人大阪事務所との覚書に基づき、同監査法人

でのインターンシップを、公認会計士を目指す学部学生（２回生以上）を対象に実施して

いる。平成 21 年度は、12 名の応募があり、書類選考及び面接の結果、7 名がインターン

シップに参加した。 

 

3-7 学生学習研究支援経費 

平成 19 年度から、運営費交付金を財源に学生学習研究支援経費の制度を導入した。演習

の指導教員の申請に基づき，1件当たり 10 万円を上限に当該演習に対して交付している。 

 

3-8 卒業論文 

本学部では卒業論文執筆は卒業の要件ではないが、所定の手続きに従って卒業論文を提

出し、演習の指導教員を含む 2名の教員による審査に合格すれば 6単位が与えられる。表

3-7 に見るように、毎年 50-60 名の学生が卒業論文を執筆し合格している。 

             表 3-7 年度別卒業論文提出者数 

 

 

 

 

 

 

年度
執筆希望者数

（題目提出者数）
論文提出者数 合格者数

平成１９年度 95 56 56

平成２０年度 94 61 60

平成２１年度 91 53 53
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3-9 学位認定 

 4 年以上在学(3 年次編入学者は 2年以上在学)し、所定の単位数を取得した者は、学士試

験に合格したものと認められ、学士の学位が授与される。現行制度（平成 21 年度以降の入

学者に適用）では、卒業に必要な単位数は 124 単位以上（３年次編入学者は学部専門科目

76 単位以上）であり、そのうち全学共通科目は 48 単位以上、学部専門科目を 76 単位以上

取得しなければならないとされている（表 3-8）。 

 

表 3-8 卒業に必要な単位数 

全学共通科目 学部選択科目 

Ａ群（人文・社会科学系科目）から 4科目 16単位以上。

Ｂ群（自然科学系科目）から 3 科目 12 単位以上。 

Ｃ群（外国語科目）から 2か国語各 16単位以上。ただし

1 か国語は経済英語Ａ・Ｂで代替可能。 

Ｄ群（保健体育科目）から講義 2 単位、実習 2 単位、計

4 単位。ただしＡ～Ｄ群科目で代替可能。 

選択科目 76 単位以上 

（演習及び卒業論文の単位を含む） 

合 計               48 単位以上 合 計               76 単位以上 

総 計                      124 単位以上 

 

 

4．卒業後の進路 

 

 表 3-9 に示すように、卒業後大学院等へ進学する者の割合は 10%前後と少数であり、大部

分(75-85%) は民間企業や官公庁等へ就職している。業界別では、金融・保険業が 18-25%、

サービス業（総合商社、監査法人、コンサルティング会社が多い）が 10-28%、製造業が 14-17%

と多い。好況時には就職者の割合が上昇し、進学者とその他(自営や資格試験準備など) の

割合が減少する傾向が見られる。 
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             表 3-9  年度別学部卒業生の進路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．国際化 

 

5-1 留学生・外国学校出身学生 

 先に述べたように、本学部では外国学校出身者(帰国子女)を対象に 10 名の枠を設け、小

論文と面接を用いた特別入学試験を行っている。昭和 59(1984)年度に他大学に先駆けて導入

され、すでに四半世紀以上の実績を積んでいるこの特別選抜により、毎年 6-8 名が入学して

いる(表 3-1)。 

 さらに明示的な入学定員を設けていないものの、毎年外国人留学生のための特別選考を

実施しており、毎年 6-9 名が入学している(表 3-1)。表 3-11 は平成 19(2007)-22(2010)年度の

国別の正規留学生数を示している。中国と韓国からの留学生が 7 割前後を占めており、続

いてモンゴルからの留学生が多い。また研究生留学生も平成 19-22 年度の各年度で 22-44 名

が在籍しており、中国からの学生が圧倒的に多い(表 3-11)。 

  留学生担当教員としては 2名が配置され、留学生の基礎教育から専門研究にいたるまで、

特別の講義科目を担当して教育および研究指導を行っている。 

平成１8年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

252 275 241 252

26 (10.3%) 23 (8.4%) 26 (10.8%) 31 (12.3%)

30 (11.9%) 17 (6.2%) 18 (7.5%) 31 (12.3%)

196 (77.8%) 235 (85.5%) 197 (81.7%) 190 (75.4%)

鉱業 0 0 0 0

建設業 0 2 (0.7%) 2 (0.8%) 3 (1.2%)

製造業 36 (14.3%) 37 (13.5%) 41 (17.0%) 40 (15.9%)

電機・ガス・熱供給・水道業 10 (4.0%) 12 (4.4%) 7 (2.9%) 10 (4.0%)

運輸・通信業 10 (4.0%) 28 (10.2%) 31 (12.9%) 29 (11.5%)

卸売・小売業 1 (0.4%) 1 (0.4%) 11 (4.6%) 13 (5.2%)

金融・保険業 47 (18.7%) 68 (24.7%) 58 (24.1%) 45 (17.9%)

不動産業 4 (1.6%) 4 (1.5%) 7 (2.9%)  5 (2.0%)

サービス業 71 (28.2%) 68 (24.7%) 32 (13.3%)  26 (10.3%)

公務 9 (3.6%) 8 (2.9%) 8 (3.3%) 12 (4.8%) 

その他 8 (3.2%) 7 (2.6%) 0 7 (2.8%)

就
職
者
の
内
訳

学部卒業生の進路

卒業年度

卒業者数

進学者数

その他

就職者数
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            表 3-10  学部国別正規留学生数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-11 国別研究生留学生数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2 国際教育交流プログラム 

 平成 9(1997)年 10 月より開始された KUINEP(Kyoto University International Education 

韓国 10 ( 4 ) 14 ( 6 ) 18 ( 9 ) 22 ( 11 ) 64 ( 30 )

台湾 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 ( 0 )

中国 17 ( 6 ) 12 ( 6 ) 11 ( 4 ) 10 ( 6 ) 50 ( 22 )

モンゴル 8 ( 4 ) 8 ( 4 ) 6 ( 3 ) 3 ( 2 ) 25 ( 13 )

シンガポール 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 4 ( 0 )

タイ 2 ( 1 ) 1 ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 5 ( 3 )

ウズベキスタン ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 2 ( 0 )

グルジア ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

ベラルーシ ( ) ( ) ( ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

アルゼンチン 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 4 ( 0 )

計 40 ( 15 ) 38 ( 16 ) 39 ( 17 ) 41 ( 22 ) 158 ( 70 )

( )は女子で内数

学部国別正規留学生数

19 20 21 22 合計

台湾 2 ( 1 ) 2 ( 2 ) 4 ( 4 ) 2 ( 1 ) 10 ( 8 )

中国 34 ( 14 ) 34 ( 19 ) 26 ( 17 ) 17 ( 14 ) 111 ( 64 )

モンゴル 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) 2 ( 2 )

タイ 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) 2 ( 2 )

フィリピン 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 ( 0 )

マレーシア ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( 0 )

イギリス 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 ( 0 )

ドイツ ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1 ( 0 )

ハンガリー ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( 0 )

キルギス ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1 ( 0 )

ウクライナ ( ) 1 ( 1 ) ( ) ( ) 1 ( 1 )

アルゼンチン 1 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 ( 0 )

計 41 ( 17 ) 44 ( 24 ) 30 ( 21 ) 22 ( 15 ) 137 ( 77 )
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Program)は、学際的・先端的なテーマに関する講義を英語で行っている（半期 2単位）。2009

年度には学生交流協定を締結している 16 カ国 34 大学から約 50 名の留学生と、多数の本学

学生がこのプログラムに参加した。本学部からも次のように定期的に講義を提供している。              

・平成 19 年度 

 Japanese Business in International Perspectives (国際視野から見た日本のビジネス)         

Lectures on Japan' s Modern Industries: a case from the Info-Communications Industry (現代   日

本の情報通信産業) 

・平成 20 年度 

 Japanese Business in International Perspectives (国際視野から見た日本のビジネス)         

Lectures on Japan' s Modern Industries: a case from the Info-Communications Industry (現代   日

本の情報通信産業) 

・平成 21 年度 

  Japanese Business in International Perspectives (国際視野から見た日本のビジネス) 

・平成 22 年度 

  Japanese Economy and Business: Philosophy、 History and Organizational Behavior (日本の経   

済と経営) 

 

 また留学生担当講師が指導教員となり、KUINEP の留学生を毎年 10 人前後受け入れてい

る。このプログラムは、日本人学生も受講可能であるため、留学生にとっては言うまでも

なく、学部学生の国際交流の推進に寄与している。 

 

5-3  交換留学制度 

 平成 9(1997)年度から交換留学制度（「授業料等を不徴収とする大学間学生交流協定締結校

への派遣留学生制度」）を導入し、学部学生に対し外国の大学での科目履修を認めている。

単位認定については、留学した学部学生が帰国後提出する文書に基づき、教授会で決定さ

れる。表 3-12 は平成 19(2007)-21(2009)年度の交換留学制度による国別の派遣・受入学生数

を示している。派遣国はアメリカが 6 名、カナダが 4 名など 3 年間の合計で 23 名、受入国

は韓国、中国、ドイツが 6 名、フランスが 5 名など計 30 名となっている。 
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    表 3-12 交換留学制度による派遣・受入学生数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年 平成２０年 平成２１年 計

ドイツ 1 1

ベルギー 2 2

アメリカ 2 1 3 6

カナダ 1 2 1 4

オーストリア 1 1

スイス 1 1

フランス 1 1

オランダ 1 1 2

スウェーデン 1 1

ニュージーランド 1 1

中国 1 1

メキシコ 1 1

韓国 1 1

計 9 9 5 23

平成１９年 平成２０年 平成２１年 計

韓国 1 2 3 6

台湾 1 1

中国 1 5 6

タイ 1 1

ニューシーランド 1 1

オーストラリア 1 1

アメリカ 1 1

フランス 3 2 5

ドイツ 2 4 6

オーストリア 1 1

スウェーデン 1 1

計 3 14 13 30

国名
派遣学生数

国名
受入学生数
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6．今後の課題と改革の取り組み 

 

 経済学部はこれまで改革を継続してきたが、時代の変化と社会の新たな要請に迅速に応

えていく必要性を強く認識している。現在の経済学部が抱える問題を検討し、引き続き改

革に取り組んでいく。 

  平成 19(2007)年にファカルティ・デベロップメント委員会（FD 委員会）が設置され、

教育改善に組織的・継続的に取り組む体制が整備された。FD 委員会は機能別にいくつかの

ワーキンググループ(WG)に分かれており、学部教育については学部教育改善 WG が設けら

れている。WG で議論された課題は以下の通りである。 

 i. 授業評価 

 平成 17(2005)年度後期以降、学生による個別授業の評価アンケートを実施しており、アン

ケートの結果を担当教員にフィードバックするとともに、学部全体での分析報告書を作成

し、授業改善に役立ててきた。さらに平成 21(2009)年度前期より、担当教員による試験得点

分布と評価アンケートの分析を実施するようになり、また平成 22(2010)年 2 月からは授業評

価の集計結果の一部と教員による分析を Web 上で公開(学内のみ)している。 

 現時点では教員による分析は任意であり(ただしほとんどの教員は分析を行っている)、

科目別集計結果については公開していないが、公開の方法や内容について更に議論するこ

とが重要である。また集計・分析結果をいかにして教育改善に役立てるのかについても検

討の必要がある。 

  平成 22(2010)年度前期の授業評価アンケートについては、従来のマークシート方式に代

わり、運用コストの低い Web 式を試行した。その結果、前年度と比べると、回答数が大き

く減少し、評価の平均値がほぼ全ての設問で低下し、標準偏差が全ての設問で上昇した。

この結果については WG 委員の間でも評価が割れているが、アンケート方式について更な

る検討が必要である。 

 ii. 長期留年者・退学者対策 

 本学部にも科目履修が芳しくなく、長期にわたり留年し、 終的には中退してしまう学

生が存在する。このような学生を減少させるための方策として、入門演習の必修化が検討

されたが、様々な面で問題点が明らかになった。引き続き対策の検討が必要である。 

   

 今後検討すべき課題としては、理系入試・論文入試入学者の追跡調査の実施、各科目の

成績分布情報の全教員での共有、初年度教育を含めた学部カリキュラム全体のさらなる整

備・改善、などが挙がっている。 
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第４章 研究活動 

 

１．研究活動とそれを支える財務的基盤 

 

 本研究科・学部所属の各教員の研究活動は、その大半が、個人単位の研究、あるいは、

各種の共同研究ではあっても組織内の他の研究者ではなく学外の研究者と共に実施する研

究の形で行われている。これら個別の研究成果については、本報告書第２部の教員個人別

資料において、研究業績データとして示している。 

本研究科・学部全体としてみたときに、これら各人による個別的研究の集合がどの程度

の水準にあるのかを客観的に示すのは容易ではない。しかしその一端は、例えば表 4-1 や

表 4-2 に示されている。査読付き論文への掲載を研究評価の基準としてどの程度重視する

かは分野により異なっており、査読誌の存在の有無や投稿機会の数、どの程度の纏まりを

もって論文 1 本とするかにも分野による差異があるが、趨勢を読み取る指標としては有効

であり、おおよそ、先行する 3年間とほぼ同様の研究成果が挙げられたと評価しえよう（表

では、平成 21 年度中に掲載が決定したものの未刊行であるが、事後的に 21 年度の成果と

して分類される可能性のある査読誌論文を含んでいない）。また表 4—2 の各種受賞の実績か

らも、同様の結論が得られよう。 

 経常的予算が削減される傾向が著しくなる中で、各種の外部資金の獲得の必要性は研究

上も高まっているが、とりわけ競争的資金の獲得状況は、研究活動の水準や活発さを間接

的に示す指標でもある。表 4—3 には、公的な競争的資金の代表である科学研究費補助金の

受け入れ実績を示した。今後、個人研究であるか、組織的な研究であるかを問わず、外部

資金の獲得に対し、組織としての支援を強めてゆくことが必要であろう。 

 表 4-4 は研究科・学部の経理組織を通じて行われている共同研究を、表 4-5 は受託研究

の状況を示したものである。また、表の 4—6 は受託事業の一覧、また 4—7 はその他補助金

による事業一覧を示したものである。この 4-6、4—7 には、純粋に研究を目的としたものか

ら、第一義的には教育を目的とするもの、教育・研究が一体となっており性格上いずれか

に分類することができないものがふくまれているが、研究を支える重要な財務的基盤を示

すものとして、本欄に掲げた。いずれにせよこれらの資金は、産学・官学の共同研究が積

極的に推進されていること、また社会的要請に本研究科・学部が積極的に応えようとして

いることの証しでもある。研究科としては、研究者の自主性を維持しつつ、これらのいっ

そうの充実を目指している。 

  これらの表に示した事例以外にも、実に多様な研究組織が構成されている。各種の学会

関連や、その他の各種研究会関係、政府・公共団体・民間組織との協働によるものなど、

多様なメンバー、すなわち他大学の研究者、本学の他研究科、研究者のスタッフ、本学の

大学院生を中心とする若手研究者などを加えた研究組織が活発に活動している。表 4-8 は



44 
 

特別研究員の受け入れ状況を示すが、これ以外にも、表 4-6 に示されるように、内地研究

員、私学研修員受け入れなどを行っている。 

 表 4—9 には、平成 20（2008）年度まで開催助成金の支出を伴いつつ行われていた「京都

大学経済学会研究集会」の開催実績を示す。国外・国内の著名・有力研究者の招聘による

講演会・セミナー・ワークショップを中心に、多様な研究活動が組織の枠を超えて行われ

ていたことが示されている。この「京都大学経済学会研究集会」については、予算制約等

の事情や経済学会の組織改組等を受けて、平成 21（2009）年度以降においては開催助成金

を支出する形では実施されなくなくなった。そのため表には掲載されていないが、各種の

研究会が従来以上に活発になされていることは、国際的な学術交流の実績に限定した資料

ではあるが、第 10 章において表に示したのでそれを参照されたい。 

 

２．今後の課題 

 

 以上、研究活動とそれを支える財務的基盤についてごく概略的に示した。一定水準の研

究成果が達成されているが、一方での経常的予算の削減と、他方での教育負担や管理業務

の急増のために、研究活動に割ける時間的余裕は以前より少なくなってきている。資金的

には、前述のように競争的資金の獲得に対する組織的支援の充実が課題であるが、全国的

にそれら競争的資金の獲得競争は一段と厳しくなっており、支援の充実によっても十分な

資金が確保される保証はなく、今後も厳しい状況が予想される。経済学研究においては、

当然ながら時代のニーズに適応した研究の発展の必要性も重要であるが、これはそれらを

支える基礎的な研究と相まってはじめて社会の期待に応え得るものとなるだけに、基礎的

研究に対する資金基盤の充実が望まれる。 

 

表 4-1 レフェリー付き雑誌等への研究論文発表数（2004～2009 年度） 

年 度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

所属教員合計 27 30 37 36 33 23 

 *査読誌論文の範囲は、本報告書後半記載の個別票における記載によった。 

 *経営管理大学院・公共政策大学院を本籍とする教員を除く。 

*平成 21（2009）年度 3 月までに退職した教員の業績は、本報告書の対象となるが、この集計には含まれ

ない。 

*平成 21（2009）年度中に掲載が決定したものの未公刊の業績は含まない。 

 

表４-２ 各種受賞（2007～2009 年度） 

氏名 所属大講座 年度 作品名・学会賞名 

依田高典 現代経済学 2007 『ブロードバンド・エコノミクス』日本経済新聞出版社、2007

年。 

・ドコモ・モバイル・サイエンス賞 奨励賞・ 

・大川情報通信基金 大川出版賞 
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2007 『時間選好、危険選好ならびに喫煙習慣』 

・日本応用経済学会 第１回学会賞 

藤井秀樹 市場・会計分析 2008 『制度変化の会計学―会計基準のコンバージェンスを見すえ

て―』中央経済社、2007 年。 

・2008 年度日本公認会計士協会学術賞 

・2008 年度国際会計研究学会賞 

成生達彦 現代経済学 2008 「情報、卸および流通経路」（鳥居昭夫との共著） 

・日本商業学会優秀論文賞 

大西広 経済理論 2009 Uneven Development of the World Economy: from Krugman to 

Lenin 

・ Distinguished Achievement Award of World Political 

Economy in the 21st Century 

江上雅彦 ファイナンス工

学 

2009 「信用リスク管理のためのアラームシステム構築」（山崎和俊

との共著） 

・(株)金融工学研究所設立１０周年記念懸賞論文入選  

 

表 4-3 科学研究費補助金 受入状況・主題一覧（2007～2009 年度） 単位：千円 

氏 名 職 年度 研究種目 研究課題 
直接経費

（円） 

間接経費 

（円） 
備考 

田中秀夫 教授 

2007 基

盤

A 

一般 
啓蒙思想と経済学形成の関連を問う

－グローバルな視点から 

5,200,000 780,000   

2008 5,100,000 765,000   

2009 4,900,000 735,000   

文 世一 教授 

2007 基

盤

B 

一般 空間経済における交通政策の分析 

3,400,000 510,000   

2008 3,600,000 540,000   

2008 基

盤

A 

一般 
地域間格差生成の要因分析と格差縮

小政策 

500,000 75,000 分担金 

2009 300,000 45,000 分担金 

2009

基

盤

B 

一般 
国際輸送の分析とインフラストラク

チャ整備政策 
3,800,000 570,000   

菊谷達弥 
准教

授 
2007

基

盤

B 

一般 

オープン・イノベーションの戦略と

マネジメント・コントロールに関す

る経済分析 

2,800,000 420,000   

若林直樹 

准教

授 
2007

基

盤

B 

一般 

ネットワーク組織の変革管理におけ

るコミュニケーション開発と学習の

構造効果 

2,700,000 405,000   

教授 

2008 2,400,000 360,000   

2008

基

盤

B 

一般 

ネットワーク型ガバナンスによる教

育支援システム再編に関する日英比

較研究 

800,000 120,000 分担金 

2008

基

盤

C 

一般 

コンテンツ開発のプロジェクト間ネ

ットワーク戦略：映像産業の組織・

制度の国際比較 

500,000 75,000 分担金 

2008

基

盤

C 

一般 
中間支援組織を媒介とするイシュ

ー・ネットワークの研究 
100,000 15,000 分担金 

岩本武和 教授 2007

基

盤

C 

一般 
国際資本移動のプロシクリカリティ

に関する研究 
800,000 120,000   
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塩地 洋 教授 

2007

基

盤

C 

一般 
自動車流通システムの国際比較とそ

の革新   
800,000 120,000   

2009

基

盤

C 

一般 
自動車フランチャイズ・システムの

国際比較と改革の方向 
1,200,000 180,000   

2009

基

盤

C 

一般 
新興国自動車メーカーのグローバル

マーケティングに関する総合的研究
400,000 60,000 分担金 

藤井秀樹 教授 

2007

基

盤

C 

一般 
制度派理論にもとづく会計制度変化

の国際比較研究  
1,000,000 150,000   

2008 基

盤

C 

一般 
忠実な表現と会計的認識・測定の比

較制度分析 

1,100,000 165,000   

2009 800,000 120,000   

堀 和生 教授 

2007

基

盤

C 

一般 
環太平洋経済形成に関する歴史的研

究－貿易投資構造の分析による 
700,000 105,000   

2008 基

盤

C 

一般 
多元的資本主義世界の成立過程－世

界貿易統計の基礎的研究 

800,000 120,000   

2009 800,000 120,000   

2008 基

盤

A 

一般 
韓国の保護と併合に関する総合的研

究 

900,000 135,000 分担金 

2009 1,100,000 165,000 分担金 

依田高典 教授 

2007 基

盤

C 

一般 

情報通信産業の競争政策の理論・実

証研究：ブロードバンド産業の中心

に 

1,000,000 150,000   

2008 1,000,000 150,000   

2008

基

盤

S 

  
グローバル公共財としての地球秩序

に関するシミュレーション分析 
300,000 45,000 分担金 

2008

基

盤

C 

一般 

受診行動決定モデルを用いた意思決

定にヘルスリテラシーが及ぼす影響

の診療科別分析 

50,000 7,500 分担金 

2009

基

盤

C 

一般 

情報通信産業の規制改革の理論・実

証研究：利便性と安全・安心の両立

を目指して 

1,100,000 165,000   

黒澤隆文 

准教

授 

2007 基

盤

C 

一般 
西ヨーロッパの生産システムに関す

る比較地域史的研究  

800,000 120,000   

2008 600,000 90,000   

2007 基

盤

C 

一般 

ドイツ・ナチズム下の地域経済＝地

方自治の相関とスイス史－－実証研

究と国際比較－－ 

200,000 0 分担金 

2008 50,000 7,500 分担金 

教授 2009 300,000 45,000 分担金 

渡邉純子 
准教

授 

2007 基

盤

C 

一般 
産業の成長と衰退に関する歴史分析

――日本の綿糸紡績業の事例から 

700,000 105,000   

2007 700,000 105,000   

久野秀二 
准教

授 

2007 若

手

A 

  

バイオテクノロジー・ガバナンスに

おける専門知の学際化に関する国際

比較研究 

1,600,000 240,000   

2008 1,600,000 240,000   

竹澤祐丈 
准教

授 

2007

若

手

B 

  

一七世紀英国共和主義思想と封建社

会論：ジェームス・ハリントンのプ

ロパティ概念再考 

1,600,000 0   

2008 基

盤
一般 

十七世紀英国共和主義思想と宗教性

－ジェームス・ハリントンを中心に

1,200,000 180,000   

2009 1,100,000 165,000   
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C － 

坂出 健 
准教

授 
2007

若

手

B 

  
航空機産業における国際産業政策論

調整の経済史的研究 
900,000 0   

西村周三 教授 2008

基

盤

B 

一般 
生命科学・医学の発展に対応した社

会規範形成－生命倫理基本法の構築
100,000 15,000 分担金 

武石 彰 教授 

2008

基

盤

A 

一般 
自動車生産システムの進化と革新に

ついての国際比較と将来像の研究 
800,000 120,000 分担金 

2009

基

盤

A 

一般 
境界のマネジメントと日本企業のイ

ノベーション 
8,100,000 1,215,000 

文、依田

の分担

金を含

む 

西牟田 

祐二 
教授 

2008 基

盤

A 

一般 

軍縮と武器移転の総合的歴史研究 

－軍拡・軍縮・再軍備の日欧米比較

－ 

1,700,000 255,000 分担金 

2009 800,000 120,000 分担金 

諸富 徹 

准教

授 
2008

特

定

領

域 

  環境政策のポリシー・ミックス 

13,000,0000 0   

教授 2009 13,000,000 0   

准教

授 
2008

若

手

B 

  

グローバル経済下における政策課税

の理論的基礎と制度設計に関する研

究 

700,000 105,000   

江上雅彦 
准教

授 

2008 基

盤

C 

一般 
複合リアルオプションによる経営戦

略の動的分析 

1,200,000 180,000   

2009 1,100,000 165,000   

若井克俊 
准教

授 

2008
基

盤

C 

一般 
「消費分散選好」という行動学的事

象の経済学的分析 

911,660 136,749 
10/1 付

け転入 

2009 900,000 135,000   

遊喜一洋 
准教

授 
2008

基

盤

S 

  
グローバル公共財としての地球秩序

に関するシミュレーション分析 
300,000 45,000 分担金 

飯山将晃 

講師 2008 若

手

B 

  
大量の事例画像を用いた三次元モデ

ルの超解像度化 

1,900,000 285,000   

准教

授 
2009   0 0   

ヤルナゾフ 

ディミター 

講師 2008 基

盤

B 

海外 

国家社会主義からの離脱・進化の多

様性：市場経済化の国家戦略・制御

能力の比較研究 

700,000 105,000 分担金 

講師 2009 500,000 75,000 分担金 

吉田和男 教授 2009

基

盤

S 

  
グローバル公共財としての地球秩序

に関するシミュレーション分析 
9,200,000 1,380,000 

依田、遊

喜の分

担金を

含む 

神事直人 

准教

授 
2009

基

盤

C 

一般 
再生可能天然資源の保全と国際貿易

に関する研究 
1,500,000 225,000   

准教

授 
2009

基

盤

B 

一般 

日中韓三国間の技術スピルオーバー

と企業・産業の生産性に関する理

論・実証研究 

350,000 52,500 分担金 

草野真樹 
准教

授 
2009

若

手

B 

  
保険契約の公正価値測定に関する基

礎研究 
600,000 90,000   

※直接経費は採択額（分担金は配分額）、間接経費は直接経費の 15％（部局配分分のみ）で算出。 
※特別研究員奨励費は除く。 
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表 4—4 共同研究一覧（2007～2009 年度） 

契約先 研究題目 

契約金額（円） 

研究代表者

年度 直接経費 産官学連携推進費 計 

財団法人  

世界自然保護基

金ジャパン 

国内排出量取引制

度を中心としたポ

リシーミックス 

2009 2,700,000 270,000 2,970,000 諸富 徹 

※産官学連携推進費は事務本部へ全額配分される（部局への配分はない）。 

 

表 4—5 受託研究一覧（2007～2009 年度） 

契約先 研究題目 

契約金額（円） 

研究代表者

年度 直接経費

間接経費

（一般管理

費） 

計 

国際協力銀行 
平成１８年度円借款事業事後評

価業務（中国（Ⅲ） 
2007 2,952,324 2,300,000 5,252,324 山本 裕美

財団法人 

日本地域開発

センター 

国土政策関係研究支援事業：持続

可能な地域発展のための地域政

策のあり方に関する実証研究 

2008 1,800,000 0 1,800,000 諸富 徹 

独立行政法人  

日本学術振興

会 

学術動向等の調査・研究：環境経

済学と開発経済学の統合に関す

る学術振興方策及び学術動向の

調査研究 

2009 5,000,000 1,500,000 6,500,000 植田 和弘

 

4-6 受託事業一覧（2007～2009 年度） 

契約先 研究題目 

契約金額（円） 

研究代表者 

年度 直接経費
間接経

費 
計 

社団法人 科学

技術国際交流セ

ンター 

中国政府派遣研究員の研究料（徐

波） 

2007 210,000 0 210,000 

植田 和弘 

2008 210,000 0 210,000 

甲南大学 私学研修員の研修料（後藤 励） 2008 222,000 0 222,000 
西村 周三 

依田 高典 

国立大学法人 

滋賀大学 

内地研究員の研究料（野本 明

成） 
2008 172,800 0 172,800 日置 弘一郎

岐阜経済大学 私学研修員の研修料（鈴木 誠） 2009 111,000 0 111,000 岡田 知弘 

独立行政法人 

日本学術振興会 

第 1 回若手研究者交流支援事業：

ベトナム・ラオスの市場経済移行

をリードする若手人材育成プロ

グラム 

2009 6,700,000 300,000 7,000,000 大西 広 
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第 2 回若手研究者交流支援事業：

日本の市場経済を知るベトナム、

ラオスの若手経済学者育成プロ

グラム 

9,200,000 175,000 9,375,000 

佛教大学 
私学研修員の研修料（満田 久

義） 
2009 111,000 0 111,000 植田 和弘 

※間接経費は部局配分額のみ計上。 

 

4—7 その他補助金一覧（2007～2008 年度） 

名    称 
受入金額 

備 考 

年度 金額（円）

日本学術振興会 ２１世紀ＣＯＥプログラム 

「先端経済分析のインターフェイス拠点の形成」 
2007 41,980,000

経済研究所との共同プログラ

ム 

別途、間接経費の措置あり 

厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金 

「統合医療による国民医療費への影響の実態把握研

究」 

2007 10,000,000
西村 周三 

2008 10,000,000

厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金 

「各種禁煙対策の経済影響に関する研究」 
2007 6,000,000 分担金（依田 高典） 

環境省 廃棄物処理等科学研究費補助金 

「拡大生産者責任とリサイクル市場に関する研究」

2007 1,500,000 植田 和弘 

別途、間接経費の措置あり 2008 963,077

環境省 廃棄物処理等科学研究費補助金 

「京都地域におけるごみ有料化施策による資源循環

変化の３Ｒ行動モデル解析」 

2007 1,500,000
分担金（植田 和弘） 

2008 1,000,000

文部科学省 海外先進教育研究実践支援経費 2008 3,000,000 若林 直樹 

日本学術振興会 研究者海外派遣基金助成金（組織

的な若手研究者等海外派遣プログラム） 

「京都エラスムス計画－持続的社会発展に向けた次

世代アジア共同研究リーダー育成」 

2009 282,000 別途、一般管理費の措置あり

 

表 4-8 平成 19 年度～21 年度日本学術振興会特別研究員受け入れ状況 (22.11.9 作

成) 

採用年度 資格 氏名 

2007 ＤＣ１ 浅田 拓史 

ＤＣ２ 
ウマルジャン アイサン、衣笠 陽子、黒田 敏史、石井 良輔（経研）、木村

匡子（経研） 

2008 ＤＣ２ 関根 佳恵、横尾 英史、柚木 孝裕（経営） 

2009 ＤＣ１ 秋山 絢美（経営） 

ＤＣ２ 中本 龍市（経営）、熊川 剛久 

ＰＤ 深見 真希 
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表 4-9 京都大学経済学会研究集会（平成 18 年 7 月～平成 20 年 3 月） 

番

号 
日付 分類 活動内容 報告・参加者 備考 

1 2006 年 7 月 5 日 講演 
地球の全員のための

公正貿易は可能か 

ジョゼフ・スティグリッツ（コ

ロンビア大学教授） 

主催：京都大学大学

院経済学研究科・経

済学部、京都大学経

済学会、京都大学 21

世紀 COE プログラム

「先端経済分析のイ

ンターフェース拠点

の形成」 

2 2006 年 7 月 15 日 セミナー 
わが国会計基準の到

達点と特徴 
岩崎勇（九州大学大学院教授） 担当：徳賀芳弘 

3 2006 年 7 月 24 日 講演 

日本の大企業のEU戦

略：GR(Governmental 

Relations)の役割 

Franz Waldenberger（ミュンヘ

ン大学経営学部・日本研究セン

ター教授、4月から 9月まで一

橋大学客員教授） 

担当：今久保幸生 

4 2006 年 9 月 12 日 講演 

Science and 

Technology: Which 

way does the 

Causation Run?（科

学と技術：因果関係

の方向は？） 

Nathan Rosenberg（スタンフォ

ード大学教授） 
担当：八木紀一郎 

5 2006 年 10 月 10 日 講演 

Demystifying the 

German "armament 

miracle" during 

World War II 

Jochen Streb（ホーエンハイム

大学教授） 

担当：西牟田祐二 

共催：首都大学東京

「戦時経済研究会」

6 2006 年 10 月 18 日 講演 

Tax Incentive for 

the Arts: The Case 

of the Netherlands

Sigrid Hemels（Leiden 

University） 
担当：植田和弘 

7 2006 年 10 月 19 日 講演 

Central Banking in 

International 

Economy in 20th 

Century 

オリヴィエ・フェイエルタク（ル

ーアン大学教授、フランス銀行

歴史研究部門顧問） 

担当：渡辺純子、共

催：フランス経済史

研究会 

8 2006 年 11 月 14 日
ワークシ

ョップ 

日本の持ち株会社と

企業結合－その歴史

と現在－ 

問題提起：下谷政弘（京都大学

経済学部教授） 講演者：「『持

株会社の時代』と企業集団」橘

川武郎（東京大学社会科学研究

所教授）、「日本の持株会社へ

の組織の経済学からのアプロー

チ」伊藤秀史（一橋大学商学部

教授） コメンテーター：青池

正史（富山大学経済学部助教授） 

総合司会：塩地洋（京都大学経

済学部教授） 

共催：京都大学経営

管理大学院みずほ証

券寄附講座、京都大

学経済学会 

9 2006 年 11 月 11 日 セミナー 
韓国財閥の現況と将

来 

報告者：「韓国の財閥－その現

況と将来－」姜哲圭（韓国公正

取引委員会前委員長、ソウル大

学教授）、「財閥の構造調整と

財閥政策をめぐる論点」高龍秀

（甲南大学教授）、「財閥の境

界」鄭安基（高麗大学アジア問

題研究所） 

担当：下谷政弘 
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10 2006 年 11 月 14 日 講演 

Social Norm of Work 

and the Optimality 

of Resource 

Extinction: Full 

Employment or 

Sustainability 

Hossein Farzin（University of 

California Davis） 
担当：植田和弘 

11 2006 年 11 月 27 日 講演 

Public Good 

Provision under 

Dictatorship and 

Democracy 

Robert Deacon（University of 

California、 Santa Barbara） 
担当：植田和弘 

12 2006 年 11 月 29 日 講演 

企業経営の視点によ

る内部統制のありか

た 

伊藤進一郎（住友電気工業元副

社長、住友電気工業顧問、関西

大学大学院客員教授） 

担当：徳賀芳弘 

13 2006 年 12 月 13 日 講演 

Doing Business in 

Japan: From the 

Experience of 

European Companies

Andreas Moerke（（株）インタ

ーログ JEB パートナー、（株）

ランドスケイプ監査役、ドイ

ツ・日本研究所経営・経済研究

所元部長） 

担当：ディミター・

ヤルナゾフ 

14 2007 年 2 月 28 日 講演 

日本の直接投資とタ

イの自動車部品メー

カーの形成 

上田曜子（同志社大学経済学部

教授） 
担当：今久保幸生 

15 2007 年 3 月 6 日 セミナー 
「新古典派マルクス

モデル」の挑戦 

報告①「Class and Exploitation 

in General Convex Cone 

Economies」吉原直樹（一橋大学

経済研究所教授） 報告②「マ

ルクス派 適成長論モデルの発

展」金江亮（京都大学大学院学

生） 報告③「The Marxian 

Optimal Growth Model under 

Uncertainty」片岡亮太郎（京都

大学大学院学生） 

担当：大西広 

16 2007 年 4 月 8 日 講演 

第 1 部「資本主義の

多様性の比較制度分

析を比較する－

Jackson、 G. and 

Deeg、 R.を素材とし

た論点整理－」第 2

部"Institutions、 

Unemployment and 

Inactivity in the 

OECD Countries" 

報告者 第 1部：磯谷明憲（九

州大学経済学研究院）、第 2部：

Amable、 B.（University of 

Paris I、CEPREMAP、 PSE） 

担当：宇仁宏幸 

17 2007 年 6 月 29 日 セミナー 

Sustainability 

versus Optimality 

in Economic 

Development: 

Theoretical 

Insights and Policy 

Prospects 

Y. Hossein Farzin（Professor、 

University of California、 

Davis） 

担当：植田和弘 

18 2007 年 8 月 10 日 講演 

In Pursuit of 

Global Auditing 

Regulation: IFAC、

A New 

International 

Financial 

Christopher Humphrey

（Professor、 Manchester 

Business School、 UK） 

担当：藤井秀樹 
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Architecture and 

Questions of Policy 

and Practice 

19 2007 年 9 月 15 日 講演 

Reflections on the 

Anglo-Scottish 

Union after 300 ｙ

ears 

T. Christopher Smaout

（Emeritus Professor of St 

Andrews University ; 

Historiographer Royal in 

Scotland） 

担当：田中秀夫 後

援：京都大学経済学

会、日本イギリス哲

学会 

20 2008 年 1 月 17 日 セミナー 

The Reception of 

Ricardo's Economics 

in Italy（イタリア

二におけるリカード

経済学） 

Pier Luigi Porta（Director of 

the Dept. of Economics、 

Bicocca University、 Milan） 

担当：八木紀一郎 

21 2008 年 1 月 23 日 講演 会計学講演会 

（１）"The Dilution Effect 

of Continuous Interest 

Information Disclosure on 

the Information Content 

of Annual Financial Report"

陳國泰（国立台湾大学）（２）

"The Impact of Dirty Surplus 

Accounting Flows on 

Performance Measurement and 

Valuation"許文馨（国立台湾大

学）（３）"Department and 

Graduate Institute of 

Accounting"李書行（国立台湾大

学） 

  

22 2008 年 1 月 31 日 講演 

会計学講演会「内部

統制監査の諸問題と

今後の展望」 

友杉芳正（早稲田大学）   

23 2008 年 3 月 11 日 セミナー 

The mind of the 

agricultural 

improver in 

enlightenment 

Scotland 

T. Christopher Smaout（英国学

士院、欽定歴史編纂官、セント

アンドリューズ大学教授） 

担当：竹澤祐丈 

※平成 21（2009）年度以降は、京都大学経済学会による講演・セミナーに対する援助制度が廃止され、「京

都大学経済学会研究集会」としてはデータが集計されていない。 
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第５章 教員組織 

 

１. 部局の人員配置、採用、任期制、昇格 

 

（１）人員配置  

本研究科の教員の構成は、表 5-1 に示すとおりである。大学院の教員組織の中核は、経済

学部および協力講座となっている経済研究所教員であるが、そのほかの部局からの協力を

得ている。総勢 71 名のスタッフ数を誇っている。 
経済学研究科に限っての教員数の推移は、表 5-2 に示した通りである。教員数は近年にな

って着実に増加の傾向をみせているが、ここ数年は増加のペースが少し穏やかになってき

ている。1983 年までは横這いのままで推移してきたものの、その後は、ほぼ毎年のように

増加の一途をたどり、1998 年以降専門職大学院として経営管理と公共政策の各大学院が分

離する 2005 年度までの間に、42 名から 56 名に増加した。これは、特に 2002 年度までに

教員定員の充足率が急速に改善されたことと新たな講座が新設されたことの両方の効果が

大きく、その後の増加のペースは緩やかになっている。2006 年度に教員数が減少している

のは，この年度に経営管理と公共政策の両大学院が正式に発足し，本研究科から教員（人

数は下記参照）が各大学院に移籍したからである。 
経済学研究科の基幹講座においては、専任教員数は教授 22 名、准教授 12 名、講師 2 名

助教１名である。これに経営管理大学院との併任として教授 9 名、准教授 2 名、さらに公

共政策大学院との併任として教授 1 名、准教授 1 名が加わる（2010 年９月現在）。 
大学院ではさらに経済研究所が専攻ごとに協力講座を担い、教授 15 名、准教授 4 名が加

わる。学士課程と大学院課程を合わせた外部非常勤講師は 26 名（2009 年度実績）である。 
教員の年齢構成は 2010 年 3 月末現在、以下の状況である。研究科教授の平均年齢 52.8

歳、准教授 41.9 歳である。また特定の年齢層への偏りはみられず、40 歳以下の准教授は経

営管理との兼担も含めて 4 名であり、学内研究会や共同研究を通じて相互の交流が活発で

ある。ただし、全教員で女性教員が 2 名、外国人教員が 2 名とやや少ない。このため、公

募条件では男女共同参画社会の理念より女性研究者の応募を呼びかけている。 
 

（２）採用 

 2001 年度までの 5 年間は、講座の拡充などもあって積極的に採用を進めてきたが、2001
年度以降については採用の基準に関しては、これまでは部局内に委員会を設けて、内外の

研究者から適切な候補者を選定し、絞り込んだうえで、審査を行い、採用に至るというプ

ロセスが中心であるが、近年、公募による採用を原則としている。2007 年度（平成 19 年

度）以降に関しては、次の各講座等に関して、公募による採用人事を行った。このように、

2007 年度以降は全て公募による採用人事を行い、幅広い人材を獲得している。 
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公募年月 内容 講座等 採用者 採用年月 

2007 年 1 月 「ファイナンス工学」教授または准教授 江上准教授 2007 年 8 月 

2007 年 7 月 「経営管理・戦略」教授 武石教授 2008 年 4 月 

2007 年 7 月 「経済理論」准教授 若井准教授 2008 年 10 月 

2007 年 9 月 「国際経営・経済分析」教授または准教授 劉教授 2008 年 4 月 

2007 年 11 月 「大和証券グループ寄附講座」准教授 尾崎准教授 2008 年 4 月 

2008 年 6 月 「市場・会計分析」准教授 草野准教授 2009 年 4 月 

2008 年 6 月 「比較制度・政策」准教授 神事准教授 2009 年 4 月 

2008 年 12 月 「統計・情報分析」准教授 矢野准教授 2010 年 4 月 

2009 年 1 月 「市場動態分析」教授または准教授 敦賀准教授  2010 年 4 月 

2009 年 4 月 「国際経営・経済分析」准教授 高野准教授 未定 

2009 年 7 月 「プロジェクトセンター」准教授 佐々木准教授 2010 年 4 月 

2009 年 11 月 「プロジェクトセンター」講師 末石講師 2010 年 9 月 

 

（３）任期制 

京都大学においては、「京都大学教員の任期に関する規定」が改正された。（2000（平成

12）年 11 月 21 日）これに伴い「大学院経済学研究科プロジェクトセンター」に任用する

教員（教授、准教授および講師）について、任期 2 年（再任 1 回 1 年 可）とする旨、規定

された。さらに 2009（平成 21）年 10 月 21 日 講師のみ任期 3 年（再任 1 回 3 年 可）に

改正された。 
この規定により、プロジェクトセンター設立の目的に適合する教員を募集し、下記の教

員を任用している。括弧内はおのおのの前の所属機関である。 
 

2001 年 6 月～2003 年 6 月 東條吉郎助教授（経済産業省） 

2003 年 11 月～2005 年 11 月 北野尚宏助教授（国際協力銀行） 

2006 年 5 月～2009 年 4月 宮崎卓准教授（国際協力銀行） 

2010 年 4 月 佐々木啓明准教授（新規採用） 

2010 年 9 月 末石直也講師（新規採用） 

 

（４）昇格 

昇格の基準は、経験（年齢）と業績（博士学位と研究歴）を基準にしつつ、充員可能な

空きポストの教育・研究内容との関連で、総合的に評価されることになっている。従来は、

この基準にやや明確さが欠けることがあったが、近年は、この基準が明確になり、特に准

教授から教授への昇進については、2009 年 11 月 12 日に決定された「教授昇進ルール」に

より迅速な認定がおこなわれるようになっている。 
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表 5-1 大学院担当教員の構成   (2010 年 3 月 31 日現在) 

所  属 教 授 准教授 講 師 助 教 計 
経済学研究科 22 12 2 1 37 
経済研究所 15 4 19 
経営管理大学院 9 2 11 
公共政策大学院 1 1 2 
地球環境学堂 1 1 
東南アジア研究所 1 1 

計 49 19 2 1 71 
 
表 5-2 教員数の推移 

年度 教 授 准教授
（助教授）

専任講師 助 教
（助手）

計 

1980（昭和55） 13 14 0 2 29 
1981 12 15 0 2 29 
1982 13 14 0 2 29 
1983 13 14 0 2 29 
1984 17 11 1 2 31 
1985 20 11 1 2 34 
1986 17 13 0 2 32 
1987 23 8 2 1 34 
1988 23 9 3 1 36 

1989（平成元） 23 6 3 1 33 
1990 24 12 2 1 39 
1991 23 14 3 1 41 
1992 23 15 3 1 42 
1993 21 17 3 1 42 
1994 26 13 3 1 43 
1995 24 14 3 1 42 
1996 22 14 2 1 39 
1997 23 14 2 2 41 
1998 29 9 2 2 42 
1999 28 10 3 4 45 
2000 28 11 2 3 44 
2001 28 14 3 4 49 
2002 29 16 4 3 52 
2003 32 17 3 2 54 
2004 31 20 4 1 56 
2005 30 21 4 1 56 
2006 21 11 4 1 37 
2007 21 10 5 1（注1） 37 
2008 21 11 5 1 38 
2009 20 12 4 1 37 

（注1） 2007（平成 19）年度より助教に名称変更。 
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2．寄附講座・寄附講義 

 
経済学研究科では、企業の協力により寄附講座・寄附講義が設置されている。2002 年度

～2008 年度まで金融工学講座（大和証券グループ寄附講座）を設置し、大学院・および学

部において授業を提供していた。また、2007 年度から京都大学経済学部にみずほフィナン

シャルグループ寄附講義として「先端バンキング論」を開設することを決定し，以後現在

に至るまで学部において授業を提供している。 
 

３. ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント 

 

 ティーチング・アシスタント（TA）は、文部省の大学院「高度化推進特別経費」の一環

として 1992（平成 4）年度から制度化された。本研究科においても、大学院重点化の内実

を向上させるための改革の中に TA を位置づけ、その制度の運用について検討を重ねながら

実施してきた。 

 その後、1994（平成６）年度からは、これまでの大学院博士後期課程の院生に加え、修

士課程院生も TA に任用することが可能になった。そこで、博士後期課程の学生は大学院修

士課程学生の教育・研究指導補助、学部ゼミナールの教育補助の双方、修士課程学生は学

部ゼミナールの教育補助を担当することになった。また少人数授業という性格をもつ学部

の外国経済書購読の授業補助も担当できることとした。 

 この制度により、少人数教育における授業の充実がなされるとともに、TA となる学生に

とっても、将来高等教育機関に就職し、教育業務に就くための職業研修的な意義だけでな

く、他の院生・学生に研究の援助・教育を行うことにより、自らの学習にも大きな効果が

もたらされることが明らかになっている。 

 TA 制度の実施経験の詳細については、1994（平成６）年度の教育研究学内特別経費によ

って経済学研究科・経済学部教育改革研究会が検討をすすめ、『京都大学経済学研究科・経

済学部教育改革研究会報告書 ティーチング・アシスタント制度の研究と実施経験（1996

年 7 月）』がまとめられている。 

 この間の経過においては、年間を通じて計画的に実施したいということで計画したにも

かかわらず、経費の配分がそれに見合わないことが限界となっている。また 2007 年度より

経費圧縮と経済学研究科採択の COE プログラム終了により、TA の人数は減少した。しかし、

今後は経費の拡充による TA 制度の計画的運用の安定化を図るとともに、大講義授業におけ

る TA の活用の仕方等についても検討をすすめて、経済学・経営学教育における質の向上を

図る必要がある。 

 2002 年度以降の TA 実施の状況を表で示す（表 5-3 参照）。 
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表 5-3 ＴＡ採用状況 

 修士課程 博士課程 計 
ＣＯＥ

2002 年度 38 44 - 82 
2003 年度 49 42 7 98 
2004 年度 46 34 4 84 
2005 年度 35 45 7 87 
2006 年度 31 50 4 85 
2007 年度 28 36 4 68 
2008 年度 23 35 58 
2009 年度 31 37 68 

 

また、1996（平成８）年度に、研究支援体制の充実・強化ならびに若手研究者の養成・確

保を促進し、学術研究の一層の推進を図るため、「リサーチ・アシスタント（RA）経費」が

新規に計上された。これにもとづき、本学でも「リサーチ・アシスタント実施要領」を定

め、実施を始めて折り、採用人数は拡大している。（表 5-4 参照）。 

 

表 5-4 ＲＡ採用状況 

 採用人数 総時間数 経費総額(千円)
2002 年度 5 1,425 1,995 
2003 年度 5 1,570 2,198 
2004 年度 6 2,333 3,266 
2005 年度 6 1,550 2,170 
2006 年度 7 1,584 2,217 
2007 年度 7 1,638 2,293 
2008 年度 7 1,428 1,999 
2009 年度 7 1,248 1,747 
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第６章 管理・運営 

 
１. 管理・運営体制の概要 

 
平成８年度まで、大学院重点化が完了するまで、経済学部・経済学研究科の管理運営組

織は、①学部教官協議会、②学部教授会、③研究科会議、④研究科教授会からなっていた。 
平成９年度、大学院重点化の完了後、大学院経済学研究科・経済学部の管理運営組織は、

①研究科会議、②教官協議会、③研究科・学部教授会という構成に改組された。 
 大学院経済学研究科・経済学部においては、研究科長を中心に、研究科会議（研究科の

基幹講座および協力講座（経済研究所）の教員等により構成。研究科の学事、学位審査を

中心とする）、教員協議会（基幹講座の教員により構成。研究科の人事、予算、学部の学事

を中心とする）と各種委員会が管理・運営にたずさわり、事務組織がそれらを支援する体

制を取っている。 
なお、平成１８年度に新設された経営管理大学院と公共政策大学院の２つの専門職大学

院に本研究科から異動した専任教員は基幹講座の教員となっている。 
 以下に、研究科と学部の意思決定における各組織の機能と特徴を、主なものについて簡

潔に記す。 
 
２. 経済学研究科の意思決定 

 

2-1 研究科会議 

 この会議は、研究科の教育、学生、学位審査に関する意思決定を行う。教員の人事、予

算は、ここでは取り扱われず、経済学研究科（基幹講座）、経済研究所（協力講座）等、経

済学研究科に関連するそれぞれの部局で扱われる。 
（１）大学院経済学研究科の研究科会議は、次の者で構成される。 
   ① 研究科の基幹講座（従来の学部と同じ範囲）の専任の教授、准教授、講師 

② 研究科の協力講座（経済研究所の講座）の専任の教授、准教授、講師 
③ 研究科会議の議を経て、大学院学生の指導を委嘱した本学の専任の教授、准教

授、講師 
（２）研究科会議で審議する事項は、次の通りである。 
   ① 入学者の選抜、学生の身分に関すること。 

② 学位に関すること。 
③ 教務に係わる規程に関すること。 
④ 学生の教育等に関すること。 
⑤ その他研究科の管理運営に関すること。 



59 
 

（３）研究科長は、研究科会議を招集し、その議長を務める。 
（４）博士学位論文の審査に関することは、別の規程に定める。 
 
2-2 研究科教授会 

 研究科教授会は、下に示す経済学部教授会と一体的に運営（一括開催）される。 
（１）研究科教授会は、研究科の基幹講座の専任の教授をもって構成される。 
（２）研究科教授会で審議する事項は、次の通りである。 

① 研究科長の選考に関すること（ 終決定）。 
② 研究科の教員人事に関すること（ 終決定）。 
③ 研究科の組織の改廃に関すること。 
④ 研究科の諸規定の制定、改廃に関すること。 
⑤ 研究科の予算に関すること。 
⑥ その他研究科の管理運営に関する重要事項 

（３）研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。 
 
３. 経済学部の意思決定 

 
3-1 教員協議会 

 教員協議会は、経済学研究科（基幹講座）と経済学部で、管理運営にあたる機関である。 
大学院経済学研究科の研究科長は、教員協議会で候補が選ばれ、教授会で決定される。 
研究科長は、経済学部長を兼任する。 
（１）教員協議会は、研究科の基幹講座の専任の教授、准教授、講師をもって構成する。 
（２）教員協議会は、研究科と経済学部における次の事項を審議する。 
   ① 研究科長、学部長、評議員、学科長の選考に関すること。 

② 教員人事に関すること。 
③ 組織の改廃に関すること。 
④ 諸規定の制定、改廃に関すること。 
⑤ 予算に関すること。 
⑥ その他管理運営に関すること。 

（３）研究科長は、教員協議会を招集し、その議長となる。 
 
3-2 経済学部教授会 

経済学部教授会は、経済学部の管理運営機関であるが、上の研究科教授会と一体的に運

営される。 
（１）教授会は、学部を兼担する経済学研究科の基幹講座の専任の教授をもって構成され

る。 
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（２）教授会は、学部における次の事項を審議する。 
   ① 学部長、評議員、学科長の選考に関すること（ 終決定）。 

② 学部の教員人事に関すること（ 終決定）。 
③ 学部の組織の改廃に関すること。 
④ 学部の諸規定の制定、改廃に関すること。 
⑤ 学部の予算に関すること。 
⑥ その他学部の管理運営に関する重要事項 

（３）学部長は、教授会を招集し、その議長となる。 
 
４. 各種委員会と委員の選出 

 
4-1 各種委員会 

 経済学研究科・経済学部には、２５種の委員会があり、それぞれの職掌に関して、研究

科会議、教員協議会の基本決定の原案を準備したり、決定の具体的執行に当たったりして

いる。 
 主な委員会として以下の委員会があげられる。 
 
    ＊ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）委員会 

＊教科委員会（協力講座からも委員が参加する） 
   ＊図書委員会 
   ＊国際交流教育委員会 
   ＊学生委員 
   ＊施設運営委員会 
    
4-2 委員の選出 

 各種委員会委員の選出は、教員協議会において行われる。研究科長の推薦による場合と、

全員の投票による場合があり、適材適所の観点から、できるだけ教員の負担の公平を図る

よう考慮されている。 近、大学の改革が進むにつれて、教育カリキュラムの改革、各種

入学試験の実施、図書システムの拡充、情報システムのレベルアップ等、教員の管理的実

務の負担が急増している。その負担の重さ、忙しさが全教員に及んでいるため、教育・研

究に負の影響が生じる恐れがあり、対策を講じる必要性が痛感されている。 
 
５. 事務組織 

 
 経済学研究科・経済学部は、総務、会計、教務、整理、閲覧、経営管理大学院掛の６掛

からなっている。職員数は表 6 に示すとおり、平成 21 年度については、定員内 15 名、定
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員外職員 21 名からなっている。 
 

表 6-1 職員数 

 
 本研究科・学部の教育・研究を支援している事務組織の 大の問題点は職員定員の絶対

的不足である。とりわけ、平成９年度からの重点化による大学院生数の増加、大学院及び

学部の入学試験の多様化や、平成１６年度の法人化による、中期計画作成等の評価業務、

安全衛生に関する業務、運営費交付金の削減により増加している競争的資金の申請業務等、

事務の複雑化と増加に伴い、教員が職員の業務の代替を余儀なくされており、教育・研究

に充当可能な時間が奪われてきている。 
これらのことに対応するためにも、教員と職員の中間的な業務を行う職員の配置が急が

れる。 

年 度 

事  務  系  職  員 

定員内職員 

定員外職員（非常勤） 

再雇用 有期雇用 時間雇用 派遣職員 小 計 

19 年度 １７ ０ ３ １７ １ ２１ 

20 年度 １６ １ ３ １５ ３ ２２ 

21 年度 １５ １ ２ １５ ３ ２１ 
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第 7 章 財 政 
 

この章では、（1）財源の側面から見た研究科・学部の財政（以下たんに「財政」という。）

の現状、（2）使途の側面から見た財政の現状、（3）財政の特徴と課題について、検討を加

える。 

 

1．財源の側面から見た財政の現状 

 

 平成 16 年 4 月の国立大学法人化以降、大学の研究・教育に関する財源については、外部

の競争的資金（以下たんに「外部資金」という。）を積極的に活用し、運営費交付金への依

存を相対的に低下させることが奨励されている。これに伴い、財政の状況も変化してきた。 

 

表 7-1 研究教育経費の財源の推移（単位：千円） 

  14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

運営費交付金（校費） 204,136 235,026 202,100 184,227 217,034 200,484 184,434 182,630

科学研究費 21,000 52,900 64,000 76,300 50,800 51,681 58,133 51,677

受託・共同研究費 6,550 15,900 24,053 45,617 9,832 5,462 2,405 25,622

奨学寄附金 117,350 55,700 136,150 92,000 67,300 67,862 71,088 29,258

21 世紀ＣＯＥ ― 58,081 48,967 46,630 38,135 41,980 ― ― 

機関経理補助金 ― ― ― ― ― ― 3,000 41,578

間接経費 ― ― ― ― ― 5,750 3,917 4,366 

合 計 349,036 417,607 475,270 444,774 383,101 373,219 322,977 335,131

注：運営費交付金のみ決算額。その他は受け入れ金額をデータとして使用。 
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 過去８年間の研究教育に係る主要な財源の推移をまとめたのが表 7-1 と図 7-1 であり、

各財源の構成比率をまとめたのが表 7-2 である。 

運営費交付金（経済学研究科に配分されたものを集計）はこの８年間 200 百万円前後の

水準で推移してきたが、傾向としては減少の方向にある（平成 14 年度 204 百万円→平成 21

年度 182 百万円）。他方、外部資金（運営費交付金以外の財源を集計）は、運営費交付金と

ほぼ拮抗する規模に達しているものの、増減の幅が相対的に大きく、平成 18 年度以降は運

営費交付金を下回る水準で推移している。総じて、財源の規模（合計）は、平成 16 年度の

475 百万円をピークに、平成 17 年度以降は減少傾向にある（平成 21 年度は 335 百万円）。 

 

表 7-2 研究教育経費の財源の推移（構成比率） 

  14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

運営費交付金（校費） 58% 56% 43% 41% 57% 54% 57% 55% 

科学研究費 6% 13% 13% 17% 13% 14% 18% 15% 

受託・共同研究費 2% 4% 5% 10% 3% 2% 1% 8% 

奨学寄附金 34% 13% 29% 21% 18% 18% 22% 9% 

21 世紀ＣＯＥ ― 14% 10% 10% 10% 11% ― ― 

機関経理補助金 ― ― ― ― ― ― 1% 12% 

間接経費 ― ― ― ― ― 2% 1% 1% 

合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

運営費交付金の構成比率は、平成 14～17 年度は低下傾向（58％→43％）にあったが、平

成 18 年度以降は 54～57％の水準でほぼ安定的に推移している。21 世紀ＣＯＥは財源の 10

～14％を占めていたが、平成 19 年度をもってその交付期間が終了した。他方、同じく平成

19 年度に、みずほファイナンシャルグループ（ＦＧ）寄附講義が新しく開設され（年間２

千万円をみずほＦＧが３年間寄附、平成 22 年度に延長決定）、21 世紀ＣＯＥの終了に伴う

外部資金の減少分を部分的にカバーしている。このような経緯もあり、奨学寄附金の構成

比率は、 高が平成 14 年度の 34％、 低が平成 21 年度の 9％というように、大きな幅で

推移してきた。 

図 7-2 は、過去 8 年間の教員 1 人当たりの金額の推移をまとめたものである。教員 1 人

当たりの運営費交付金は多少の増減はあるものの、過去 3年間（平成 19～21 年度）は 5百

万円弱の水準でほぼ安定的に推移している。平成 17 年度から平成 18 年度にかけて金額が

増加（3.3 百万円→5.9 百万円）しているのは、平成 18 年度の経営管理大学院の正式発足

に伴い、寄附講座の時間雇用・特定有期雇用教員 8 名（運営費交付金の積算対象外）が平

成 18年度首に経済学研究科から経営管理大学院に移籍したという特殊事情によるものであ
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る。他方、教員 1 人当たりの外部資金は、2.8 百万円（平成 14 年度）～4.9 百万円（平成

16 年度）の幅で増減しており、過去 3年間は 4百万円前後の水準で推移している。 

外部資金が運営費交付金とほぼ拮抗する水準を維持してきたことは、法人化の趣旨に沿

った取組みの成果ではあるが、外部資金の獲得は基本的には個々の教員もしくは少数の教

員の協働によって進められているのが現状であり、研究科としての組織的な努力による大

型研究資金の獲得に向けた取組みという点では、依然として改善の余地がある。とはいえ、

外部資金はその性質上、安定性を欠く財源であることから、外部資金に過度に依存した財

政運営を行うことには問題があることを認識しておく必要がある。 

 

    

 

 

2．使途の側面から見た財政の現状 

 

 表 7-1 に示した財源のうち、運営費交付金、ＣＯＥ以外の経費については、基本的に受

け入れ教員もしくは教員グループの研究費・旅費等として、所定の支出計画に沿って使用

されている。ここでは、研究科全体の教育研究活動をカバーする財政の現状を明らかにす

るために、運営費交付金の使途でみた財政の現状について検討する。 

過去８年間の運営費交付金の使途の推移をまとめたのが、表 7-3 と図 7-3 である。表 7-1

および図 7-1 で見てきたように、過去 8 年間の運営費交付金は 200 百万円前後の水準で推

移しながら、傾向としては減少の方向を辿ってきた。それを反映して、多くの項目が減少

の傾向を示している。ピークは平成 15 年度の 68 百万円であったが、平成 21 年度はその約

4割の 29 百万円にまで減少している。 
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表 7-3 教育研究経費の使途の推移（運営費交付金分、単位：千円） 

  区 分 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

基

盤

的

経

費 

教員研究費・旅費 19,185 17,940 15,960 16,098 18,255 15,227 13,623 20,811

図書経費 55,627 67,761 63,258 58,607 54,198 45,616 41,428 29,496

資料室経費 17,296 17,406 16,235 12,082 11,640 9,381 7,639 7,099 

学生経費 3,047 3,336 2,144 2,591 2,500 1,721 1,122 1,499 

その他管理運営費 108,980 128,583 104,503 94,850 130,441 116,839 118,122 111,925

戦

略

的

経

費 

総長裁量経費 ― ― ― ― ― 11,700 ― 10,300

教育研究活性化経費 ― ― ― ― ― ― 2,500 ― 

コアステージ 

バックアップ研究費

― ― ― ― ― ― ― 1,500 

合  計 204,136 235,026 202,100 184,228 217,034 200,484 184,434 182,630

 

    

 

その他管理運営費は、研究科の事務体制の維持・運営に充当される経費を集計したもの

である。定員外職員（第６章４参照）の給与もこの項目に含まれ、当該経費の約３割（平

成 21 年度は 32.9 百万円で 29.4％）を占めている。他の項目に比して増減の幅が大きいが、

過去３年間は 120 百万円前後の水準に高止まりしている。 

その他管理運営費以外の各項目が減少の傾向を示すなかにあって、教員研究費・旅費は

横這いないし微増の傾向にある。これは、図書経費の一部を流動化し、教員研究費・旅費

に繰り入れたことが影響している。この措置は、教員間の研究スタイルの多様化から図書
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予算を固定化することの弊害が指摘され、その対応策として実施されたものである。図書

ベースの研究スタイルを持つ教員は、図書経費から繰り入れられた教員研究費（教員個人

への配分額）を図書購入に充当することで、その影響を吸収している。 

とはいえ、教員研究費・旅費も研究活動を遂行するには、決して十分なものではない。

各教員が自らの研究に必要な資金を外部から獲得することで、それまで研究科全体の予算

（運営費交付金）に依存していた旅費、研究補助的業務、研究に関わる資料収集の経費等

を賄っている。平成 19 年度以降、戦略的経費の配分を受けるようになったが、財政に与え

る影響は小さい。結果的に、管理運営費や資料室経費の一部を、個々の教員の努力によっ

て捻出している（換言すれば、外部資金の導入によって節約された運営費交付金を管理運

営費や資料室経費に充当している）形になっている。 

 

3．特徴と課題 

 

 本研究科・学部の、近年の財政面での特徴として、以下の諸点を指摘できる。 

1. 運営費交付金は効率化係数の適用等により削減される傾向にある一方で、外部資金は

かなりの幅で増減を繰り返している。外部資金は運営費交付金とほぼ拮抗する水準に

あるが、運営費交付金への依存度を恒常的に低下させるまでには至っていない。 

2. 外部資金の獲得に関しては、21 世紀ＣＯＥなどを除けば、教員個人の努力に依存して

いるところが大である。研究科としての組織的な取り組みは遅れている。 

3. 外部資金は多くの場合、プロジェクト型の形態をとっているために、1年から 5年程度

の期間しか継続できず、安定性を欠く。 

4. その反面、外部資金は、受け入れた教員が研究計画に沿って使途を自主的に管理する

ので、その限りで資金の使途に関する意思決定の分権化が促進されてきた。 

 

 以上から、長期的な観点からの財源の獲得と、戦略的な使途（配分）の決定が課題とな

る。とりわけ前者については、ＣＯＥや各種ＧＰ、科学研究費（Ａ）（Ｂ）等を含む大型外

部資金の獲得に向けた研究科・学部としての組織的かつ継続的な取り組みが重要な課題と

なっている。 
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第８章 施設・設備 

 

１. 経済学研究科・経済学部の施設（校舎）の現況 

 
 経済学研究科・経済学部の校舎は、長らく基準面積を下回るだけでなく、老朽建物を多

く抱えていたため、文系学部 4 学部共同による文系学部施設整備をすすめてきた。この結

果、2001 年春に、法経東館が竣工、さらに 2003 年度末に法経本館東ウィングの耐震改修

工事が終了し、この 2 つの校舎に本研究科・学部の主要機能をほぼ集約することができる

ようになった。しかし、2006 年度から発足した経営管理大学院及び公共政策大学院との面

積配分や施設整備移行期間中における他部局との部屋利用の調整のために、2006 年度以降、

いくつかの周辺建物に、教員研究室や院生研究室、教室が分散して配置されている状況が

続いている。そこで、2009 年度には文学部東館のスペースを文学部に返却するなど，校舎

の集約を継続して推し進めている。また、2010 年度中に、法経学部北館の耐震改修工事の

完了を予定している。 
2009 年度末時点で、法経東館（事務室、教員研究室、教室、演習室、院生研究室、調査

資料室等）に 6,277 ㎡、法経本館（院生研究室、教室）に 1,952 ㎡、法経学部北館（図書

室エントランス）に 462 ㎡を保有している。 
 
２. 教育・研究上の施設・設備の問題点 

 
 法経東館の新営及び法経本館耐震改修工事の完了によって、エレベーターの完備等のバ

リアフリーも実現し、情報機器導入に対応した教育・研究空間を作り出すことができた。 
 しかし、制度面での制約による利用可能面積の不足、経営管理大学院及び公共政策大学

院の発足にともなう面積削減、施設利用の他部局との混在にともなう施設の分散化など、

改善すべき点がいくつか残されている。 
 第一に、法経東館の建築の際に、施設利用の流動化を目的に 2 割の面積を全学共用スペ

ースとして確保することが求められた上、京都大学の施設整備の学内方針として資格面積

の 高 8 割の充足しか認められないこととなった。このため、法経東館の本研究科・学部

保有部分については、事実上資格面積の 64％の上限でしか研究科・学部専用利用スペース

がとれなくなり、教員研究室及び大学院生研究室の不足が深刻になっており、このような

制度上の制約の早期解決を、施設・環境部に要請しているところである。 
 第二に、経営管理大学院及び公共政策大学院の発足にともない、施設整備面積も分割さ

れることとなった。本研究科・学部、経営管理大学院及び公共政策大学院の施設面積の

2006 年から 2009 年度の推移を挙げると次のとおりとなっている。 
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①2006 年度 
公共政策大学院 保有面積 61 ㎡、必要面積 1,395 ㎡、不足整備面積 1,334 ㎡ 
経営管理大学院 保有面積 445 ㎡、必要面積 3,079 ㎡、不足整備面積 2,634 ㎡ 
本研究科・学部 保有面積 10,308 ㎡、必要面積 10,419 ㎡、不足整備面積 111 ㎡ 

②2009 年度  
公共政策大学院 保有面積 1,680 ㎡、必要面積 1,433 ㎡、不足整備面積△247 ㎡ 
経営管理大学院 保有面積 2,908 ㎡、必要面積 3,810 ㎡、不足整備面積 1,998 ㎡ 
本研究科・学部 保有面積 8,642 ㎡、必要面積 9,601 ㎡、不足整備面積 959 ㎡ 

 
これより明らかなのは、公共政策大学院及び経営管理大学院の不足整備面積が大幅に改

善されているのに対して、逆に本研究科・学部の不足面積は，大幅に上昇していることで

あり、これにともなう施設利用の見直しが必要となっている。なお、2007 年度春には、総

合研究 2 号館の耐震改修工事が完成、また、2010 年度中には、法経北館の耐震改修工事が

完了するので、この間、経営管理大学院及び公共政策大学院と協議しながら、施設配置の

適正化と効率的な共同運用を図った。 
 第三に、施設利用の混在、経済学研究科・学部施設の分散化の問題である。文系学部施

設整備計画は、1993 年度から開始され 16 年以上の時間を経過している。この間、施設整

備を順次行う過程で、過渡的な退避スペースを、各々の部局が各施設で確保してきた。こ

のため、前述したような本研究科・学部の施設の分散問題が生じたのである。総合研究 2
号館（旧工学部 4 号館）の改修が終わったことにより、この分散化を解決し、2009 年度に

は、文系学部校舎及び文学部東館の本研究科・学部施設の法経総合研究棟への移転・集約

を完了した。しかしながら，依然として，法経本館に教員研究室及び院生研究室が分散し

ており、これらの法経東館への集約が残された課題となっている。法学研究科と交渉しな

がら移転計画を詰めているところである。 
 第四に、2007～2010 年度にかけて、総合研究 2 号館、法経北館（北側：図書室、書庫の

大部分）、法経北館（南側スペース：図書室の一部）の耐震工事を行い、2010 年度中には、

すべての耐震工事を完了する予定である。耐震工事とともに設備の近代化を進めた結果、

総合研究 2 号館における経営管理大学院の講義室、演習室の相互利用が進んだ。そして、

図書室は閲覧室、書庫の改装が進み、設備の更新は進んだ。ただし、情報化やセキュリテ

ィ面での対策で課題を残しつつある。 
 
３. 施設・設備の維持管理（庁舎管理）の現状と問題点 

 施設・設備の維持管理（庁舎管理）の現状と主たる問題点は，以下の通りである。 
①庁舎の時間外の管理は、法学研究科と共同して、外部委託を行っている。 

 ②清掃業務は、業者委託と 1 名の定員外職員で実施しているが、本研究科・学部施設が

法経東館、法経本館、法経北館と３所に分散しており、業務の困難さは多大なものと
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なっている。 
② 時間外の庁舎管理の一つの方法として、2010 年度以降，法経本館，法経東館、法経北

館では、キイボード入力による出入管理システムを導入している。 
 ④ただし、上記のシステムによって不審者の侵入を完全に防ぐことができないため、安

全、安心な教育・研究環境を確保するために一層の改善が必要となっている。 
 
４. 教育・研究および学園生活の環境についての問題点 

 教育・研究および学園生活の環境についての主たる問題点は，以下の通りである。 
 ①施設整備が進められた結果、校舎周辺の緑地や樹木が大幅に減少しており、アメニテ

ィが悪化している。今後、法経総合研究棟西側の広場等での緑地化が望まれる。 
 ②構内の自動車交通規制が実施されたことにより、自動車の流入は止めることができた

が、自転車や自動二輪車については乱雑に駐輪されており、教職員や学生の安全な通

行の障害となる場合も多い。このような問題を解決し、安全で、騒音のない、静かで

落ちついた、大学らしい環境を確保することが必要である。 
 
５. 将来計画 

  
1993 年度から開始された文系学部施設整備計画は、幾度かの変更を経て、 終段階に入

っている。2010 年度に、法経北館南側での耐震改修工事が行われることになっており、こ

れによって 16 年余りの年月を費やした施設整備事業は、完了する。 
 ただし、既に述べたように、経済学研究科の施設の分散化を解消するための課題は、ま

だ残されたままである。2006 年に、施設・環境部が中心になってまとめた「吉田構内施設

移転ロードマップ」計画に基づいて、法経本館３階と法経総合研究棟（法経学部東館）５

階の研究室スペースの交換等を、着実に進める必要がある。また、この間に創設された経

営管理大学院および公共政策大学院との施設配分のあり方についても、再調整の余地があ

る。 
 さらに、完成後 10 年近くを迎えようとしている法経学部東館をはじめ、本研究科が保有

する施設の合理的で効率的な利用をすすめ、さらなる安全性の確保を図るための、ソフト、

ハード両面での施設整備・利用の将来計画策定とその執行が求められている。このため、

2010 年 9 月に、「法経学部東館の施設整備等検討委員会」を設置し、１～2 年をかけて、施

設整備等の将来計画の検討を行うことにした。 
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第９章 学術情報 

 

１．図書室 

  

経済学研究科・経済学部図書室は比較的少数の教職員・大学院生中心の研究図書室とし

て位置づけられてきた。しかし、1997（平成 9）年度の大学院重点化後、大学院生の急増と

多様化、また学部教育のカリキュラム体系の変化もあり、本図書室も 2001 年度まで学生の

利用が年々増加の傾向にあった。2002 年以降は増加傾向が一段落したものの、引き続き高

い利用者数で安定している。 近の図書室の状況と活動等は以下のとおりである（表 9-1

～表 9-5 参照）。 

 

1-1 サービスと利用状況 

 ① 利用条件の改善 

  利用者の要望に応え1992年 9月に土曜開室を実施、1996年 1月に 17：00-19：00の夜

間開館を開始、2001 年 4 月には 17：00-20：00 と 1 時間延長した。大学院生 2 名による

アルバイトで運用している。さらに教職員・大学院生に加えて 2009 年度より全学部の学

部学生及び研究生に対して書庫内検索を可能とした。このことにより、それまで平日 17：

00-20：00 及び土曜日の書庫内図書利用ができなかった当該利用者にとっては、事実上、

開館時間が延長されたのと同等の意義をもつ。 

 ② 閲覧システムの運用 

  1998 年 1 月に全学的な図書館業務システムの更新に際し、貸出・返却処理の迅速化と

督促業務の合理化をめざし閲覧業務システムを導入した。続く 2002 年 1 月のシステム更

新、2007 年 1 月のシステム更新を経て円滑に運用している。貸出・返却の機械化は図書

データの入力が前提であるため、遡及入力を実施し、雑誌以外の貸出はほぼ全て機械化

されている。さらにオンラインによる予約が可能となった。2010 年 4 月にブックティテ

ィクションシステム（貸出手続確認装置）を導入し、利用者の利便性とセキュリティの

向上に努めている。 

③ 経営管理大学院図書室の併設 

2006（平成 18）年 4月の経営管理大学院開設にともない、経営管理大学院の経費によ

る図書の購入とともに、経済学研究科の教職員ならびに学生と同じ条件でサービスを提

供している。 

 ④ 書庫の整備 

 図書室のある法経北館書庫は法学部と共用している。閲覧室には開架図書、参考図書

を配架しているが、約 2万 4千冊程度であり、蔵書の殆どは書庫に配架されている。 

2001 年度、法経総合研究棟の地下 2 階に書庫を増設し、法経本館地下書庫に別置され
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ていた資料を中心とした蔵書約 10万冊を移転した。新設書庫は図書室と別棟にあり、運

用上、入庫利用には制限が伴うため、比較的利用頻度の低い資料を収納することとなっ

た。北館書庫の慢性的な狭隘状態は一時やや緩和されたが、その後、再度狭隘化が進行

したため、2003 年 4 月に和漢書分類の第 16 類の蔵書約 1万冊を新書庫へ追加移転した。 

2009 年度より法経北館の耐震改修工事が行われ、大規模な書庫の整備を行った。書庫

出入管理装置の導入、キャレルデスク、椅子、ライトの配置、エレベーターの更新、除

湿機の設置などである。耐震改修工事にて減少する収容冊数に対応して、地下 1階に電

動集密書庫の導入ならびに地下 2階の倉庫を改装し、新たに B2 南書庫を設置した。この

ような書架集密化や増床により 2.4 万冊ほど収容冊数が増加している。 

 

 ⑤ 利用者用端末 

  電子ジャーナルやデータベースの増加・発展にともない閲覧室内に電子リソース利用

端末を4台設置している。持込パソコン・Wi-Fi対応のモバイル端末などに対応するため、

閲覧室南西側に無線 LAN を設置し、利用に供している。また、容易ではなかった書庫内

検索に対応して、法経北館書庫各階にシンクライアント形式による蔵書検索用パソコン

を設置した。 

 

1-2 資料の収集・整備 

① 蔵書構成と資料収集 

経済学研究科・経済学部図書室では、和書 25 万、洋書 23.2 万、和雑誌 2.4 万、洋雑

誌 2.1 万冊を所蔵している。蔵書の特徴として、洋書では法科大学時代から収集した外

国図書のコレクションがあり、和書では日本経済史、地方史関係の資料が充実している。

また、ビュッヒャー文庫、マイヤー文庫、上野文庫などの特殊文庫、旧植民地関係資料、

明治期から昭和前期までの雑誌のコレクション等貴重な蔵書を有している。さらに、

2005 年度から上海センター配置の中国経済統計書を収集している（表 9-1）。 

2006 年度～2009 年度にかけて行われた蔵書等の遡及入力の人件費の負担や教員研究

費の一部について図書費から支出することにしたために、購入冊数が激減した。そうし

た経費節減のため、2006 年度に教員にアンケートを行い、約 50 種の雑誌の購入中止を

決定した。 

資料収集は図書委員、選書委員による選書、教員、大学院生・学生からの希望図書の

購入、寄贈資料によって行われている。 

② 電子化資料の収集 

CD-ROM および DVD 資料は、INDB 工業統計表，International Financial Statistics

（IFS）などを図書費で購入し、調査資料室に配置している。CD-ROM および DVD は、327

件、IFS は 77 件、INDB 工業統計表は 11 件を所蔵し、合計 415 に達している（2010 年 9

月現在）。 
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研究室から利用できる主なネットワーク型資料は経済・経営文献資料データベースEBSCO 

host、OECD 統計資料データベースである SourceOECD、有価証券報告書データベース

eolTower Service、財務データベース日経 NEEDS Financial Quest、米国主要学会誌デ

ータベース JSTOR がある。これらの導入に関しては、経済学研究科がイニシアティブを

とった。1999 年度に経済学文献データベース「EconLit」の提供を開始し、2001 年度に

は EBSCO 社の経済・経営系の電子ジャーナルデータベース EBSCO host を「Business 

Source Elite」と「EconLit」を組み合わせたサービスとして導入し直した。EBSCO host

は 2008 年度から全学経費での提供となった。SourceOECD、eolTower Service は、経済

学部の経費で購入し、全学への提供を行っている。EBSCO host、JSTOR は 2005 年から全

学経費での提供となった。ただ、ネットワーク製品は高価でかつ継続的な提供を前提と

するものが多く、また機関やキャンパスを対象とするため、附属図書館を始めとする

他部局との連携によって効率的な収集を図る必要がある。 

 表 9-4 の EBSCO host のログイン数をみてみると、2007 年度は比較的少ないが、2008

年度から全学に移行したせいもあって，利用状況は増加傾向にある。もっとも経済学・

経営学研究の関係者の多い本研究科の利用がかなりをしめると思われるので、現在のデ

ータベース時代に対応して、基本的なツールとして使われるようになっている。日経

NEEDS、 Financial Quest は、現代の経済学・経営学研究に必須のデータベースでいず

れも高い利用数と利用の伸びを示している（表 9-5,6）。 

③ 目録の整備と遡及入力 

目録データ入力は 1991 年度の受入分より開始し 2009 年度末には、47.7 万冊になって

おり、遡及率は 90.5％に達しており、全学の 75％と比べても高い達成率になっている。

新規増加分以外の図書のデータ入力（遡及入力）は附属図書館の遡及入力事業に参加し、

2005 年 12 月より 1名（主に調査資料室分入力）、2006 年 11 月よりもう 1名配置された。

また、2005 年 9 月より 2名、2006 年 1 月より 1名、合計 3名を部局で雇用し、職員とと

もに計画的な遡及を進めている。2005-18 年度の遡及入力冊数は約 13 万冊に上る。2008

年度に Nii 遡及事業を行い、石川文庫・河上文庫などを遡及入力。2009 年度にはさらに

もう 1名を部局で雇用し、マイヤー文庫を遡及入力した。2000 年度から目録カードの繰

入を廃止し、OPAC が蔵書検索の主ツールとなっている。2009 年度には、貴重書・漢籍な

どを除いた図書について、ほぼ遡及入力が完了した。 

③ 術情報リポジトリ 

2006 年度より、経済論叢（新刊 3 年分を除く）や The Kyoto Economic Review、京大

東アジアセンターニュースレター、ワーキングペーパー（許諾の得られたものの全文）

を京都大学図書館機構の学術リボジトリ紅のホームページに掲載している。他には岡

田・藤井・岩本ゼミの機関紙・論文集などの掲載も行っている。 

 

1-3 図書室の運営と業務 
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  ① 経済学研究科・経済学部図書委員会 

図書委員会は図書主任と教員 3 名、調査資料室長、整理掛長、閲覧掛長、大学院生 2

名で構成されている。2006 年度からは経営管理大学院、上海センター、公共政策大学院

各教員 1名も加わった。図書室の予算、資料収集、利用等の方針を決定する組織であり、

年 9～10 回定期的に開催される。 

② 業務 

1998 年 1 月からは目録業務システムに加え収書業務、閲覧業務のシステムを取り入れ

た。2004（平成 16）年 4 月の法人化後、財務会計制度の導入により、受入業務が大きく

変わり、2007 年年 1 月のリプレイスにより、資料 ID の体系も変わった。また、2006 年

度発足の経営管理大学院の図書業務も同図書室で兼務している。 

数次に亘る定員削減により、職員の定員は減少している。そのために、機械化により

業務の軽減をはかっているが、他方で法人化により複雑・増加した業務もあり、継続的

な業務改善が必要である。 

 

表 9-1 経済学部図書室の所蔵概要 

部署 項目 分類 数量 単位 

経済学部図書室 蔵書 洋書 27 万 冊 

和書 25 万 冊 

  合計 52 万 冊 

雑誌（冊子体） 和雑誌 658 タイトル 

洋雑誌 298 タイトル 

面積   3587 ㎡ 

京都大学全体   洋書 218 万 冊 

（参考） 和書 220 万 冊 

    合計 438 万 冊 

 

表 9-2 貸出冊数の推移            

 総冊数 うち学生・院生への貸出冊数 

2002 年度 21,209 19,277 

2003 年度 21,057 18,689 

2004 年度 20,433 18,027 

2005 年度 22,566 19,024 

2006 年度 22,334 19,155 

 

 表 9-3 受入冊数の推移          （冊） 

 和書 洋書 合計 備考 

2005 年度 8,811 2,461 8,272 未登録図書 

2006 年度 2,114 1,933 4,047  

2007 年度 4,257 1,778 6,035  

2008 年度 3,747 1,319 5,066  
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2009 年度 3,577 1,965 5,542  

 

 表 9-4 オンラインジャーナルデータベース（EBSCOhost）月別利用統計 

  Business Source Elite Business Source Primier Econlit ログイン

数   検索数 抄録数 全文数 検索数 抄録数 全文数 検索数 抄録数 全文数 

2005 年度（注 1） 22,732 7,799 14,278 1 2 1 13,326 8,441 29 11,015

2006 年度 17,034  5,768  10,454 - - - 10,405 3,535  53 9,559 

2007 年度 12,039  5,062  6,789 3,786 1,377 5,611 8,649 1,940  852 8,790 

2008 年度 441  4  6 8,162 18,878 7,186 7,250 5,184  3,284 9,355 

2009 年度 - - - 22,228 55,073 17,737 21,650 25,103  5,055 35,695 

（注1） 2005 年だけは、1月から 12 月のログイン数 

（注 2） ログイン数は３DB の合計である。全文は全文テキスト(PDF も含む）のこと。 

（注2） 2008 年度以降は、全学データベースに移行したので、全学でのログイン数である。 

 

 

 表 9-5  eolTower Service の年間利用状況 

 集計期間: 
総アクセス

数: 

総ダウンロー

ド件数: 

2008 年度 71517 44908 

2009 年度 81381 54206 

  （注）全学で利用。 

 

 表 9-6 日経 Financial Quest、日経 NEEDS の年間利用状況 

データベース名 NEEDS-FinancialQUEST 日経テレコン 21 

年度／単位 
系列(ダウンロードされ

たデータ個数) 
利用金額（円） 

2007 年度（6ヶ月間：10 月から 3月） 12,485,890 462,730 

2008 年度 30,616,520 2,939,610 

2009 年度 15,681,468 3,005,520 

備 考 調査資料室利用 
経済学研究科／経営管

理大学院 

 （注）2007 年度から導入で、6ヶ月間利用。 
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２．調査資料室 

 

2-1 沿革と業務 

 調査資料室は、経済学部の創設時に研究教育を支援する目的で設置された「調査室」に

さかのぼる。第二次大戦後は現在の名称のもと助手２名・事務官２名（現在、講師・助教

各１名、事務補佐員２名）が配置され、日本経済の現状分析と国際比較に必要な経済資料

の収集・整理を行っている。主に、日本の主要な統計書、白書、政府刊行物、業界団体の

資料、有価証券報告書総覧、ＯＥＣＤ資料などを所蔵している。（資料９－１参照） 

 また、研究科の研究成果を掲載した『経済論叢』などの編集作業や、学術交流の一環と

して『経済論叢』と国内外の機関の紀要類との交換作業を担当している。（資料９－２参

照） 

 さらに経済学に関する文献情報の大学間の交流を目的とした「経済資料協議会」（2008

年度をもって解散）に創立時から参加し、主要メンバーとして『経済学文献季報』（1956

～2000 年）の編集・刊行、協議会と国立情報学研究所との共同で『経済学文献索引データ

ベース』の編集作業を行ってきた（2003 年で終了）。 

 

2-2 教育・研究支援活動 

 当室は教員・学生の経済学・経営学の研究・教育支援のためのレファレンス活動を行っ

ている。近年の急速なネットワークの普及は学生・院生・研究者の情報要求を大きく変化

させているが、そうした要求に対応するために情報収集の支援にとりくんでいる。2009 年

度より開講された新入生を対象とした入門演習では、図書室と合同で、図書ガイダンスを

行っている。 

 また、当室の講師が「経済情報調査論」の講義を担当し、経済・経営に関する資料・情

報の収集等について講義と実習を行って、学生・院生の教育を担っている。2007 年度から

は全学共通科目の「ポケットゼミ」を担当し、一回生の教育にも参加している。 

 

2-3 文献調査活動 

 調査資料室の活動のひとつとして文献調査活動が挙げられる。これまで各種の主題書誌

を作成し、その成果を『調査資料室報』等で公表してきた。当室が編集作業を担当してき

た The Kyoto University Economic Review が The Kyoto Economic Review へ改題されて

編集方針も大幅に変更されたが、これを機に１９２６年以来７７年間にわたって継続され

てきたわが国 初の欧文経済学術雑誌The Kyoto University Economic Reviewの総目録を

編集し、刊行した。（資料９－３参照） 

 2006 年度には総長裁量経費により当室が管理している河上肇文庫のノート、手稿類 315

点、15,000 ページの電子化作業を行い、2008 年に調査資料室のホームページ上で公開した。

2009 年には河上肇の講義の受講ノートの寄贈を受け、同様に電子化作業を行い 2010 年には
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ホームページ上での公開を行っている。これについては、『朝日新聞』や文部科学情報『文

教ニュース』、『京大広報』でも紹介された。 

2007 年には、元通商産業省公害保安局長の林信太郎氏より日本の通商政策に関する資料

の寄贈を受け、林信太郎コレクションとして当室において利用を開始している。 

 

2-4 マルチメディア情報室の運営・管理 

 2002 年４月に法経総合研究棟（現・法経済学部東館）地下１階にマルチメディア情報室

が開室され、当室が運営・管理を担っている。マルチメディア情報室には、経済学研究科・

経営管理大学院・公共政策大学院の教員・院生がオンライン情報やデジタル情報を検索・

収集・加工を目的として利用できる端末が、12 台設置されている。このうち、外国人留学

生の便宜を図るため英語バージョンの Windows が４台設置されている。また、調査資料室

閲覧スペースには、KULINE 検索用端末として 2 台、日経テレコン 21 専用端末として 1 台、

電子媒体資料専用端末として 3台が設置されている。 

 ここでは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の電子媒体資料の利用のほか、経済学研究

科が導入している各種の商用データベースが利用可能となっている。現在、「日経

NEEDS-FinancialQUEST」「日経テレコン２１」「SourceOECD」「EBSCOhost」「eolDB タワ

ーサービス」などが導入されており、京都大学全体で導入している各種のデータベースも

利用可能となっている。 

 この他にマルチメディア情報室にはマイクロリーダプリンタも設置され、当室所蔵の有

価証券報告書のマイクロフィルムの利用が可能となっている。経済・経営に関する映像資

料も所蔵しており、利用可能となっている。 

 さらに、マルチメディア情報室内に個別の学習ブースが設置され（10 席）、2009 年 10

月から運用を開始している。このスペースでは、利用者が個人のパソコンを持ち込んでメ

ディアセンターの ID を用いて LAN に接続することが可能となっている。 

 マルチメディア情報室では、従来、当室が収集してきた統計書などの資料とともにこれ

らオンライン情報や電子情報が一体化して利用されることにより、一層の研究の進展が図

られるスペースとなることが期待されている。 

 

2-5 所蔵資料の目録の遡及作業 

 調査資料室では学内の図書館システムに参加し所蔵資料の目録登録を行っている。当室

の資料を全学的に公開するために、2006 年から 2007 年にかけて附属図書館の遡及登録事業

に参加して所蔵資料の遡及入力（登録）作業を行った。 

 

2-6 ホームページ 

 調査資料室ではホームページを開設し、コンテンツの充実を目指している。当研究科で

は教員の研究成果をワーキングペーパーで公表しているが、2004 年 11 月より全文を電子化
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し当室のホームページで公開している。そのほか、河上肇文庫のノート・手稿類の電子化

情報の公開も行っている。 

 

2-7 研究科内委員会への参加 

 研究科内には各種の委員会が存在するが、当室が参加している主な委員会は次の通り。 

 １）京都大学経済学会 

 ２）情報システム整備委員会 

 ３）基金管理委員会 

 ４）経済学部同窓会 

 ５）調査資料室運営委員会 

 ６）広報委員会 

 ７）教員評価 WG 

 ８）図書委員会 

 

 

表 9-6 調査資料室関係利用者数の推移（2002 年度－2009 年度）（人） 

  2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 

情報室 
1,738 2,444 3,480 3,095 3,412 2,589 2,578 

調査資料室 860 738 626 646 682 601 662 

合計 2,598 3,182 4,106 3,741 4,094 3,190 3,240 

               

  2009 年        

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 

情報室 
2,094        

調査資料室 721        

ブース 169             

合計 2,984        

 注１：2002 年度よりマルチメディア情報室開室 

  ２：2009 年度よりマルチメディア情報室内に学習ブースを設置（10 月より運用開始） 
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資料 9-1 収集資料 

     和書 約 40,000 冊    洋書 約 9,200 冊 

   雑誌類 990 タイトル（内、和雑誌 約 630 タイトル、洋雑誌 約 360 タイトル） 

     マルチメディア資料（下記タイトル数には付録資料を含む） 

      電子媒体資料：約 250 タイトル 映像資料：約 20 タイトル 

 

資料 9-2 紀要類交換の内外大学・研究機関数（2009 年度） 

     経済論叢・調査と研究 国内：167 件 国外：31 件 

 

資料 9-3 調査資料室の編集・刊行物 

 

     資料月報      1951～1969 

     調査資料室報    1970～1988 

     （内容、附属研究施設特別事業年度から） 

      第３号 旧植民地関係資料目録       1978 年 3 月 

      第４号 地域経済資料目録         1978 年 11 月 

      第５号 営業報告書目録          1979 年 3 月 

      第６号 大正期新聞切抜ファイル      1981 年 2 月 

      第７号 戸田海市著作目録         1983 年 3 月 

      第８号 「法律学・経済学 内外論叢」   1984 年 3 月 

          「京都法学会雑誌」総目録 

      第９号 京都大学経済学会７０年史資料   1988 年 3 月 

           ～研究集会等一覧 

       “Cumulative Index to The Kyoto University Economy Review, Volumes  

1-72(1926-2003)”, The Kyoto University Economy Review, Supplement Apr. 2004. 
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３．経済学部情報システム 

 

経済学部の情報システムでは，以下のサービス・機能が利用可能となっている（図 9-1 参

照）。 

・ WWW サービス 

・ メールサービス 

・ テレビ会議システム 

・ 遠隔講義システム 

・ マルチメディア演習設備 

・ ソフトウェアライセンスサーバ 

・ 授業アンケートシステム 

・ 公衆無線 LAN 

 

 

図 9-1 経済学部情報システム 

 

 

3-1 基幹サーバ 

経済学部では，2001 年に総合研究棟が竣工。ギガビットイーサネットをバックボーンと

するネットワーク環境が整備された。各研究室では KUINS-II, KUINS-III, プライベートネ
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ットワークなどを利用することができる。 

また 2008 年に WWW サーバ，メールサーバが更新され，Web インタフェースによる部局ホ

ームページの更新、2GB までのメールスプールの利用が可能となっている。基幹サーバ上で

はこの他にも講義室・演習室予約システムが導入されており、教室予約状況の確認や予約

を Web 上で行うことができる。 

セキュリティ対策として、KUINS が提供しているウィルスメール検知システムおよび迷惑

メールフィルタリングシステムを利用しており、電子メールによる部局内へのコンピュー

タウィルス被害を未然に防ぐとともに、万が一部局内のコンピュータがウィルスに感染し

たとしても学外にウィルスを拡散しないような対策をとっている。 

 

3-2 インターネット遠隔講義システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本館 1 階の法経五番教室および法経東館 2 階の大会議室にはインターネット遠隔講義シ

ステムが導入されており，WWW を通じて学内はもとより世界に向けて授業風景を放送す

ることができる。 
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3-3 マルチメディア演習設備 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術情報メディアセンターのサテライト情報室として，法経東館 3 階の法経第三教室お

よび情報演習室が利用できる。各コンピュータには Windows XP がインストールされてい

る。 

法経第三教室は，40 台の PC を備えたスクール形式(プロジェクタ，スクリーン) の情報

講義室であり，情報演習室は，16 台の PC を備えた演習形式で利用できる情報演習室であ

る。情報演習室では学術情報メディアセンターの全コンピュータで利用可能な Microsoft 

Office 等のソフトウェアに加え、MATLAB・Eviews・Amos・SPSS の利用が可能であり、これ

らのソフトウェアライセンスは情報ネットワーク室に設置されたライセンスサーバにより

管理されている。 

また，全ての演習室にはスクリーンおよびプロジェクタといったマルチメディア演習用

の設備が設置されており，これを利用することができる。一部の演習室にはこれに加えて，

書画カメラ，ビデオデッキ，および教卓用 PC といった設備も設置されている。 

 

3-4 授業アンケートシステム 

 2010 年度前期より Web インタフェースによる授業アンケートシステムを試験的に運用し

ている。情報環境機構の全学認証基盤との連携により ECS-ID（情報環境機構が全学生に交

付するコンピュータ利用 ID）を用いた授業アンケートシステムへのログイン機能、教務情

報電算システムに登録された講義履修データのインポート機能を有しており、学部・研究

科が開講するすべての科目に対して授業アンケートの実施が可能となっている。 
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3-5 公衆無線 LAN 

 

 2010 年度より法経北館の法経第二・法経第五教室、法経東館の全演習室と１F ラウンジ、

法経北館の閲覧室に無線 LAN 基地局を設置している。ECS-ID もしくは SPD-ID（情報環境機

構が教職員に交付する ID）を持っていれば誰でも利用可能である。 
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第 10 章 国際交流 

 

 

１. 国際交流の理念と基本的方針 

 
京都大学は、平成 13 年に、国際交流について、「京都大学は、世界に開かれた大学とし

て、国際交流を深め、地球社会の調和ある共存に貢献する」との基本理念を定めた。経済

学部・経済学研究科では、この基本理念の明確化以前から、国際交流に積極的に取り組む

という合意のもとに、国際交流を積極的に推進してきた。部局として基本方針を明文化し

ているわけではないが、国際交流の推進は我が部局でも基本理念である。 
この基本理念の下、経済学部・経済学研究科は世界の各国との交流を営んできた。特に

近年は、東アジアとの国際交流を活発に行なっており、とりわけ中国からは、多くの留学

生を受け入れてきた。設置後７年を経た上海センターは、名称を東アジア経済研究センタ

ーと変更し、交流相手校は上海の復旦大学から北京の人民大学（日本中心）へと移された。

同センターの後援組織である協力会は、その活発な活動によって、センターの事業や社会

への発信の点で貢献している 
こうした経過から、東アジアとの交流を第一に推進することが部局の基本となってきた。

しかし今後は、東アジア以外との交流も重要な課題となろう。学術的にも も大きな影響

力を持つアメリカ合衆国や、その他の英語圏諸国との交流の強化が必要である。同時に、

一定の実績のあるヨーロッパや東南アジアとの交流をより充実させることや、インドなど

新興国との交流を新たに開拓することも、今後は重要となろう。 
  
２. 教育の国際化 

 

2-1 海外からの留学生の受け入れ 

 留学生では、第一期中期目標・中期計画期間中の留学受入増に向けた施策とその成果、

ならびに、第二期中期目標・中期計画に従い、学部も大学院も中国から多くの学生を受入

れてきた（実績については本節末尾の表を参照）。 
教育面のうち、入学者の選抜においては、学部段階で留学生対象の特別試験を実施して

いる。詳しくは、第 3 章を参照されたい。大学院においては、平成 18 年（2006）度に修士

課程のみの経営管理大学院と公共政策職大学院（いずれも専門職養成機関）が開設された

ことに伴い、大学院経済学研究科は 5 年一貫の博士課程（研究者養成を主眼とする）のみ

となり、2 年間のみの留学を前提とする留学生特別選抜試験は廃止され、留学生も 5 年一貫

コースの試験によって選抜されることになった（第 2 章 2-2 参照）。これらは、留学生側の

専門職大学院へのニーズに対応した措置であり、選択肢の多様化と評価しうるものである。
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またこれらの制度変更後も、海外からの留学生を含む他大学の修士課程修了者のための博

士後期課程の編入は継続されており、留学生が 3 年間での博士学位の取得を目標に博士後

期課程から本研究科で学ぶことも可能である。平成 18 年（2006）度から平成 21（2009）
年度の間には、計 3 名がこれにより博士課程に入学している（下記別途選考等の合格者は

これとは別）。 
これらの試験に際しては、留学生も国内学生と同一試験問題によって試験されているが、

留学生の教育課程・学習歴・言語環境の相違などのありうるハンディキャップに対しては、

試験科目の数と時間数により負担の軽減が図られている。日本語による試験が不適当な学

生のために特別試験を行うこともあり、国費・政府派遣の留学生や特別コース（下記）の

学生の選考の際に適用されている。 
その他、大学間・部局間交流協定に基づいて、交換留学生（半期～1 年程度の短期）を「特

別聴講学生」として受け入れている。これらの多くの留学生は、学部・大学院の学年開始

前に来日し、特定の指導教員の指導をうける研究生として、特定のテーマに関する研究を

行いつつ、上記各課程・コースへの入学・試験に備えることが多い（第２章も参照）。 
学部・研究科の総計で 150 名を超える留学生に対応するため、2 名の留学生担当教員が配

置され、留学生向けの授業や、留学生対象のチューターの選定、留学生の学習・生活両面

の相談にあたっている。また下記東アジアコースの担当教員や、全学・部局間協定担当教

員などをはじめ、その他の教員も、これらコースの運営の中で、また個別に、これら留学

生の支援を行っている。留学生の歓迎会、研修旅行も毎年の行事になっている。平成 18
（2006）年度には、TA を用いた留学生支援室が開設され、学習面・生活面での支援を担っ

ている。これらの留学生対応のため、留学生担当教員・国際交流関係の各委員会関連教員・

教務関係教員・執行部を構成員とする「国際交流教育委員会」（21 年度末に旧来の「留学生

室運営委員会」より改組）が設けられている。 
この間の教育国際化に関する実績として特筆すべきは、平成 21（2009）年 10 月より、「東

アジア国際人材開発コース」を開設したことである（第 2 章 3-3、4-3 も参照）。同コースは、

a)日本語能力に欠けても学科の学力を十分有する者、b)海外に在住する者で、日本留学の希

望と能力を持つ者を掘り起こすために設置された。同コースは、「主に英語による授業で学

位取得可能なコース」であり、英語と日本語の双方で講義等を提供している。平成 21（2009）
年度には、同コースに 5 名の学生が入学した。同コースの募集・選抜は、海外募集の入学

試験（書類および電話面接試験）と国内募集の入学試験（筆記および面接試験）によって

いる。またこれら同コースの入学生のうち、毎年 3 名を国費留学生として推薦している。

この奨学金制度は、彼らの渡航にとって極めて重要なインセンティブとなっている。これ

らの事実については、ホームページ上でも広報している。 
また、同じく平成 21（2009）年度には、交流協定先である人民大学（中国）内に「京都

大学・人民大学聯合経済研究中心」を設置し、交流を強化した。その結果、上記の「東ア

ジア国際人材開発コース」にて、その１期生として人民大学から１名の学生を受け入れた。 
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 それ以前においては、同様の海外拠点を中国復旦大学内に設置しており、同様の事業を

行なってきた。またその他にも、各地の交流協定締結校からも同様の趣旨で留学生を受け

入れている（第 3 章 5-1、5-2 も参照）。 
 
表 10-１  経済学部・経済学研究科における留学生の受入状況 

項     目 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

 

 

 

国内受入の 

目的別人数 

※各年度の 

在学者数 

①留学人数合計 218 188 173 174 155 

（米国） 0 1 0 1 0 

（欧州） 14 9 5 13 5 

（アジア） 195 172 158 145 138 

（その他の国） 9 6 10 14 12 

［学士課程］ 38 38 40 38 39 

［修士課程］ 70 47 31 31 38 

［博士課程］ 62 63 57 47 35 

［その他］ 48 40 45 58 43 

＜学生交流協定対象＞ 12 9 4 14 13 

②研究（研究生、

特別研究学生） 

37 30 42 44 31 

   
 2-2 本学部・研究科の学部学生・大学院生等の海外への留学 

 本学部・研究科に在籍する学生が、全学レベルの交流協定締結大学や部局レベルの交流

協定締結大学（15 大学 18 部局）、並びにその他の学習・研究に適した海外の大学で学ぶこ

とも奨励されている。過去数年は、毎年 10 名を超える学生が、部局の承認を得た上で在学

のまま海外に留学している。授業料免除協定を締結した交流先大学（国立政治大学社会科

学院〔台湾〕、ヨハン・ヴォルフガンク・ゲーテ大学経済学部〔ドイツ〕、イェンシェピン

ク大学国際ビジネススクール〔スウェーデン〕）への留学の場合には、授業料が免除される。

また渡航費・滞在費についても、文部科学省、京都大学教育研究振興財団、各種財団、渡

航先大学、渡航先各国の留学生支援財団などからの奨学金等の支援制度があり、一部の留

学生はこれを利用している。他方、当然ながら、在学中の留学でも完全に私費によって留

学する場合もある。期間は、1 セメスター（半期）、1 学年、1．5 学年等、事例により多様

であるが、海外大学で受講し留学先で単位認定を受けた単位は、帰国後ないし留学先での

認定後に、本学部・本研究科で審査の上、経済学部・経済学研究科の単位として適当なも

のは本学の専門単位として読み替えられ単位認定されている。 

 近年の特筆すべき取り組みとしては、いわゆる「大航海プログラム」があげられる。京

都大学大学院経済学研究科は、文学研究科・経営管理大学院とともに、2009年 2月より 2013

年 1月までを実施期間として、「京都エラスムス計画－持続的社会発展に向けた次世代アジ
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ア共同研究リーダー育成」を開始している。同プログラムは、日本学術振興会の「組織的

な若手研究者海外派遣プログラム」（平成21年度）の枠内で行われるものであり、若手研究

者 が行う2ヶ月程度以上のまとまった期間の海外派遣を内容としている。平成22年度にお

いては、大学院生、ポスドク等について合計 70名程度を予定し、特にポスドクの 2ヶ月以

上派遣を 16名程度予定している。 

 その他、全学レベルでの取り組みとの関連では、京都大学が加盟しているAPRUやAERUな

どの国際大学連合が主催する学生キャンプやワークショップに、学部生や大学院生が参加

することもあり、その際には大学側より一定の経済的支援も行われる。 

 今後の課題としては、学生交流協定を持つ学部間交流協定の実質化（学生への周知・応

募支援体制の整備による送り出し数の増加）や、本学学生の留学希望先地域・国に合わせ

た交流協定締結先（特に英語圏）の開拓・再編などが考えられる。エラスムス計画には応

募が殺到しており、潜在的なニーズは高いと考えられるので、組織的な取り組みが必要で

あろう。 

 

表 10-2 経済学部・経済学研究科からの学部学生・大学院生海外派遣実績 

項目 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

 

 

 

 

海外派遣の 

 

目的別人数 

①留学人数合計 15 16 20 13 14 

（米国） 1 4 8 1 8 

（欧州） 9 8 9 3 4 

（アジア） 3 1 0 3 1 

（その他の国） 2 3 3 6 1 

［学士課程］ 12 10 12 10 13 

［修士課程］ 2 1 2 0 0 

［博士課程］ 1 5 6 3 1 

［その他］ 0 0 0 0 0 

[学生交流協定対象] 10 10 9 9 5 

②研究 1 1 4 1 1 

③国際シンポジウム   

 

 2-3 国際交流授業・外国語による授業 

 京都大学は、英語による留学生対象の特別コースとして KUINEP を設けている。経済学研

究科・経済学部は、全学共通科目であるこの科目の提供に以前から協力しており、毎年数

名の教員が、KUINEP の経済学・経営学関係の科目を担当している。また経済学研究科では、

上記のように「東アジアコース」を設け、英・日両言語で授業を提供している。その他、

下記の「国際会議と研究者交流」欄で言及される各種セミナー類には、多くの場合、大学

院生も多数参加している。学部の演習においても、工場見学等の多彩な内容を持つ海外研
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修旅行を実施しているものがあり、また交流協定締結先大学からの短期留学生を受け入れ

先となっている。 

 

3. 国際会議と研究者交流 

 

 経済学部・経済学研究科では、①全学レベルの学術交流協定に基づく研究・教育交流事

業、②部局間の学術交流協定に基づく研究・教育交流事業、③全学が実施する教員・大学

院生等の研究・教育交流事業、④学部・研究科が独自に実施・支援する教員・大学院生等

の研究・教育交流事業、⑤各教員が主体となるが、学部・研究科が後援・支援・公認して

行う内外の各種の研究・教育交流事業等、⑥各教員が個別の研究活動で行う内外の研究交

流事業等、さまざまな形で国際的な学術交流をおこなってきた。 

 これらの実績については、本報告書第二部において各教員個別の研究業績として別記す

る⑥を除き、①～⑤に関するものを本節末尾 3-3 の別表に掲げる。またこれらの表に掲げ

た事業のうち、学部・研究科の組織的な関わりが深いものについて、下記の 3-1 および 3-2 

で簡単に言及する。なお、①～⑤については、第 2章 6-2 も参照されたい。 

 

3-1 院生・若手研究者の招聘による研修会・セミナー等 
 2007 年 9 月 18-19 日――International Conference: Governance Problems of East 

Asian Economies. 中国人民大学、復旦大学、国立政治大学、ソウル大学、慶北大学、

デュイスブルク大学から教員と大学院生約 20 名を招聘、同規模の日本側学者・大学

院生とともに、18-19 日国際シンポジウム、20-21 日若手研究者ワークショップを開

催した。COE 経費による。 
 2009 年 7 月 6 日-8 月 4 日――「日本学術振興会若手研究者交流支援事業」の一環と

してベトナムの院生 8 名、ラオスのポスドク 2 名を受け入れ、「ベトナム、ラオスの

市場経済移行をリードする若手人材育成プログラム」の連続セミナーおよび日本側院

生との交流セミナーを実施した。 
 2009 年 12 月 23 日――中国人民大学院生 3 人、韓国慶北大学校 2 人の院生および韓

国慶北大学校の若手研究者 1 名を招聘し、日中韓若手研究者セミナーを開催した。 
 
3-2 院生・若手研究者との交流セミナーの相手国での開催 

 2007 年３月 11-13 日――北京日中ワークショップ「経済成長過程におけるガバナン

ス問題」中国人民大学経済学院（Kyoto University 21st COE Program and Economic 
Department of Renmin University、 Beijing) March 11-13、 2007、 Renmin 
University、 Beijing、 China. 京大側院生９名＋教員３名が参加・報告。中国側も

ほぼ同数が参加・報告。COE 経費による。 
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3-3  国際会議・セミナー・研究者交流の実績一覧（上記⑥の事例を除く） 

番

号 
日付 分類 名称・活動内容 報告・参加者等 備考 

1 

2007 年

5 月 9—

24 日 

招聘 

COE 講義、都市経済学ワー

クショップにおける研究報

告等 

Prof. Robin Lindsey(University of 

Alberta) Dr. Achim Czerny (TU 

Berlin) 

  

2 
2007 年

7月 2日 

国際シン

ポジウム

「内陸部に拡がる中国の経

済発展」 

西安交通大学西部開発研究中心朱正威

教授、藤井重樹積水（青島）塑膠総経

理、大西広上海センター副センター長、

宮崎卓准教授らが報告。 

主催：上海センター

3 
2007 年

7 月 
受託調査

「重慶市配電網改善プロジ

ェクト」 
山本センター長、宮崎卓准教授 

国際協力銀行からの

受託プロジェクト。

北京、重慶での調査。

4 
2007 年

8 月 

国際セミ

ナー 

“In Pursuit of Global 

Auditing Regulation: The 

International Federation 

of Accountants(IFAC)、 A 

New International 

Financial Architecture 

and Questions of Policy 

and Practice” 

Christopher Humphrey 教授

(Manchester Accounting and Finance 

Group(MAFG)、 Manchester Business 

School、 UK) 

京都大学経済学会研

究集会 

5 

2007 年

9 月 15

日 

国際セミ

ナー 

“Reflections on the 

Anglo-Scottish Union 

after 300 years” 

英国歴史編纂官、英国学士院会員、セ

ント・アンドリューズ大学名誉教授ク

リストファ・スマウト教授（発表）、

田中秀夫教授、玉木俊明教授（京都産

業大学）、竹澤祐丈准教授。 

京都大学経済学会、

日本イギリス哲学会

6 

2007 年

9 月 18、

19 日 

国際会議
「東アジア経済のガヴァナ

ンス問題」 

海外から W・パッシャ教授（デュイスー

エッセン大学）、林其昂教授・周徳宇

副教授（台湾・国立政治大学）、陳平

教授（北京大学中国経済研究中心）、

盛洪教授（北京天則経済研究所）、盧

荻副教授（中国人民大学）、レスリー

楊教授（香港中文大学）、ムン・ウー

シク教授（韓国ソール大学）、リー・

ヨンウー教授（韓国慶北大学）が参加。

京大側では下谷政弘教授、八木紀一郎

教授、山本センター長、大西広副セン

ター長、堀和生教授 宇仁宏幸教授、

村瀬哲司教授（国際交流センター）が

参加。他、藤田昌久京大名誉教授・甲

南大学教授、今井健一アジア経済研究

所地域研究センター次長等。 

経済学研究科と共

催、京都大学 COE21

プロジェクト 

7 

2007 年

11 月

3-5 日 

国際シン

ポジウム

1st International 

Conference of Tailoring 

Biotechnologies 

“Reconstructing 

Agro-biotechnologies for 

Development?” 

http://www.tailoringbiotechnologie

s.com/kyoto2007.htm 

http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~his

ano/researchj2.htm#10 

本学から久野秀二准教授が報告。 

財団法人京都大学教

育研究振興財団・学

術研究活動推進助成

（申請代表者：久野

准教授） 

8 

2007 年

11 月 10

日 

講演会 「日米中関係の将来」 

ジョージ・クー（顧屏山）博士（国系

米国人組織の百人委員会委員。現デロ

イト・トーシュ・トーマツ中国部長） 
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9 

2007 年

12 月 6、

7 日 

国際シン

ポジウム

韓国の慶北大との第 7回国

際シンポジウム 

慶北大学通商学部から金熙鎬教授、崔

種珉教授、河仁鳳教授、文桂完教授が

参加報告。京大側からは経済学研究科

の宇仁宏幸教授、若林靖永教授、経営

管理大学院の若林直樹教授、国際交流

センターの村瀬哲司教授が参加報告。 

主催：上海センター

10 
2007 年

12 月 

国際会議

参加 

上海で開催された中国経済

学会 
マスワナ講師   

11 2007 年 学内協力
 国際交流科目〔全学共通

科目〕実施協力 

崎卓准教授・松井啓之准教授。学生を

引率しての中国研修を実施、また京大

にて復旦大学学生に対する研修を実

施。 

国際交流センター主

催の復旦大学との学

生交換科目 

12 

2008 年

1 月 24

日 

国際セミ

ナー 

「ヨーロッパ企業」日欧産

業・経済政策シンポジウム 

――欧州の産業・経済政策

と日本・東アジア」 

ヴォルフガンク・パーぺ(日欧産業協力

センター事務局長)、ジェイコブ・エド

バーグ（ユーロリンク・ジャパン）、

黒澤隆文准教授らが報告。 

京都大学 COE21「先端

経済分析のインター

フェイス拠点の形

成」/日欧産業協力セ

ンター共催 

13 

2008 年

1 月 28

日 

国際ワー

クショッ

プ 

International Exchange 

Program between KU and 

NTU、 2008 Business 

Analysis Workshop 

国立台湾大学から許先生、陳先生、京

大から徳賀、澤邉が参加。国立台湾大

より教員 2名と院生 6人、京大教員 2

人と院生 6人が参加。 

国立台湾大学との交

流協定に基づく国際

ワークショップ。 

14 

2008 年

2 月 21

日 

国際ワー

クショッ

プ 

“Relationship between 

Short-termism in 

Management and R&D 

Spending” 

徳賀芳弘教授が報告。国立台湾大学よ

り教員 5 人と院生が 15 人、京大教員 1

名と院生 4名が参加。 

国立台湾大学との交

流協定に基づき実

施。 

15 
2008 年

3月 9日 

国際ワー

クショッ

プ 

「sustainability と 

equity の関係を考える」 

Jong-dall Kim（Kyungpook National 

University 教授）、英国歴史編纂官、

英国学士院会員、セント・アンドリュ

ーズ大学名誉教授クリストファ・スマ

ウト教授、植田和弘教授、大沼あゆみ

教授（慶應義塾大学）、倉坂秀史教授

（千葉大学）、竹澤祐丈准教授他が報

告・コメント等。 

主催：京都大学 21 世

紀COEプログラム「先

端経済分析のインタ

ーフェイス拠点の形

成」共催：特定領域

研究「持続可能な発

展の重層的環境ガバ

ナンス」 

16 
2008 年

3月 9日 

国際シン

ポジウム

 “Aspects of the 

Sustainability Problem in 

Environmental History: 

British Agriculture, 

Industrial Pollution and 

Carbon Emissions” 

英国歴史編纂官、英国学士院会員、セ

ント・アンドリューズ大学名誉教授の

クリストファ・スマウト教授、

Jong-dall Kim（Kyungpook National 

University 教授）、大沼あゆみ教授（慶

應義塾大学）、倉坂秀史教授（千葉大

学）、竹澤祐丈准教授、植田和弘教授、

松下和夫教授（地球環境学堂）、森直

人講師（高知大学）他。 

主催：京都大学 21 世

紀COEプログラム「先

端経済分析のインタ

ーフェイス拠点の形

成」 共催：平成 18

年度発足特定領域研

究「持続可能な発展

の重層的環境ガバナ

ンス」 

17 

2008 年

3 月 11

日 

国際セミ

ナー 

“The mind of the 

Agricultural Improver in 

Enlightenment Scotland”

セント・アンドリューズ大学名誉教授

のクリストファ・スマウト教授（発表）、

田中秀夫教授、塩地洋教授、壽里竜准

教授（関西大学）、竹澤祐丈准教授他。 

京都大学経済学会 

18 

2008 年

9 月 30

日 

国際セミ

ナー 

“Emergence and Transfer 

of Vehicle Standards: Why 

we still do not have 

global standards” 

Marine Moguen-Toursel、フランス社会

科学高等研究院(EHES)、Holger 

Bungsche（関西学院大学産業研究所） 

神戸 EUIJ (EU 

Institute Japan)と

京都大学経済学会の

共催 
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19 

2008 年

12 月

17-18

日 

国際ワー

クショッ

プ 

応用ミクロ経済学ワークシ

ョップにおける研究報告 

Prof. Dan Bogart (University of 

California、 Irvine)  
  

20 

2008 年

12 月

18-19

日 

国際シン

ポジウム

「東アジア経済の競争力と

持続可能性」 

李根教授、植田和弘教授、表鶴吉教授、

遊喜一洋准教授、趙東成教授、塩地洋

教授、李天杓教授、白須洋子准教授（経

営管理大学院寄附講座）。 

京大―ソウル大共同

国際シンポジウム 

21 

2009 年

2 月 16

日 

国際セミ

ナー 

「中国農業：持続発展への

諸課題」 

中国人民大学、西安交通大学の研究者。

本研究科からは大西広教授・宮崎准教

授が報告。 

主催：上海センター

22 
2009 年

3月 1日 

国際ワー

クショッ

プ 

International Exchange 

Program between KU and 

NTU、 2009 Business 

Analysis Workshop 

国立台湾大学と京大との国際ワークシ

ョップ。徳賀教授が参加。 
  

23 

2009 年

3 月

3-14 日 

国際共同

研究 

交通インフラストラクチャ

に関する共同研究 

Prof. Achim Czerny (Otto Beisheim 

School of Management）  
  

24 
2009 年

5月 6日 

国際シン

ポジウム

「統合される経済のもとで

の地域変容と社会政策：中

国と日本」 

武漢大学・京都大学 主催：上海センター

25 

2009 年

6 月 29

日 

国際シン

ポジウム

「中国の環境問題と循環型

経済への転換」 

中国人民大学と本研究科及び企業の専

門家が参加。 
主催：上海センター

26 

2009 年

7月 6日

-8 月 4

日 

連続セミ

ナー、交

流ワーク

ショップ

「ベトナム、ラオスの市場

経済移行をリードする若手

人材育成プログラム」 （本

文別記参照） 

大西広教授、劉徳強教授、ヤルナゾフ

講師などにより実施。日本学術振興会

東アジア首脳会議参加国からの招聘事

業のひとつである「ベトナム、ラオス

の市場経済移行をリードする若手人材

育成プログラム」による受入事業（別

記）。 

大学院経済学研究科

（研究科長:八木紀

一郎教授、コーディ

ネーター:大西広教

授） 

27 

2009 年

7 月 28

日 

講演会 
「世界的金融危機下におけ

る中国経済の回復」 

楊偉民（中国国家発展改革委員会副秘

書長） 
主催：上海センター

28 

2008 年

7 月 15

日 

国際セミ

ナー 

“Drawing an Analytic 

Model on the Change of 

Accounting 

Institutions” 

Kim Jungmin 講師(韓国慶北大学経営学

部) 

京都大学経済学会研

究集会（藤井教授）

29 
2009 年

8月 3日 

国際セミ

ナー 

“Small and Medium-Sized 

Enterprises in Japanese 

Economy” 

韓国慶北大学経営学部学生を対象にし

たセミナー。藤井秀樹教授講演。 
  

30 
2009 年

9 月 
国際交流

「京都大学・中国人民大学

連合経済研究中心」の設立
京都大学・中国人民大学 

京大側は八木研究科

長がセンター長、大

西教授が副センター

長、人民大側は楊瑞

竜院長がセンター

長、胡霞副教授が副

センター長（当時）

31 
2009 年

9月 2日 
講演会 「中国企業の海外進出」 

康栄平氏（中国社会科学院世界華商研

究中心主任） 
主催：上海センター

32 

2009 年

11 月 15

日 

シンポジ

ウム 

「今後のアジア情勢を読む 

―日本の政権交代と日中協

力の行方―」 

中国駐大阪総領事の鄭祥林氏、日本の

元内閣官房長官の野中広務氏、外務省

の小原雅博アジア大洋州局審議官。 

主催：上海センター



91 
 

33 

2009 年

11 月 27

日 

国外での

国際セミ

ナー 

Workshop of International 

Accounting 

パリ・ドフィーヌ大学（Université 

Paris-Dauphine、 France）にて、

Jacques Richard 教授・ 藤井秀樹教授

が報告。 

藤井秀樹教授 

34 

2009 年

11 月 28

日 

国際セミ

ナー 

「中国経済の構造転換―日

本の経験との比較―」 

中国人民大学と復旦大学及び国家発展

改革委員会産業発展研究所の研究者、

本学経済学研究科 3 名。 

主催：上海センター

35 

2009 年

12 月 15

日 

講演会 

「中国、ベトナムとの比較

におけるキューバの経済改

革」 

キューバ国民経済研究所のオマール・

エベルレ二副所長。 
主催：上海センター

36 

2009 年

12 月 23

日 

国際セミ

ナー 

The Japan-China-Korea 

Young Scholars’ Joint 

Seminar On the World 

Economic Crisis 

中国人民大学、韓国の慶北大学、韓国

慶北大学校副教授らが報告。本研究科

からは大西広教授・大学院生が報告。 

  

37 

2010 年

1 月 22

日 

シンポジ

ウム 

「自動車の技術革新と都市

交通政策」 

大野栄嗣 （トヨタ自動車）、孫林 （上

海社会科学院部門経済研究所）、朱昊

（上海市総合交通規画研究所）、文世

一 （京都大学）、紀伊雅敦（香川大学）、

千田二郎（同志社大学）、三好博昭（同

志社大学）らが報告。 

同志社大学技術･企

業･国際競争力研究

センター、京都大学

上海センター、上海

社会科学院部門経済

研究所共催 

38 

2010 年

1 月 30

日 

国際ワー

クショッ

プ 

International Exchange 

Program between KU and 

NTU、 2010 Business 

Analysis Workshop 

国立台湾大学より杜氏、劉教授が報告。

国立台湾大学の教員 6人、京大教員 3

名と院生 7名、他大学の教員 4名が参

加。 

国立台湾大学との交

流協定に基づくワー

クショップ。 

39 

2010 年

2 月

11-14

日 

国際ワー

クショッ

プ 

都市経済学ワークショップ

における研究報告、交通政

策に関する情報交換 

Prof. Keechoo Choi（AjouUniversity）   

40 
2010 年

3月 4日 

国際ワー

クショッ

プ 

Development of East Asian 

Company Case Materials 

京大より徳賀教授・博士課程の院生が

報告。国立台湾大学の教員 6名、院生

15 人。京大教員 1 名、院生 5 名が参加。 

国立台湾大学との交

流協定に基づくワー

クショップ。 

41 
2010 年

3月 6日 
講演会 

“Value building from 

local resources or market 

segmenting: the role of 

geographical indications 

for agrifood products in 

France” 

ジャンピエール・ブトネ氏（フランス

農業研究所モンペリエ）。経済学研究

科とフランス Agropolis 

International との学術交流協定締結

に向けた記念講演。 

すでに締結済みのフ

ランス農業研究所モ

ンペリエとの学術交

流協定に基づき、京

大の助成を受けて招

聘（申請代表者：久

野准教授） 

 

 

4. 学術誌による国際的な発信 

 

 本学の教員・学生を中心に組織している京都大学経済学会の刊行する『経済論叢』『経済

論叢別冊 調査と研究』は、11 ヵ国の 32 大学等（2009 年）の諸機関から要請を受けて配

布している。 
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 また、平成 17 年に従前の学内英文紀要を刷新して国内・海外からの投稿をレフェリー審

査によって掲載するオープン・レフェリー制度の英文誌となった Kyoto Economic 

Review(KER)は、約 30 ヵ国 300 アドレスに及ぶ前身誌の配布先を引き継ぐとともに、J-STAGE

にコンテンツを公開して国際的発信をしている。現在、78 号が公刊されており、本学教員

のみならず、海外からの投稿論文も多い。現在、編集委員体制（レフェリーシステム）の充

実と、電子ジャーナルを見越した組版の低コスト化と技術改善を実施している。 



 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 部 教員の個人業績 
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教員の個人業績の目次 
 

氏  名 頁 氏  名 頁 
依田 高典 95- 99 飯山 将晃 208-210 
今久保幸生 100-103 稲葉 久子 211-213 
岩城 秀樹 104-106 宇高 淳郎 214-215 
岩本 武和 107-109 江上 雅彦 216-219 
植田 和弘 110-114 菊谷 達弥 220-221 
宇仁 宏幸 115-118 草野 真樹 222-224 
大西 広 119-124 坂出  健 225-226 
岡田 知弘 125-130 佐々木啓明 227-229 
黒澤 隆文 131-134 神事 直人 230-232 
小島 專孝 135-136 竹澤 祐丈 233-235 
澤邉 紀生 137-140 敦賀 貴之 236-238 
塩地 洋 141-145 久野 秀二 239-242 
島本 哲朗 146-147 松井 啓之 243-245 
末松 千尋 148-150 矢野  剛 246-247 
椙山 泰生 151-155 遊喜 一洋 248-249 
武石 彰 156-159 若井 克俊 250-252 
田中 秀夫 160-162 渡辺 純子 253-256 
徳賀 芳弘 163-169 櫻田 忠衛 257-258 
成生 達彦 170-172 Dimiter Ialnazov 259-262 
西牟田祐二 173-174 川北 英隆 263-265 
根井 雅弘 175-176 原  良憲 266-271 
久本 憲夫 177-180   
藤井 秀樹 181-189   
堀  和生 190-192   
文  世一 193-195   
諸富 徹 196-199   
吉田 和男 200-201   
劉  徳強 202-203   
若林 直樹 204-207   
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1．氏  名
ふ り が な

  依田 高典
い だ   た か の り

 

2．所属講座  現代経済学講座 

3. 終学歴  1995 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程 単位取得退学 

4. 終学位  1997 年 1 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本経済学会、進化経済学会、公益事業学会、応用経済学会、行動経済学会

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部  ネットワーク経済論 情報通信産業論 KUINEP 演習 

大学院 産業組織の経済分析 ネットワーク産業の経済分析 

2008 年度  

学部  ネットワーク経済論 情報通信産業論 KUINEP 演習 

大学院 産業組織の経済分析 ネットワーク産業の経済分析 

2009 年度  

学部  行動経済学 演習 

大学院 産業組織の経済分析 ネットワーク産業の経済分析 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年度 

学部  2 回生 6 名、3 回生 2 名、4 回生 2 名、合計 10 名 

大学院 修士 1 年 1 名、博士 3 年 1 名(うち日本学術振興会特別研究員 1 名)、合計 2 名 

2008 年度 

学部  2 回生 5 名、3 回生 3 名、4 回生 2 名、合計 10 名 

大学院 修士 1 年 1 名、修士 2 年 1 名、博士 1 年 1 名、博士 4 年 1 名(うち日本学術振興会 

特別研究員 1 名)、合計 4 名 

2009 年度 

学部  2 回生 2 名、3 回生 7 名、4 回生 2 名、合計 11 名 

大学院 修士 2 年 1 名、博士 1 年 1 名、博士 2 年 1 名、合計 3 名 

(3) 教材の開発 

『行動経済学』(中公新書、2010 年)を出版し、教科書として使っている。 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 
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「ミクロ計量経済学、情報通信産業論、行動経済学」 
 両面市場として見た固定携帯融合サービスの消費者選好分析(東京経済大学・黒田敏史との共同

研究)(2009.8〜) 
 大学イノベーションマネジメントの計量分析(京都大学大学院・福澤尚美などとの共同研

究)(2009.4〜) 
 社会的割引・時間割引・確率割引の総合的分析(大産業大学・小川一仁との共同研究)(2009.4〜)
 ランダムパラメータ確率フロンティア分析を用いた経済成長の計量経済分析(京都大学大学院・

Pilar Baquero Forero などとの共同研究)(2009.1〜) 
 電力産業のヘドニック価格分析・確率フロンティア分析(関西電力・桑原鉄也などとの共同研

究)(2009.1〜) 

(2) 業績 
〔英文 単著〕 
[1] Ida, T. (2009) Broadband Economics: Lessons from Japan, Routledge (Taylor & Francis Group): London, 

290pp, January 2009. 
〔英文 査読付き学術論文〕 
[1] Ida, T., E. Itoh, and S. Kinoshita (2007) "Post-regulatory Reform Productivity Gains in Japan's Electricity 

Industry," Applied Economics Letters vol.14.13: 975-979. 
[2] Goto, R., S. Nishimura, and T. Ida (2007) "Discrete Choice Experiment of Smoking Cessation Behaviour 

in Japan," Tobacco Control vol.16.5: 336-343. 
[3] Ida, T., S. Kinoshita, and M. Sato (2008) "Conjoint Analysis of Demand for IP Telephony: The Case of 

Japan," Applied Economics vol.40.10: 1279 - 1287. 
[4] Ida, T. and M. Anbashi (2008) "Analysis of Vertical Separation of Regulator under Adverse Selection," 

Journal of Economics vol.93.1: 1-29. 
[5] Ida, T. and Y. Horiguchi (2008) "Consumer Benefits of Public Services over FTTH in Japan: Comparative 

Analysis of Provincial and Urban Areas by Using Discrete Choice Experiment," Information Society
vol.24.1: 1-17. 

[6] Ida, T. and K. Sakahira (2008) "Broadband Migration and Lock-in Effects: Mixed Logit Model Analysis 
of Japan's High-speed Internet Access Service," Telecommunications Policy vol. 32.9: 615-625. 

[7] Ida, T. and T. Kuroda (2009) "Discrete Choice Model Analysis of Demand for Mobile Telephone Service 
in Japan," Empirical Economics vol.36.1: 65-80. 

[8] Ida, T. and R. Goto (2009) "Simultaneous Measurement of Time and Risk Preferences: Stated Preference 
Discrete Choice Modeling Analysis Depending on Smoking Behavior," International Economic Review
vol.50.4: 1169-1182. 

[9] Goto, R., Y. Takahashi, S. Nishimura, and T. Ida (2009) "A Cohort Study to Examine Whether Time and 
Risk Preference Is Related to the Smoking Cessation Success," Addiction vol.104.6: 1018-1024. 

[10] Ida, T. and R. Goto (2009) "Interdependency among Addictive Behaviors and Time/Risk Preferences: 
Discrete Choice Model Analysis of Smoking, Drinking, and Gambling," Journal of Economic Psychology
vol.30.4: 608-621. 

[11] Ida, T. (2010) "Anomaly, Impulsivity, and Addiction," Journal of Socio-Economics vol.39.2: 194-203. 
[12] Ida, T. (2010) "Coevolution of Product Quality and Consumer Preferences," Journal of Bioeconomics,

accepted. 
〔英文 その他の学術論文〕 
[1] Ida, T. and M. Sato (2007) "Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Broadband Services in Japan," 

Kyoto Economic Review vol.75.2: 115-126. 
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〔和文 単著〕 

[1] 依田高典 (2007) 『ブロードバンド・エコノミクス』日本経済新聞社 294pp 2007 年 3 月. 

[2] 依田高典 (2010) 『行動経済学: 感情に揺れる経済心理』中公新書 近刊 2010 年 2 月. 

〔和文 共著〕 

[1] 依田高典、後藤励、西村周三 (2009) 『行動健康経済学』日本評論社 192pp 2009 年 3 月. 

〔和文 編著〕 

[1] 依田高典、根岸哲、林敏彦(編) (2009) 『情報通信の政策分析』NTT 出版社 373pp 2009 年 9

月. 

〔和文 査読付き学術論文〕 

[1] 依田高典 (2007) 「システムのモデル化：不確実性下の意思決定理論−経済心理学から総合シス

テム科学へ」計測と制御 46.4: 255-260. 

[2] 後藤励、西村周三、依田高典 (2007) 「禁煙意思に関するコンジョイント分析」厚生の指標 54.10: 

38-43. 

[3] 依田高典、後藤励 (2007) 「時間選好、危険選好ならびに喫煙習慣」応用経済学研究 1:1-14. 

[4] 依田高典、木下信 (2007) 「系統電力と自家発の需要代替性分析」公益事業研究 59.2: 43-53.

[5] 依田高典、坂平海 (2008) 「高速インターネット接続サービスの需要代替性：成熟期に向かうブ

ロードバンドの計量経済分析」社会経済研究 56: 71-80. 

[6] 依田高典、坂平海 (2008) 「情報通信サービスの融合と相互依存性：固定ブロードバンドと携帯

電話」公益事業研究 59.4: 1-15. 

[7] 依田高典 (2008) 「NGN 利用意向の計量経済分析」InfoCom Review 45: 69-79. 

[8] 依田高典 (2009) 「携帯電話市場におけるプラットフォーム機能の役割」公益事業研究 61.1: 

25-35. 

〔和文 その他の学術論文〕 

[1] 依田高典 (2008) 「ブロードバンド・サービスの需要分析と情報通信政策」社会科学研究(東京

大学社会科学研究所)60.3/4: 33-50. 

[2] 依田高典、後藤励、西村周三(2009) 「クロスアディクションと時間/危険選好」京都大学経済論

叢 182.1:1-26. 

[3] 後藤励、依田高典、西村周三(2009) 「禁煙意思と時間・危険選好率」京都大学経済論叢

182.1:56-70. 

[4] 依田高典(2009)「情報通信の経済理論と実証分析：問題の所在と改題」依田高典、根岸哲、林敏

彦(編) 『情報通信の政策分析』NTT 出版社: 5-19. 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

[1] 依田高典 (2007.6.9) 「習慣的行動の相互依存性と時間/危険選好」応用経済学会 招待報告 於

長崎大学 

[2] 依田高典、坂平海 (2007.6.9) 「情報通信サービスの融合とロックイン効果」公益事業学会 於

拓殖大学 討論者土門晃二氏(早稲田大学) 

[3] 依田高典、木下信 (2007.6.10) 「系統電力と自家発の需要代替性分析」公益事業学会 於拓殖

大学 討論者鳥井昭夫氏(横浜国立大学) 

[4] 後藤励、西村周三、依田高典 (2007.7.21) 「禁煙意志と時間・危険選好率」医療経済学会 於

学習院大学 討論者小椋正立氏(法政大学) 

[5] 依田高典 (2007.11.2) 「競争評価手法に基づく市場支配力の考え方について」第 10 回 ICT フォ

ーラム近畿 於國民會館 

[6] 依田高典、後藤励 (2007.12.16) 「嗜癖行動の相互依存性と時間/危険選好:喫煙、飲酒、ギャン

ブルの離散選択モデル分析」2007 年度行動経済学会 於大阪大学 
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[7] 依田高典 (2008.6.8) 「携帯電話市場におけるプラットフォーム機能の役割に関する計量経済分

析」公益事業学会 於宮城蔵王ロイヤルホテル 討論者高嶋裕一氏(岩手県立大学) 

[8] 依田高典 (2009.3.20) 「Anomaly, Impulsivity, and Addiction」International Workshop on 

"Economics of Obesity and Health Outcomes" 於 Osaka, Japan. 

(4) 受賞 
2007 年 10 月 ドコモ・モバイル・サイエンス賞 奨励賞 
 『ブロードバンド・エコノミクス』 
2007 年 11 月 大川情報通信基金 大川出版賞 
 『ブロードバンド・エコノミクス』 
2007 年 11 月 日本応用経済学会 第一回学会賞 

 『時間選好、危険選好ならびに喫煙習慣』 
2010 年 3 月 日本学術振興会  第六回日本学術振興会賞 
 「情報及び健康に関する消費者選好の実証経済学的研究」 

(5) 外部資金 
[1] 科学研究費補助金 基盤研究(C) 課題番号 15730133 「情報通信産業の競争政策の理論・実証

研究：ブロードバンド産業を中心に」(2006-2008 年度) 3,100 千円 
[2] 電気通信普及財団研究助成金 「大学院経済学研究科「特別講義」開設援助」(2007 年度) 1,200

千円 
[3] 厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業） 「各種禁煙対策の経

済影響に関する研究（研究分担者）」(2007 年度) 6,000 千円 
[4] 科学研究費補助金 基盤研究(C) 課題番号 21530218 「情報通信産業の規制改革の理論・実証

研究：利便性と安全・安心の両立を目指して」(2009-2011 年度) 3,100 千円 
[5] 科学研究費補助金 基盤研究(A) 課題番号 21243028 「境界のマネジメントと日本企業のイノ

ベーション(研究代表者：武石彰京都大学教授)」(2009-2011 年度) 22,700 千円 
[6] 日本経済研究奨励財団 「両面市場の経済学的研究：デジタル家電市場への適用」(2010年度) 400

千円 
[7] 電気通信普及財団研究助成金 「両面市場から見たクラウド・サービスの研究」(2010-2011 年度)

1,500 千円 
[8] KDDI 財団調査研究助成金 「両面市場から見た FMC サービスの研究」(2010-2012 年度) 2,000

千円 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

特になし 

(7) その他の研究活動・研究支援 

特になし 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

 COE 運営委員(2005-2007 年度) 

 FD 委員会 教員評価 WG 委員(2007-2009 年度)・大学院教育 FD 委員(主任)(2009 年度) 

 教科委員(2007 年度)・教科主任(2008 年度) 

 図書委員 (2009 年度) 

(2) 全学における委員・組織運営 

特になし 
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(3) 学会活動 
 進化経済学会 理事(2004 年〜現在) 
 公益事業学会 編集委員(2009 年〜現在) 

 行動経済学会 理事(2007 年〜現在) 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
 総務省 総合通信基盤局料金サービス課 ネットワークの中立性に関する懇談会委員(2006-2007

年) 
 総務省 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 新しい競争ルールの在り方に関する作業

部会委員(2006-2007 年) 
 総務省 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 競争評価アドバイザリーボード委員(2006

年-現在) 
 経済産業省 経済産業研究所 グローバル化・イノベーションと競争政策研究プロジェクト委員

(2007-2008 年) 
 総務省 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 インターネット政策懇談会委員(兼通信プ

ラットフォーム研究会委員)(2008-2009 年) 
 経済産業省 経済産業研究所 グローバル化・イノベーションと競争政策研究会委員(2008 年-現

在) 
 経済産業省 産業構造審議会新成長政策部会競争環境整備小委員会 エネルギー・ワーキンググ

ループ委員(2009 年-現在) 
 総務省 総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課 IPv6 によるインターネットの利用高度

化に関する研究会委員(兼 IPv6 促進利用ワーキンググループ委員・広報戦略ワーキンググループ

委員・モノのインターネット社会ワーキンググループ委員) (2009 年-現在) 
 総務省 総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課 光ブロードバンドの活用方策検討

チーム委員(2009 年-現在) 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

特になし 
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1．氏  名
ふ り が な

  今
いま

久保
く ぼ

 幸生
さ ち お

  

2．所属講座  比較制度・政策講座 

3. 終学歴 1979年3月 京都大学大学院経済学研究科博士課程経済政策学専攻・単位取得 

1979年12月 同課程退学 

4. 終学位 1994年6月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 社会政策学会（1978～）、社会経済史学会（1976～）、経営史学会（1978～）、 
政治経済学・経済史学会（1990～）、ドイツ現代史学会（1985～）、 
日本経営学会（1980～1990） 

6. 教育活動 

(1)担当授業科目(学部，大学院) 

2007年度 
学部   経済政策論2、演習 
大学院  比較経済政策システムA(講義)、比較経済政策システムB(講義) 

2008年度 

学部   経済政策論、演習 

大学院  比較経済政策システムＡ（演習）、比較経済政策システムB（演習） 

公共政策大学院  経済政策（講義）、経済統合政策（講義） 

2009年度 

 学部   経済政策論、演習 

 大学院  比較経済政策システムA（講義）、比較経済政策システムB（講義） 
 公共政策大学院  公共政策論（講義）、経済政策（講義）、経済統合政策（講義） 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など)          

学部演習    

  2007 年度 2008 年度 2009 年度 

  2 回生 3 10 7 

  3 回生 6 5 11 

  4 回生以上 6 7 8 

  研究生 1 1 1 

計 16 23 27 

 

 修士過程演習      

  2007 年度 2008 年度 2009 年度

  主任指導 1 回生       

       2 回生以上 1     

      指導 1 回生 1 3 1 

         2 回生以上   1   

     計  2 4 1 

 

 博士課程演習      

  2007 年度 2008 年度 2009 年度

主任指導 1回生       

      2 回生       
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      3 回生以上  1     

     指導 1 回生        

     2 回生 2     

      3 回生以上 1 2 1 

      計  4 2 1 

 

その他      

  2007 年度 2008 年度 2009 年度 

 科目等履修生 1 1 1 

 研修員   1     

  COE 研究員  1 1   

  学振特別(奨励)研究員 1     

  招聘外国人学者 1 1 1 

        計 5 3 2 

 
  カリキュラム改革において、学部基礎科目として、積み上げ式ではない認識関心喚起型という独自の

切り口の科目として「現代経済事情」の設置を提案。この科目は教員協議会で了承され、以後複数政策

系教員による授業として毎年開講されている。 
 大学院科目としては、2007年度末に基礎科目としての「政策論基礎」の設置を（共同）提案。研究科

会議で了承された。 

(3) 教材の開発 

  学部講義では、講義内容に関する適当な教科書がないため、毎回 新の研究を吸収した教材を開発・

作成している。 

(4) その他の教育活動・教育支援 

 ・海外ゼミ旅行 

  2007.8.22-8.29 ベトナム・カンボジア。参加者：黒澤准教授、院生1、学部生6名。 

  2009.9.23-9.30  台湾。参加者：学部生12名。 

 ・国内ゼミ旅行 

  2010.2.16-17-金沢・鯖江(合宿討論、金沢・加賀友禅伝統産業会館・鯖江市・眼鏡枠工場等見学) 

・工場見学 

   (1)2007.7.5川崎重工業(株)、(2)2007.12.20明治製菓高槻工場、(3)2008.6.18三菱重工業神戸造船所、

(4)2008.12.16京都清水焼団地、(5)2009.6.18神戸港、(6)伊丹市・東海バネ工業 

7．研究活動 

 (1) 現在の主要な研究テーマ 

 1．日本の東アジア統合政策に関する研究  

2．ドイツ・ワイマル体制の通商政策に関する研究 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

〔分担執筆〕 

Die Auswirkungen von Globalisierung und Wirtschaftsintegration in Ost- und Suedostasien 

auf den japanischen Arbeitsmarkt, in: Wolfgang Klenner u.a.(Hrsg.), Neupositionierung  

regionaler Fuehrungskraefte: Japan und Deutschland, Peter Lang Internationaler Verlag der 
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Wissenschaften, 2009, S. 97-142. 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

〔調査研究報告書〕 

 共編著：京都大学公共政策大学院「地域再生・活性化政策の比較予備調査報告書」2009年3月、執筆

担当：本文編、p.6-7, 9-17, 資料編p.7, 23.  

「松本新興塾」（地域営農リーダー育成塾）調査報告、2010年3月。A4-2ページ。  

〔講演概要〕 

 「ものづくりの経済学」『軽井沢夏期大学60周年記念誌』軽井沢町教育委員会・軽井沢夏期大学 

事務局、2009年1月、151頁所収 

 (3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

 [国内研究集会報告] 

1.[研究報告]「ドイツ・ワイマル体制前期の通商政策」経済空間史研究会 [榛名湖温泉・ゆうすげ

元湯、2007.4.1] 

2. [学会報告]「共通論題問題提起」、「第一次大戦後のヨーロッパ経済空間再編をめぐる独仏間関 

係の展開」社会経済史学会夏季シンポジウム、大阪市立大学文化交流センター、2008.8.29 

 3.[国際学会準備研究報告]「東アジアにおける経済連携政策の展開---「結束政策としての域内通

商・直接投資政策Regionale Handels- und Investitionspolitik als Kohaesionspolitik」の

視点から---」、日独社会科学フォーラム準備研究会、専修大学、2009.3.27. 

[国内学会報告司会] 

    1. 社会経済史学会第回全国大会、杵渕文夫報告司会、[創価大学、2007.5.26] 

2.  社会経済史学会近畿部会·経営史学会関西部会合同部会·ばん沢歩著合評司会[関西学院大学、

2008.1.12] 

3. 社会経済史学会全国大会、森下嘉之報告司会、[広島大学、2008.9.27] 

4. 社会経済史学会全国大会、共通論題司会、[広島大学、2008.9.28] 

[講演] 

  京都大学医学部同窓会、講演題目「現代日本の対外経済政策について――世界経済の構造変 

化が課する史上初の試練への、日本の対応策を考える――」（芝蘭会館、2010.1.10） 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

1.【海外現地文献・史料収集】 

(a)調査研究題目：「ベルサイユ体制下ドイツ被占領地域の通商関係」、主たる収集先(受け入れ)機関：ド

イツ外務省政策資料館（2010.2.27-2010.3.6） 

2.【海外現地調査】 

(a) 調査先：ホーチミン日本商工会、ホーチミン市証券取引所、ホーチミン市Orient Securities 

Corporation、YAZAKI EDS Vietnam社、株ユアテックVietnam Representative Office、メコンデル
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タ水上マーケット等（2007.8.22-24） 

(b)調査先：台湾・高雄加工輸出区・日月光・台弟、高雄県内門郷農業組合、台南科学工業園区 

・住華化学、日本大福、中国石油、中国鉄鋼、新竹化学工業園区・志望工業、均豪精密 

台湾総合研究院、中華テレビ等(2009.9.23-30) 

(c)フンボルト大学エラスムス・ムンドウスを中心とした若手院生・研究者国際交流に関する聴取

調査（総長裁量経費[訪問先：ベルリーン・フンボルト大学国際交流部]）（2010.3.2） 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

 (1) 部局における委員・組織運営 

・寄付講座設置・運営審査委員会委員（2005.4-） 

・将来構想委員会委員（2005.4-） 

・自己点検・評価委員会委員(2002.4-) 

(2) 全学における委員・組織運営 

・教育制度委員会委員（2004.4~） 

・地域研究統合情報センター協議員会委員（2008.4.1-2010.3.31） 

・京都大学公開講座等企画委員会委員(2009.4.1-2011.3.31) 

・京都大学公共政策専門職大学院専任教授(2008.4.1-2010.3.31) 

(3) 学会活動 

・社会経済史学会（1976～） 

［2003.1～理事、2005.1～2008.12企画委員・プログラム委員、1999～近畿部会幹事］ 

・経営史学会（1978～） 

［2008.10-理事、2009.1.1～常任理事、2009.1.1～学会賞選考委員会委員長] 

(4) 国際交流活動 

・スイス、ヌシャーテル大学 Dr. Pierre-Yves Donze講師を招聘外国人学者として招聘し、スイス・

日本産業発展に関する研究交流を実施中（2006.10-2008.10） 

・Ho Chi Minh City Open Universityにて同大学国際学術交流担当のVice Director Van Thi Hong Loa

h氏ほかと京大との国際学術交流に関する協議(2007.8.24) 

・実践大学高雄キャンパス経済貿易学科・日本語学科との学生12名を伴っての交流・討論(2009

.9.24)、台湾大学経済学系李顕峰副教授とその大学院ゼミ生・学部ゼミ生との京大側12名の

学部ゼミ学生との交流・討論（2009.9.29） 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

・甲南大学経済学部非常勤講師：ヨーロッパ経済入門担当（2007.9～2008.3） 

・(財）日独文化研究所評議員（2001.11.1～現在） 
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1．氏  名
ふ り が な

  岩城
い わ き

 秀樹
ひ で き

 

2．所属講座  ファイナンス工学講座 

3. 終学歴 1999 年 3 月 一橋大学大学院商学研究科博士後期課程 

経営学及び会計学専攻退学 

4. 終学位 2008 年 7 月  京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本経営財務研究学会（1989 年 10 月） 

日本金融・証券計量・工学学会（1993 年 4 月） 

日本ファイナンス学会（1993 年 4 月） 

日本保険・年金リスク学会（2003 年 11 月） 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度 

学部  ポケットゼミ、経営財務、演習 

経営管理大学院  基礎数学、ファイナンス、デリバティブ論、 

ワークショップ I、ワークショップ II 

 2008 年度  

学部  経営財務、演習 

大学院 数理ファイナンス I 

経営管理大学院  ファイナンス、ワークショップ I、ワークショップ II 

2009 年度  

学部  経営財務、演習 

大学院 数理ファイナンス I、数理ファイナンス II, 数理ファイナンス特論 B 

経営管理大学院  ファイナンス、ワークショップ I、ワークショップ II 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2008 年度 

学部 3 回生 4 名、4 回生以上 6 名 

経営管理大学院 M2 ４名 

経済学研究科 博士課程 D2 １名 

 2009 年度 

学部 2 回生，3 回生 1 名、4 回生以上 6 名 

経営管理大学院 M2 5 名 

経済学研究科 博士課程 D2 １名 

(3) 教材の開発 

学部 経営財務 講義ノート・資料をすべてｐｄｆファイル化 HP にアップロード公開 

経営管理大学院 基礎数学 ファイナンス デリバティブ論  

講義ノート・資料をすべてｐｄｆファイル化 HP にアップロード公開 
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(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 非完備市場における 適消費・資産選択及びリスク評価とリスク・ヘッジ 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

単著  

「確率解析とファイナンス」共立出版、2008 年 6 月 

• 論文  

``Some properties of subjective probabilities induced by optimal expectations”(尾崎祐介との共著), to appear 

in Financial Research Letters. 

ワーキングペーパー 

`` An Insurer's Problem on Pricing under Distorted Probabilities and Efficient Hedging in an Incomplete 

Market” (江上雅彦との共著),  

ディスカッションペーパー 

``An Optimal Life Insurance Policy in the Investment-Consumption Problem in an Incomplete Market", CAEA 

Discussion Paper Series No.151, 2007 年 12 月(江上雅彦との共著) 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

`An Optimal Life Insurance Policy in the Investment-Consumption Problem in an Incomplete Market",  

 AsianFA-NFA 2008 International Conference at PACIFICO Yokohama. (江上雅彦との共同研究発表). 

``An Insurer's Problem on Pricing under Distorted Probabilities and Efficient 

Hedging in an Incomplete Market”, 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics 

(IME2009), Istanbul, Turkey, 2009. (江上雅彦との共同研究発表). 

``Some properties of subjective probabilities induced by optimal expectations”(尾崎祐介との共同研究発表), 

Economic Forum at National Cheng Kung University, Taiwan 2009. (招待講演).  

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

2008 年度 大学改革推進等補助金 

プログラム名称：専門職大学院等における高度専門職業人養成推進プログラム 

事業名称：国際的競争力のある金融・会計職業人養成 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

2008 年度 科学研究費補助金 基盤研究（B）連携研究者 

研究課題名：金融資産の評価モデルの構築とその応用に関する研究  

期間：2008 年度-2011 年度 
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(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

2008 年度 経済学研究科学生委員 

2008 年度－2009 年度 経営管理教育部教科委員 

2009 年度 経済学研究科経済学部同窓会学内企画委員会委員 

2009 年度 経済学研究科経済学会監査 

2009 年度 経済学研究科点検評価 WG 

2009 年度 経営管理教育部入試委員 

(2) 全学における委員・組織運営 

2008 年度－2009 年度 資金管理・運用専門委員会委員 

2006 年度-2008 年度 基礎教育専門委員会数学部会委員 

全学共通教育数学部会 

(3) 学会活動 

日本保険・年金リスク学会 理事・評議員（2003 年 11 月-） 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

日本学術振興会産学協力研究委員会経営問題第 108 委員会委員（2005 年 6 月-） 

公認会計士試験委員（2007 年 12 月-） 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  岩本
いわもと

 武和
たけかず

 

2．所属講座  比較制度・政策講座 

3. 終学歴 1988 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学 

4. 終学位 1999 年 9 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本国際経済学会、日本金融学会、経済学史学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度 
学部   国際経済学、現代経済事情、演習・国際経済学、 

日本文化研修留学生(経済のグローバル化と日本経済) 
大学院  国際経済政策 A・B 
経営管理大学院  国際経済学 
公共政策大学院  国際経済政策 

2008 年度 
学部   国際経済学、現代経済事情、演習・国際経済学、入門演習 

日本文化研修留学生(経済のグローバル化と日本経済) 
大学院  国際経済政策 A・B 
経営管理大学院  国際経済学 
公共政策大学院  国際経済政策 

 2009 年度 
学部   現代経済事情、演習・国際経済学、入門演習７ 

日本文化研修留学生(経済のグローバル化と日本経済) 
大学院  国際経済政策 A・B、政策基礎論 A 
経営管理大学院  国際経済学 
公共政策大学院  国際経済政策 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度 学部ゼミ生：２回生(10 名)、３回生(10 名)、４回生(10 名) 

大学院指導院生：修士課程(4 名)、博士課程(4 名) 

(3) 教材の開発 

 講義資料(パワーポイント)を HP( http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~iwamoto/)にて公開 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

   国際経済学、国際金融論 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
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〔紀要論文〕 

・「アメリカ経常収支赤字の持続可能性」『世界経済評論』第 51 巻第 9 号,2007 年 9 月,31 頁-40 頁 

・「金融危機とグローバルインバランス－米国の高レバレッジ型対外ポジションの脆弱性を中心にし

て－」『JBIC 国際調査室報』第 3 号,2009 年 11 月,国際協力銀行,17 頁－30 頁. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

〔雑誌〕 

・「サブプライムローン問題と投機マネー」『じっきょう』(実教出版)No.80, 2008 年 11 月 12 日,1

頁-5 頁 

〔書評〕 

・「書評 田中素香・馬田啓一編著『国際経済関係論－対外経済政策の方向性を探る－』文眞堂、2007

年」『世界経済評論』,2008 年 1 月.  

・「書評 Markwell, Donald :John Maynard Keynes and International Relations: Economic Paths to War and 

Peace, Oxford: Oxford University Press, 2006.」『経済学史研究』50-1,2008 年 7 月,107 頁－108 頁.  

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

・「米国経常収支赤字の持続可能性」日本国際経済学会第 49 回関西支部総会,岡山大学,2007 年 6 月 9

日. 

・「大田英明"IMF 改革の現状と課題:本当に変わったのか？"へのコメント」日本金融学会 2009 年秋

季大会,香川大学,2009 年 11 月 7 日.  

・「金融危機とグローバルインバランス」静岡大学経済学会,2009 年 12 月 19 日.  

・「金融危機後のグローバルリバランス」地域公共政策学会,福井県立大学,2010 年 3 月 22 日. 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・2005 年度～2007 年度 科学研究費補助金・基盤研究(C) 

「国際資本移動のプロシクリカリティに関する研究」(研究代表者：岩本武和) 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

図書委員会 2007 年 4 月～2009 年 3月（委員長 2008 年 4 月～2009 年３月) 

FD 委員会 2008 年 6 月～2010 年 3 月 

学部教育改善ワーキンググループ(主任) 2007 年 6月～2009 年３月 

経済学会委員会(主任) 2005 年 6 月～2007 年 5 月 

大学院カリキュラム委員 2002 年 4 月～2007 年 5月 

国際交流教員委員会(委員長) 2009 年 4 月～2010 年 3 月 

東アジア経済研究センター運営協議会委員 2009 年 4 月～2010 年 3 月 

プロジェクトセンター運営協議会委員 2009 年 10 月～ 

(2) 全学における委員・組織運営 

入学者選抜検討研究委員会(全学) 

教育研究評議会評議員 2008 年 4 月～2010 年 3 月 
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企画委員会委員 2008 年 10 月～ 

大学評価小委員会委員 2008 年 10 月～ 

図書館協議会協議員 2008 年 4 月～ 

学術情報リポジトリ特別委員会・委員長 2008 年 4月～ 

(3) 学会活動 

日本国際経済学会・常任理事(2002 年 10 月～現在) 

(4) 国際交流活動 

・ロンドン大学(School of Oriental and African Studies[SOAS]), Centre of South East Asian Studies [CSEAS] 

Seminars (ASEAN and its impact on Southeast Asian development) 2008 年 3 月 8 日. 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

 植田
う え た

 和弘
かずひろ

 

2．所属講座  金融・財政講座 

3. 終学歴 1983 年 大阪大学大学院博士課程修了 

4. 終学位 1997 年 3 月 京都大学経済学博士、1983 年 12 月 大阪大学工学博士 

5. 所属学会 日本財政学会、日本地方財政学会、国際公共経済学会、環境経済・政策学会、

環境科学会、International Institute of Public Finance、日本経済政策学会、 

公共政策学会、日本経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部   財政学、環境経済論  

大学院  財政学、環境経済分析 

2008 年度 

学部   財政学、環境経済論 

大学院  財政学、環境経済分析 

2009 年度 

学部    

大学院   

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年度 

大学院 D3 -19 人、D2-4 人、D1-3 人、M2-5 人、M1-1 人 

2008 年度 

学部 18 人 大学院 D3 - 17 人、D2- 4 人、D1-3 人、M2- 7 人、M1- 2 人 

 2009 年度 

 大学院 D3 - 17 人、D2- 3 人、D1-6 人、M2- 3 人、M1- 3 人 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

持続可能な発展の経済と財政、環境制御の財政理論 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
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共著 

『環境と社会』日本放送出版協会，2009 年 

『東アジアの越境環境問題 環境共同体の形成をめざして』九州大学出版会、2010 年 

共編著 

『中国の環境政策 現状分析・定量評価・対中円借款』京都大学学術出版会、2008 年 

『ベンチマーキングで変える！自治体のごみ管理』中央経済社、2009 年 

『Basic 現代財政学 第 3版』有斐閣、2009 年 

『地球温暖化防止の国際的枠組み』環境経済・政策学会編、東洋経済新報社、2010 年 

共編 

『環境ガバナンス叢書』ミネルヴァ書房、2009-2010 年 

訳書 

P.ダスグプタ 『サステイナビリティの経済学』、岩波書店、2007 年 

P.ダスグプタ『経済学』、岩波書店、2008 年 

D.シンプソン・M.トーマン・R.エイヤーズ『資源環境経済学のフロンティア』日本評論社、2010

年 

分担執筆 

「環境政策の欠陥と環境ガバナンスの構造変化」（『環境ガバナンス論』、松下和夫編著、京都大学

学術出版会、pp.291-307）、2007 年 

Taiwan: The Challenge of Building a Cyclical Society, in Japan Environmental Council ed., The State 

of the Environment in Asia 2006/2007, United Nations University Press, pp.188-191  

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

査読付き論文 
Kazuhiro Ueta, Akihisa Mori(2007) Environmental Governance for Sustainable Development in 

East Asia, Kyoto Economic Review, Vol.76, No.2, pp.165-179 

Sungin Na, Kiyoshi Fujikawa, Tadashi Hayashi,Kazuhiro Ueta, Yohihisa Inada, Akihisa Mori, 

Takasei Kusube, Mitsuru Shimoda(2007) Site Location of Projects in China by Clean 

Development Mechanism: An Input Output Analysis, Interdisciplinary Information 

Sciences, Vol.14, No.1, pp.77-87 

Dhakal Narayan, Kazuhiro Ueta(2007) Exogenous Vs Endogenous Development: Quest for survival 

of donor harmonizaition, Readings on Governance and Development, Vol. IX 

Nakada,M. and K. Ueta(2007) Sulphur Emission Control in China: Domestic Policy or Regional 

Cooperative Strategy?, Energy and Environment, Vol.18, No.2, pp. 195-206 

金紅実・植田和弘（2007）中国の環境政策と汚染者負担原則、上海センター研究年報 東アジア

経済研究 2006 
Mori, A. and Kazuhiro Ueta (2009) Beyond Green Growth: Sustainable Development in East Asia, 

in eds., Chung, R.K., LEE Hyun-Hoon, and E.Quah, Pursuing Green Growth in Asia and the 
Pacific, Thompson Learning,  

沼田大輔・植田和弘 (2009)「使用済み蛍光管の回収を促す経済的手法の評価」『社会技術研究論

文集』 Vol. 6, pp. 58-67  

Elena Rotarou, Kazuhiro Ueta(2009)Foreign Aid and Economic Development:Tanzania’s 

Experience with ODA, The Kyoto Economic Review, Vol. LXXVIII, No.2, December 2009, 

pp.157-189 

Rintaro Yamaguchi and Kazuhiro Ueta(2010), Capital depreciation and waste accumulation in 

capital-resource economies, Applied Economic Letters, forthcoming 

ディスカッションペーパー 

Mori, A. and K. Ueta(2007) Beyond Green Growth: Sustainable Development in East Asia, KSI 
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Communications 07-01 

Ueta, K. (2007) Environmental Technology Transfer for Global Environmental Protection, KSI 

Communications 07-02 

Ueta, K. (2007) Environmental Taxation Debate in Japan, KSI Communications 07-03 

Ueta, K. (2007) International Public Policy for Global Environmental Protection, KSI 

Communications 07-04 

Ueta, K. and M. Shimizu（2007） Ecological Democracy and Ecologically Sustainable Urban 

Development in Japan, Multi-level Environmental Governance  for Sustainable 

Development, Discussion Paper Series, 2007-01 

Yamaguchi, Y. and K. Ueta（2007） Substance Flow Analysis and Efficiency Conditions: A Case 

of Lead, 21COE Interfaces for Advanced Economic Analysis, Kyoto University, Discussion 

Paper Series, No.119 

Ueta, K. and S. Lee(2008)Public Policy for the Disposal of High-Level Radioactive Wastes 

in Japan, Communications 08-07 

Sang-Hoon Kim, Kazuhiro Ueta（2008）A Theoretical Inquiry into Environmental Cost Valuation, 

Multi-level Environmental Governance  for Sustainable Development, Discussion Paper 

Series,2008-04 

佐々木健吾・植田和弘(2009) 持続可能な発展指標の課題と展望、KSI Communications 09-04 

Ueta, K. (2009) GHG Emission Reduction Target Debate in Japan, KSI Communications 09-05

紀要論文等 

植田和弘、藤川清史、羅星仁、林宰司(2007)  日本の対マレーシア クリーン開発メカニズムの

経済効果分析(2)、経済論叢別冊 調査と研究、第 35 号,pp.1-18 

植田和弘(2008)  環境サステイナビリティと公共政策、公共政策研究、8号、pp.6-18 

植田和弘（2009）「循環型づくりの課題と自治体の役割」『マッセ OSAKA 研究紀要』第 12 号、pp7-14

植田和弘（2009）「低炭素社会への課題と戦略」『経済セミナー』第 645 号、pp.16－20 

植田和弘（2010）｢｢環境と福祉｣の統合と持続可能な発展｣『彦根論叢（滋賀大学）』第 382 号、

pp.57-80  

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

新聞 
「再生可能エネルギー脚光」、『日本経済新聞』「今を読み解く」2007 年 5 月 20 日 

「地球温暖化による経済的損失」、『時評』ウェーブ 2007 年 6月 7日 

「持続可能な発展の測度」、『時評』ウェーブ 2007 年 10 月 11 日 

「地域からの地球温暖化防止」時評 ウェーブ、2008 年 4 月 2日 

「持続可能な社会を目指して（1）～（8）」『日本経済新聞』2008 年 4 月 15 日～24 日 

「分析 洞爺湖サミット「脱温暖化」指導問われる」『信濃毎日新聞』2008 年 7 月 13 日 

「日中環境技術移転」時評 ウェーブ 2008 年７月 30 日 

「グリーン・ジョブ」時評 ウェーブ 2009 年 1 月 30 日 

「温暖化防止中期目標のあり方（上）低炭素社会の先導役に」『日本経済新聞』2009 年 2 月 4 日

経済教室 

「省エネ・排出削減」時評 ウェーブ 2009 年 3 月 27 日 

雑誌 
「地球温暖化防止への環境経済戦略」、『世界』2007 年 9 月号、pp.112-120 
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「環境経済・政策学と持続可能な発展－環境科学会学術賞受賞に寄せて－」、『環境科学会誌』、20

巻 2 号、pp.155－158 
淡路剛久、川本隆史、植田和弘、長谷川公一「環境問題の現状と研究・学習のあり方-『リーディ

ングス環境』全 5巻の完結によせて」、『書斎の窓』2007 年 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 
Ueta, K. (2007) Some Critical Issues on Environmental Taxation in Japan, KSI Workshop on 

Environmental Fiscal Issues and Circular Economy in East Asia, Kyoto, March 9-10, 2007

Ueta, K.(2007) Economics of CDM and Public Policy, International Symposium on Future 

International Framework on Climate Change and Clean Development Mechanism, JCPC, 

Shojihomu, Tokyo 

Ueta, K.(2007) CDM and Sustainable Development: China and Japan, China/Japan CDM, 

Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas 18078001, Multi-level 

Environmental Governance for Sustainable Development and Kyoto Sustainability Initiative, 

Changde, China 

Ueta, K.(2007) Environmental Governance and Land Management in Japan, Global Land Project, 

Sapporo Nodal Office in Collaboration with Sustainability Governance Project (SGP) and 

Hokkaido University Initiative for Sustainable Development(HUISD), Hokkaido University,

Sapporo 

Ueta, K.（2009）“GHG Reduction Target Debate in Japan”, Keynote Lecture, The 4th East Asian 

Symposium on Environmental and Natural Resource Economics, Institute, Taipei, Taiwan, 

March 1 

Rintaro Yamaguchi, Masayuki Sato, Kazuhiro Ueta（2009）”GENUINE SAVINGS WITH ADJUSTMENT 

COSTS”, 17th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource 

Economists, VU University Amsterdam, Netherland, June 24-27 

Ueta, K. (2010) ” Japanese politics and climate change” Cambridge Kyoto Symposium   

Pathways to a Low Carbon Society, Cambridge, United Kingdom, March 8-9 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

Ueta, K., Environmental Governance and Land Management in Japan, Global Land Project, Sapporo Nodal 

Office in Collaboration with Sustainability Governance Project (SGP) and Hokkaido University Initiative 

for Sustainable Development(HUISD), Sapporo Conference Hall, Hokkaido University, Sapporo, 2007 

(7) その他の研究活動・研究支援 

Ueta, K., CDM and Sustainable Development: China and Japan, China/Japan CDM, Grant-in-Aid for Scientific Research 

on Priority Areas 18078001, Multi-level Environmental Governance for Sustainable Development and Kyoto 

Sustainability Initiative, Changde, 2007  

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

副研究科長(2007 年 4 月～2009 年 3 月) 

(2) 全学における委員・組織運営 

教育研究評議員（2007 年 4 月～2009 年 3 月） 

(3) 学会活動 

日本財政学会常任理事 
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環境経済・政策学会 会長(2008 年 4 月～2010 年 3 月) 

(4) 国際交流活動 

Ueta, K. Some Critical Issues on Environmental Taxation in Japan, KSI Workshop on Environmental Fiscal 

Issues and Circular Economy in East Asia, Kyoto, March 9-10, 2007 

Ueta, K. Economics of CDM and Public Policy, International Symposium on Future International 

Framework on Climate Change and Clean Development Mechanism, JCPC, Shojihomu, Tokyo, 2007 

Ueta, K. CDM and Sustainable Development: China and Japan, China/Japan CDM, Grant-in-Aid for 

Scientific Research on Priority Areas 18078001, Multi-level Environmental Governance for Sustainable 

Development and Kyoto Sustainability Initiative, Changde, China, 2007 

Ueta, K. Environmental Governance and Land Management in Japan, Global Land Project, Sapporo Nodal 

Office in Collaboration with Sustainability Governance Project (SGP) and Hokkaido University 

Initiative for Sustainable Development(HUISD), Hokkaido University, Sapporo, 2007 

Ueta, K., Beyond the Trade-off between Economic Growth and Environmental Conservation, 21COE 

Exchange Workshop of Kyoto University and Renmin University of China, Beijing, 2007  

Ueta, K., Economics of CDM and Public Policy, International Symposium on Future International 

Framework on Climate Change and Clean Development Mechanism, JCPC, Shojihomu, Tokyo, 2007 

Ueta, K. Climate Change Policy and Environmental Economic Strategy, International Workshop on Solar 

Cities and Sustainable Development in Northeast Asia, Gyeongbuk University, South Korea, May 

23,2008 

Ueta, K. Environmental Governance for Sustainable Development: Implications from Japanese Experiences, 

The 3rd Sino-Japan High Level Round-Talk Meeting on Science & Technology-Energy Conservation, 

Emission Reduction and Climate Change Adaptation, Suzhou,China, June 9-10,2008 

Ueta, K. (Keynote Speech,基調講演)Environmental Governance and Economics for Sustainable Low 

Carbon Society in East Asia, International Seminar on Environmental Cooperation between China and 

Japan, Oversea Exchange Center of Peking University, Beijin, China, October4-5,2008 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

中央環境審議会臨時委員（2000～） 

経済財政諮問会議「日本２１世紀ビジョン」専門調査会委員(2004～) 

産業構造審議会臨時委員(2005～)  

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

非常勤講師 

2007 年度 大阪市立大学 

2008 年度 大阪市立大学、広島大学 
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1．氏  名
ふ り が な

  宇
う

仁
に

 宏幸
ひろゆき

 

2．所属講座  経済理論講座 

3. 終学歴 1995 年 3 月 大阪市立大学大学院経済学研究科後期博士課程単位取得退学 

4. 終学位  1999 年 3 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 経済理論学会、日本産業技術史学会、環太平洋産業連関分析学会、  

進化経済学会  

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院)  

2007 年度  

学部   社会経済学 1、社会経済変動論  

大学院  現代資本主義分析 A、 現代資本主義分析 B 

2008 年度 

学部     社会経済学 1、社会経済学理論 2  

大学院   現代政治経済学 A、現代政治経済学 B 

2009 年度 

学部     現代の経済学、社会経済学 1、社会経済変動論、社会経済学理論 B  

大学院   制度と調整の経済学、現代資本主義分析 A 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など)  

2007 年度 学部 2 回生 10 人、3 回生 10 人、4 回生 10 人、 

大学院 修士課程 2 年 2 人、博士課程 2 年 2 人、3 年 2 人 

2008 年度 学部 2 回生 10 人、3 回生 10 人、4 回生 10 人、 

大学院 博士課程 1 年 2 人、3 年 2 人 

2009 年度 学部 2 回生 10 人、3 回生 10 人、4 回生 10 人、 

大学院 修士課程 1 年 2 人、特別研究学生 1 人、博士課程 2 年 2 人、3 年 2 人 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 賃金の理論、累積的因果連関にもとづく成長理論 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

単著 

・『制度と調整の経済学』ナカニシヤ出版、2009 年 
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共編著 

・『現代資本主義への新視角――多様性と構造変化の分析』（山田鋭夫、鍋島直樹氏との共編著）、昭

和堂、2007 年 

分担執筆 

・「NTT 西日本の構造改革」『大阪社会労働運動史』第 9 巻第１章第 3 節 3、pp.64-77、2009 年 11 月.

・「IT 化と電機産業の変化」『大阪社会労働運動史』第 9 巻第１章第 3 節 2、pp.50-64、2009 年 11 月.

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

査読付き論文 
・Growth Regimes in Japan and in the Unites States in the 1990s, Revue de la Regulation, No.1, pp.1-20, 

2007.6. 
・Export-biased Productivity Increase and Exchange Rate Regime in East Asia, The Kyoto Economic 

Review, Vol.76, No.1, pp.117-138, 2007.6. 
・「日本における賃金格差拡大とその要因」『季刊経済理論』第 45 巻第 1 号、pp.20-30、2008 年 4

月. 
・Increasing Wage Inequality in Japan since the End of 1990s: An Institutional Explanation, The Kyoto 

Economic Review, Vol.77, No.2, pp.79-105, 2008.12. 
・「IT 化・グローバル化と賃金格差拡大との関連」『季刊経済理論』第 46 巻第 1 号、pp.71-82、2009

年 4 月. 

紀要論文 

・「通貨統合の諸条件の比較分析(1)」『経済論叢』第 181 巻第 5・6 号、pp.33-46、2008 年 5・6 月.

・「通貨統合の諸条件の比較分析(2)」『経済論叢』第 182 巻第 3 号、pp.1-15、2008 年 9 月. 
・「後期マルクスの賃金動学」『経済論叢』第 183 巻第 3 号、pp.33-46、2009 年 7 月. 

予稿集など 

・「賃金の不平等化と労働制度の変化」『現代思想』2007 年 7 月号、pp.166-176. 

・「ミュルダールとカルドアの累積的因果連関論の展開」『進化経済学論集』第 12 集、2008 年 3 月

・Changes in Employment Structure and Rises in Wage Inequality in Japan, Proceedings of the International 

Conference on Public Employment Service Policies and Perspectives, pp.123-164, (Elysee Hall, 63 

Building, Seoul, Korea, 31 March 2008) 

・Wage Inequality in a Global Knowledge Economy: A Case Study of Japan, Paper for the International 

Conference on Japanese Capitalism Evolving with Asian Economic Integration, pp.1-21, Aug. 2008 

・Comparative Analysis of Conditions for Monetary Integration: Using the Eurostat I-O Tables and the Asian 

International I-O Tables, Papers for LE NEUVIEME COLLOQUE FRANCO-JAPONAIS 

D’ECONOMIE EN COMMEMORANT CENT-CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DIU TRAITE 

D’AMITIE ET DU COMMERCE ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON, pp.1-17, Sep. 2008. 

・「IT 化・グローバル化と賃金格差拡大との関連」『経済理論学会第 56 回報告集』、pp.1-19, 2008 年

10 月 

・Wage Inequality in a Global Knowledge Economy: A Case Study of Japan, The 20th EAEPE Annual 

Conference of European Association for Evolutionary Political Economy, at University of Rome Tre, 

Nov. 2008. 

・「日本製造業における企業内・企業間分業構造の変化――非正規労働補完説批判」『進化経済学論
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集』第 13 集、2009 年 3 月 

・「2000 年代における日本とアメリカの成長体制」『経済理論学会第 57 回報告集』、pp.1-19, 2009 年

11 月. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

雑誌. 

・「小泉「構造改革」と所得格差拡大」『生活経済政策』第 138 号、pp.28-32、2008 年 7 月. 

・「アメリカの格差と日本の格差」『MARR』2008 年 11 月号、pp.10-11. 

・「日本製造業における労働過程の変化」『季報唯物論研究』第 109 号、pp.51-60、2009 年 8 月. 

・「日本に必要な社会単位の調整強化」『エコノミスト』2010 年 1 月 26 日号、pp.48-51. 

報告書 
・「女性の就業率低下と男女平等意識との関係」『箕面市民の人権に関するアンケート調査報告書』、

pp.IV-10-14、2010 年 3 月. 

翻訳 

・B・シャバンス著『入門制度経済学』ナカニシヤ出版、2007 年、第 2 章と第 3 章の翻訳（原著

B. Chavance, L’Economie institutionnelle, Editions La Découverte, 2007） 

・P.A.ホール・D.ソスキス編著『資本主義の多様性』ナカニシヤ出版、2007 年 7 月、第 3 章の翻

訳を担当（原著 P.A. Hall and D. Soskice, Varieties of Capitalism, Oxford University Press, 2001） 

・M・ラヴォア著『ポストケインズ派経済学入門』ナカニシヤ出版、2008 年 7 月、第 2 章と第 3

章の翻訳（原著 M. Lavoie, L’Economie postkeynésienne, Editions La Découverte, 2004） 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
・Export-biased Productivity Increase and Exchange Rate Regime in East Asia, Conference on Governance 

Problems of East Asian Economies, at Kyoto University, 2007.9.19. （国際学会） 
・「日本における賃金格差拡大とその要因」経済理論学会第 55 回大会共通論題報告（於横浜国立大

学）2007 年 10 月 21 日 
・Export-biased Productivity Increase and Exchange Rate Regime in East Asia, The 19th EAEPE Annual 

Conference of European Association for Evolutionary Political Economy, at University of Porto, 
2007.11.3.（国際学会） 

・「ミュルダールとカルドアの累積的因果連関論の展開」進化経済学会全国大会（於鹿児島国際大

学）、2008 年 3 月 23 日 
・Changes in Employment Structure and Rises in Wage Inequality in Japan, the International Conference on 

Public Employment Service Policies and Perspectives, (Elysee Hall, 63 Building, Seoul, Korea, 31 
March 2008) （国際学会） 

・Wage Inequality in a Global Knowledge Economy: A Case Study of Japan, The International Conference 
on Japanese Capitalism Evolving with Asian Economic Integration, 31 Aug. 2008 （国際学会） 

・Comparative Analysis of Conditions for Monetary Integration: Using the Eurostat I-O Tables and the Asian 
International I-O Tables, LE NEUVIEME COLLOQUE FRANCO-JAPONAIS D’ECONOMIE EN 
COMMEMORANT CENT-CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DIU TRAITE D’AMITIE ET DU 
COMMERCE ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON, 東京日仏会館, 27 Sep. 2008.（国際学会） 

・「IT 化・グローバル化と賃金格差拡大との関連」経済理論学会第 56 回大会（於九州大学）、2008
年 10 月 25 日 

・Wage Inequality in a Global Knowledge Economy: A Case Study of Japan, The 20th EAEPE Annual 
Conference of European Association for Evolutionary Political Economy, at University of Rome Tre, 8 
Nov. 2008. （国際学会） 

・「通貨統合の諸条件の比較分析-Eurostat 産業連関表とアジア国際産業連関表を使用して」環太平

洋産業連関分析学会第 19 回大会（於山口大学）、2008 年 11 月 16 日 
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・「日本製造業における企業内・企業間分業構造の変化――非正規労働補完説批判」進化経済学会

全国大会（於岡山大学）、2009 年 3 月 28 日 
・Increasing Wage Inequality in Japan since the End of 1990s: An Institutional Explanation, 武漢大学・京

都大学シンポジウム（於京都大学）、2009 年 5 月 6 日 
・「縮小社会への経済学的アプローチ」第４回縮小社会研究会（於京都大学）、2009 年 5 月 23 日.
・「2000 年代における日本とアメリカの成長体制」経済理論学会第 57 回大会（於東京大学）, 2009

年 11 月 22 日. 
・「後期マルクスの賃金動学」第 1 回制度的経済動学研究会（於京都大学）、2009 年 12 月 24 日. 
・Wage Inequality and Employment Inequality in Japan, Incheon University and Kyoto University Joint 

Seminar, Economic Structural Change in Korea, China and Japan, at Department of Economics, 
University of Incheon, 2010.1.28.（特別講演） 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

2009 年 12 月より、6 人の他大学研究者を含む制度的経済動学研究プロジェクトを主宰 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営  

2007 年度 経済学会委員 

2008 年度 FD 委員会委員 

(2) 全学における委員・組織運営  

2007 年度 人権委員会同和人権啓発専門委員会委員長、広報委員会広報倫理専門部会長 

2008 年度～ 教育制度委員会委員 

2009 年度～ 学生部委員会委員 

2010 年 1 月 吉田事業場過半数代表 

(3) 学会活動  

2006 年度～ 進化経済学会理事、経済理論学会幹事 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

2005 年～2009 年 大阪社会労働運動史第 9 巻編集企画委員 

2006 年～    箕面市男女協働参画懇話会委員 

2007 年～    箕面市男女協働参画懇話会会長（2007 年 6 月 12 日から現在まで） 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  大西
おおにし

 広
ひろし

 

2．所属講座  統計・情報分析講座 

3. 終学歴 1985 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程（単位取得） 

4. 終学位 1989 年 1 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会   経済理論学会 日本経済学会 経済統計学会 日本統計学会 

  現代中国学会 東北アジア学会 国際アジア共同体学会 

World Association of Political Economy  

East Asian Economic Association  

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部：社会経済学・理論３、演習 

大学院：社会計量分析１・２、国際数量経済分析１・２、社会経済学・理論３ 

2008 年度 

学部：基礎統計学、社会経済学・理論３、演習 

大学院：社会計量分析１，２、環太平洋比較社会システム論１，２、社会経済学・理論３ 

全学共通：現代の経済学 

2009 年度 

学部：経済統計学、演習 

大学院：社会計量分析１，２、国際数量分析１，２、東アジア経済論基礎、 

全学共通：人権講義、教職総合演習 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年度 

学部演習 0、大学院 M1  2 人、M2  1 人、D1  2 人、D2  1 人、D3  2 人、D4 以上 1 人  

研究生 2 人 

2008 年度 

学部演習 1、大学院 M1  0 人、M2  2 人、D1  0 人、D2  2 人、D3  1 人、D4 以上 3 人  

研究生 3 人 

2009 年度 

学部演習 1、大学院 M1  2 人、M2  1 人、D1  2 人、D2  0 人、D3  1 人、D4 以上 3 人  

研究生 3 人 

(3) 教材の開発  

「経済統計学」分野の教科書を 2008 年 4 月に出版した。 

(4) その他の教育活動・教育支援  
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特になし 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ  
   １）経済史学上の数量分析方法論の開発 

２）中国少数民族経済の数量分析 

３）社会統計学における社会科学方法論 

４）マルクス経済学の数学化 

５）史的唯物論の再構成 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

単著 

・『チベット問題とは何か』(かもがわ出版、2008 年 6 月 25 日) 

・『現場からの中国論』（大月書店、2009 年 7 月 20 日） 

共著 
・『国際平和と「日本の道」』(望田幸男、田中則夫、杉本昭七、藤岡惇、浅井基文と共著、昭和堂、

2007 年 10 月 30 日) 
・『経済=統計学』(藤山英樹と共著、昭和堂、2008 年 4 月 25 日) 
・『時代はまるで資本論』(森岡孝二、小森治夫、野口宏、山西万三、小沢修司、青木圭介、伍賀一

道、和田幸子、十名直喜と共著、2008 年 12 月 25 日) 
・『韓米 FTA と韓国経済の危機』(徐勝、李康国、李廷雨、李洪植、鄭泰仁、洪基彬、金裕善、申璋

燮、ゲイリー・ディムスキー、中島朋義、中戸裕夫と共著、晃洋書房、  2009 年 2 月 20 日) 

編著 

・『格差社会から成熟社会へ』（碓井敏正と共編、大月書店、2007 年 9 月 20 日） 
分担執筆 

・「戦争の原因としての経済問題」木戸衛一・長野八久編『平和の探求 暴力のない世界をめざし

て』解放出版社、2008 年 2 月 27 日 
翻訳 

呂煒編『大学財政 世界の経験と中国の選択』(成瀬龍夫、吉村澄代、斎藤敏康と共訳、東信堂、2007
年) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
・「北朝鮮経済に関する 新情報」『経済科学通信』第 113 号、2007 年 4 月。 

・ （査読付き論文）“Forming Kuznets Curve among Chinese Provinces”, Kyoto Economic Review,
vol. 76, no. 2, 2007. 

・ （予稿集） “Is China’s Regional Disparity Widening?”, Proceedings of 9th Japan-China 
Symposium on Statistics, 2007, September（at Hakkaido University） 

・ 試論各流派対統計学、社会統計学、経済学和政治経済学的定義研究」呉敬富・劉黎明主編『第

6 届中日経済統計学国際会議論文集』首都経済貿易大学出版社、2007 年 10 月。 
・（紀要論文）「『マルクス派 適成長論』の到達点と課題」『立命館経済学』第 56 巻第 5・6 号、2008

年 3 月(金江亮と共同執筆)。 
・「戦争の原因としての経済問題」木戸衛一・長野八久編『平和の探求』解放出版社、2008 年 2

月 27 日 
・「『資本論の方法』中国語版の出版と見田方法論」関西唯物論研究会編『21 世紀の唯物論』文

理閣、2008 年 3 月 30 日 
・ （紀要論文）「『マルクス派 適成長論』の到達点と課題」『立命館経済学』第 56 巻第 5・6

号、2008 年 3 月(金江亮と共同執筆)。 
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・「チャベスと毛沢東 東アジア型発展とチャベスのベネズエラとの距離について」『経済科学通信』

第 116 号、2008 年 4 月。 

・ （査読付き論文）「問われているのは資本主義文明の克服」『日本の科学者』2008 年 10 月号。 

・「東アジアの未来とその開放性について」『国際アジア共同体ジャーナル』創刊号、2008 年。 

・「ラサ暴動の真実とチベット問題再論」『季刊中国』第 95 号、2008 年 

・「新疆ウイグル自治区のデモ/テロ現場を調査して」『経済科学通信』第 118 号、2008 年 

・「寧夏回族自治区東部貧困県の平均的回族家庭の生活状況について-呉忠市塩池県のヒアリング調

査から-」『島根大学・寧夏大学国際共同研究所年報』第 2号、2009 年 

・「今次経済危機への日中政府の対応と日中交流について」『季刊中国』第 99 号、2009 年 12 月 

・「社会主義をめざす資本主義」『季論 21』2009 年春号 

・「ネパールにおける『チベット難民』について」『経済科学通信』第 119 号、2009 年 

・” Chủ nghĩa Mác - mô hình tân cổ điển mới của chủ nghĩa tư bản”, Kinh te, 2009.6. 
・「ウイグル暴動の背景と経済格差」『エコノミスト』2009 年 9月 1日 

・「数学利用におけるマル経/近経問題」『季刊経済理論』第 46 巻第 3号、2009 年 

・「新疆ウイグル自治区における少数民族企業家の生成状況と事例について」京都大学大学院経済学

究科附属上海センター『東アジア経済研究』第 3号、2009 年 

・「甘南チベット族自治州夏河県指導層の民族比率について—1999 年『夏河県志』の分析を中心に—」

都大学大学院経済学研究科附属上海センター『東アジア経済研究』第 3号、2009 年 

・暴動でさらに悪化した民族間の対立—ウイグル会議と自治区政府のキャンペーンを検証する」『季

21』第 7号、2010 年 

   ・（査読付き論文）’Uneven Development of the World Economy: from Krugman to Lenin’,  

World Review of Political Economy, vol.1. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 
  書評 

・「吉村澄代著『素顔の中国』」『日中友好新聞』2008 年 1 月 25 日号 
 

参考論文 

・「『来料加工』と復帰10年目の香港」『日中友好新聞』2007年6月15日付け 

・「河上肇と西洋思想」『河上肇記念会会報』第88号、2007年6月 

・「中国と北朝鮮の格差問題について」『上海経済交流』大阪府日中経済交流協会、2007年7月 

・「『和』には仏教の本質がある」『日中友好新聞』2007年7月25日付け 

・「中国で『東アジア共同体』討議」『日中友好新聞』2007年9月15日付け 

・「竹島=独島から考える領有権問題と『竹島密約』」『経済科学通信』第114号、2007年9月 

・「ラウンドテーブル・ディスカッション」『北東アジア研究交流ネットワーク年報』創刊号、2007

年 

・「インフレが昂進 冷却必要な中国経済」『日中友好新聞』2007年10月25日付け 

・「中朝貿易から見た北朝鮮経済の現状について」『環日本海研究』第13号、2007年10月。 

・「経済成長の成果を分配へ: 貧困地域の草原再生計画」『日中友好新聞』2007年12月5日付け 

・「基礎研『人間発達論』の継承と革新」『経済科学通信』第115号、2007年 

・「島根県立大学に世界5大陸15ケ国のマルクス経済学者が集う」『経済科学通信』第115号、2007年

・「『世界政治経済学会』第二回大会について」『季刊経済理論』第44巻第4号、2008年 

・「『資本論の方法』中国語版の出版と見田方法論」関西唯物論研究会編『21 世紀の唯物論』文理閣、

2008 年 3 月 30 日 

・「チャベスと毛沢東 東アジア型発展とチャベスのベネズエラとの距離について」『経済科学通信』

第 116 号、2008 年 4 月 
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・「どう見るチベット問題—民族矛盾の理解について」『日中友好新聞』2008年4月5日付け 

・「実践的な実感から」『経済』2008年5月号 

・「『人間発達の経済学』南京会議から学んだもの」『経済科学通信』第 116 号、2008 年 4 月 

・「ラサ暴動についての 小限の解説」大木崇著『実録チベット暴動』かもがわ出版、2008 年 10 月

1 日所収 

・「「ラサ暴動 1年を振り返って」『日中友好新聞』2009 年 3 月 25 日 

・「魅力はマルクス経済学」『経済』2009 年 5 月号 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

＜国際学会での学会報告＞ 
2007 年 7 月 23-24 日 国際アジア共同体学会北京会議(於 中国社会科学院) 

       「中国経済の構造と協力課題」 

2007 年 8月 23日 ブルガリア科学アカデミー経済研究所セミナー(at 科学アカデミー経済研究所)

“China's Successful Transition under the Communist Regime” 

 2007 年 9月 18 日「東アジアの持続可能な発展に関するワークショップ」 

(京都大学上海センター) 

        “Is China’s Regional Disparity Widening?” 

 2007 年 9月 27 日  9th Japan-China Symposium on Statistics（at Hokkaido University） 

                 “Is China’s Regional Disparity Widening?” 

 2007 年 10 月 14 日 寧夏大学・島根大学交流 20 周年記念国際会議(於 寧夏大学) 

         「新疆自治区少数民族地区貧困農家の貧困克服問題」 

2007年 10月 28日 2nd Conference of the World Association for Political Economy (at University 

of Shimane) 

         “Privatization Process of the North Korean Economy” 

2008 年 5 月 21 日  西安交通大学公共政策管理学院セミナー報告 

     「Forming Kuznets Curve among Chinese Provinces」 

2008 年 5 月 24 日  3rd Forum of the World Association for Political Economy (at Tuinghua 

University) 

        “A Democratic Revolution in Venezuela --under the socialists’ leadership”

2008 年 7 月 22 日  国際アジア共同体学会報告(於 泰日工業大学 in Bangkok) 

                     「東アジアの未来とその開放性」 

2008 年 9 月 9日   中日文化比較研究国際シンポジウム報告 

(中国東北大学中日文化比較研究所主催 in 瀋陽) 

           「毛沢東と西洋思想」 

2008 年 9 月 14 日  第七回日中経済統計国際学術シンポジウム報告(於 西安) 

          「『経済学としての統計学』と『社会科学としての統計学』」 

 2009 年 4月 25 日 日中「人間発達の経済学」第二回国際学術シンポジウム 

         「封建的人間、資本主義的人間、共産主義的人間」 

  2009 年 9月 19 日  京都大学中国人民大学共同経済研究センター開所式記念講演 

(於 中国人民大学) 

「市场与资本主义关系的历史唯物主义分析」 

  2009 年 9月 21 日  新疆大学経済管理学院講演 

        「在日本数理馬克思経済学的新進展」 

  2009 年 9月 21 日  新疆財経大学統計学院講演 

        「Forming Kuznets Curve among Chinese Provinces」 

  2009 年 10 月 6 日  Fifth International Conference on Information (in Kyoto University) 

                “Uneven Development of the World Economy: from Krugman to Lenin” 

  2009 年 12 月 19 日 ”Green Revolution and World Order”国際学術コンファレン」報告 (於 復

旦大学) 

“Sustainable Society with Chinese Characteristics beyond Capitalistic 

Civilization”  
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  2009 年 12 月 23 日 日中韓若手交流セミナー(於 Keynote Speech) 

               “The Ongoing World Crisis as already Explained by Capital in 1868 and 
Imperialism in 1917” 

＜学会報告＞ 

2007 年 10 月 20 日 経済理論学会全国大会報告(於 横浜国立大学) 
        「マルクス派 適成長論における経営規模の歴史的変動」 
2007 年 10 月 21 日 現代中国学会全国大会報告(於 立命館大学) 

        「漢代農業のアナロジーとしての毛沢東」 

2007 年 12 月 9 日  環日本海学会全国大会(於 立命館アジア太平洋大学) 

「北朝鮮経済に関する追加情報」 

 2008 年 2月 9日   基礎経済科学研究所・アジア・アフリカ研究所共催セミナー 

「比較体制論から見たキューバとベネズエラ」 

 2008 年 2月 18 日  京都大学上海センター・中国農業問題セミナー 

         「寧夏自治区東部貧困県の平均的回族家庭の生活状況について」 

  

 2008 年 6月 15 日  現代中国学会関西部会大会報告(於 関西大学) 

         「寧夏自治区東部貧困県の平均的回族家庭の生活状況について」 

 2008 年 6月 22 日  中国経済学会大会報告(於 一橋大学) 

     「Forming Kuznets Curve among Chinese Provinces」 

  2008 年 9月 7 日  経済統計学会報告(於 阪南大学) 

           「『経済学としての統計学』と『社会科学としての統計学』」 

2008 年 9 月 28 日 北東アジア学会報告(於 山形大学) 

          「竹島=独島の現状と地図論争」 

2008 年 10 月 19 日 現代中国学会報告(於 東京大学) 

    「マルクス主義と毛沢東が生み出した鄧小平路線」 

 2008 年 10 月 25 日 経済理論学会報告(於 九州大学) 

           「新古典派シグナリング理論の史的唯物論的解釈」 

 2008 年 11 月 2 日  国際アジア共同体学会第一回国内学術大会報告(於 愛知大学) 

                     「中国の対東南アジア政策について」 

2009 年 2 月 17 日 京都大学上海センター・シンポジウム報告 

         「中国農業史研究におけるチベット農奴制研究の意義について」 

  2009 年 5月 9 日 経済理論学会関西部会報告(於 大阪産業大学) 

         「チベット農奴制研究の史的唯物論的意義」 

  2009 年 6月 13 日 現代中国学会関西部会大会報告(於 関西大学) 

         「チベット農奴制の歴史的な位置づけについて」 

  2009 年 6月 20 日 中国経済学会大会報告(於 大阪市立大学) 
        「経済問題としての中国民族問題」 
  2009 年 7月 26 日  社会主義理論学会報告(於 東京文京区民センター) 

        「アメリカ資本主義の批判から資本主義の批判へ 資本主義の批判から近代経済学

の批判へ」 
  2009 年 9月 13 日  基礎経済科学研究所研究大会共通論題報告(於 大阪経済大学) 

        「『資本論』『帝国主義論』の接点としての今次経済危機」 

  2009 年 10 月 18 日 現代中国学会報告(於 神戸大学) 

        「民族矛盾の背景としての様々な経済矛盾について」 

  2009 年 11 月 14 日 中国経済学会関西部会報告(於 京都大学) 

  「甘南チベット族自治州夏河県指導層の民族比率について 

-1999 年『夏河県志』の分析を中心に-」 

  2009 年 11 月 21 日 北東アジア学会大会コメント 

        「北東アジアの危機と持続的発展－環境・開発・人権－へのコメント」 

  2009 年 11 月 23 日 経済理論学会大会報告(於 東京大学) 

        「『資本論』『帝国主義論』の接点としての今次経済危機」 
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(4) 受賞  

2009 年 5 月 Distinguished Achievement Award of World Political Economy in the 21st Century

を授賞 

(5) 外部資金 

・2008 年度       科学研究費（特別研究員奨励費） 研究分担者 

・2009 年度前期  日本学術振興会若手研究者交流支援事業: 東アジア首脳会議参加国からの 

招へい コーディネーター 

・2009 年度後期-2010 年度前期  日本学術振興会若手研究者交流支援事業: 東アジア首脳会議参

加国からの招へい コーディネーター 

・上海センター協力会からの研究費助成  

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 
2007 年 10 月 14 日の寧夏大学・島根大学交流 20 周年記念国際会議は両大学との共同研究とい

える。中国少数民族地域経済の比較研究という文脈での研究であり、この国際会議の直後にも

寧夏自治区貧困県の調査に入った。 

(7) その他の研究活動・研究支援 

 特になし 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 
2003-2007 年度  経済学研究科上海センター運営委員、上海センター所員 

2005-2008 年度  経済学研究科上海センター副センター長 

2003-2007 年度  経済学研究科基金管理委員 

2003-2007 年度  大講座充員拡充委員会委員 

2006-2007 年度  経済学研究科図書委員 

2007 年度     経済学研究科図書委員長 

2008-2010 年度   経済学研究科人権委員長 

2009 年度前期   経済学研究科教科主任 

2007-2010 年度    経済学研究科人権委員  

2009 年度-        経済学研究科東アジア人材開発コース主任 

2009 年度-        京都大学・中国人民大学共同経済研究センター副所長 

(2) 全学における委員・組織運営 
 2006-2007 年度   国際交流センター協議員 

2007 年度    図書館機構委員 

2007-2010 年度   人権委員 
(3) 学会活動  

World Association for Political Economy 副会長、基礎経済科学研究所理事長、経済理論学会幹事

(2009 年度まで)、北東アジア学会副会長、現代中国学会理事、国際アジア共同体学会理事 
(4) 国際交流活動 

「東アジア・コース」主任としての院生の募集・教育支援・制度設計 
「京都大学・中国人民大学共同経済研究センター」副所長としての中国人民大学との交流 
韓国慶北大学校との交流の推進 
世界政治経済学会での様々な交流活動など 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
 上海センター協力会事務局担当(2008 年度途中まで) 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
 日中友好協会全国常任理事・京都府連合会副会長、日中友好経済懇話会顧問 
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1．氏  名
ふ り が な

  岡田
お か だ

 知
とも

弘
ひろ

 

2．所属講座  比較制度・政策講座 

3. 終学歴 1985 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程研究指導認定の上、

退学 

4. 終学位 1990 年 7 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 政治経済学・経済史学会 日本地域経済学会 日本史研究会 
経済教育学会 歴史学研究会 日本農業経済学会 地域農林経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院)  

2007 年度  

学部：地域産業論、地域開発論、社会経済学入門、演習 

大学院：地域産業分析 1.2 

 2008 年度 

  学部：社会経済学入門、京都経済論、演習 

  大学院：地域産業分析 1.2、社会経済学・古典研究 1（学部共通） 

 2009 年度 

  学部：地域産業論、地域開発論、演習、ポケットゼミ 

  大学院：地域産業分析 1.2、社会経済学・古典研究 1（学部共通） 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など)  

【2007 年度】 

学部演習 2 回生（11 名）、3 回生（5 名）、4 回生以上（16 名） 

大学院生 修士 1 年（1 名）、修士 2 年（1 名）、博士 1 年（2 名）、博士 2 年（2 名）、博士 3 年以

上（12 名）、研究生（6 名）、研修員（2 名） 

【2008 年度】 

学部演習 2 回生（10 名）、3 回生（11 名）、4 回生以上（9 名） 

大学院生 修士 1 年（0 名）、修士 2 年（2 名）、博士 1 年（1 名）、博士 2 年（2 名）、博士 3 年以

上（12 名）、研究生（3 名）、研修員（2 名） 

【2009 年度】 

学部演習 2 回生（9 名）、3 回生（10 名）、4 回生以上（13 名） 

大学院生 修士 1 年（2 名）、修士 2 年（0 名）、博士 1 年（2 名）、博士 2 年（1 名）、博士 3 年以

上（10 名）、研究生（4 名）、研修員（2 名） 

(3) 教材の開発 

2007 年に地域経済学のテキスト『国際化時代の地域経済学』（共著）、第三版、有斐閣、を出版し

た。また、地域調査の入門書として『行け行け！ わがまち調査隊 ―市民のための地域調査入
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門―』（共著）、自治体研究社を、2009 年に出版した。 

(4) その他の教育活動・教育支援 

2007 年度に学生ゼミの共同調査報告書を、京都大学機関リポジトリに全文掲載した。 

  2007 年度に、京都市役所及びコンソーシアム京都と連携して、京都市の「事務事業評価サポータ

ー制度」に学生ゼミが参加した。 

  大学院の研究室紀要『資本と地域』を毎年発行し、2008 年度には第 5 号を出版した。 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 グローバル化と地域経済の構造変動、市町村合併と地域経済、 

農村経済再生・地域づくりの理論創造、都市形成史 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

単著 

『道州制で日本の未来はひらけるか』自治体研究社、2008 年 

『一人ひとりが輝く地域再生』新日本出版社、2009 年 

共著 

『京都市政 公共経営と政策研究』法律文化社、（執筆部分：第 5 章 産業政策の転換と京都財界

の政策要求）、2007 年 

『協働がひらく村の未来』自治体研究社、（執筆部分：はしがき、第 2 章 学びと自治の力が自律

の村をつくる）、2007 年 

『格差是正と地方自治』（日本地方自治学会編）、敬文社、（執筆部分「Ⅰ―３『地域格差』と自治

体の再生」）2008 年 

『日本農業と農政の新しい展開方向』（藤谷築次編）、昭和堂、（執筆部分「自治体農政の課題と地

域農業発展の方向性」2008 年 

『地域再生のリアリズム』（唯物論研究協会編）、青木書店、2009 年（執筆部分、地域社会の衰退

と再生をめぐる対抗） 

『新自由主義か 新福祉国家か』（渡辺治、二宮厚美、後藤道夫との共著）、旬報社、2009 年（執

筆部分、第三章構造改革による地域の衰退と新しい福祉国家の地域づくり） 

編著 

『市民による市民のための合併検証－あきる野市の実態が示すもの－』自治体研究社,2007 年（執

筆部分、「はしがき」、「第Ⅰ部 平成の大合併と『あきる野市』」） 

『グローバリゼーションと世界の農業』大月書店、2007 年（執筆部分、「第 10 章 グローバリゼ

ーションの農村社会崩壊の危機」、「あとがき」） 

『山村集落再生の可能性』自治体研究社、2007 年（執筆部分、「Ⅴ 山村再生の意義と可能性」）

『西宮現代史』第１巻Ⅱ、西宮市、2007 年、（須崎愼一氏等との共著。分担部分第１章第 5 節１

～３項、第 6 節、第 8 節、第 9 節、第 2 章第 9 節、第 11 節、第 13 節、第 3 章第 7 節、１・
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３・４・７項、第 8 節、第 9 節１・２・3 項、第 10 節、第 4 章第１節、第 3 節、第４節、第

6 節１・２項、第 7 節） 

『環境再生のまちづくり 四日市から考える政策提言』ミネルヴァ書房、2008 年（執筆部分、「第

6 章 四日市地域経済の維持可能性と政策的課題」） 

『行け行け！ わがまち調査隊 ―市民のための地域調査入門―』（品田茂との共著）自治体研究

社、2009 年（執筆部分、「はしがき」「第１部 地域づくりと地域調査活動」「第 2 部 地域

調査をやってみよう コメント部分」「第３部 資料  はじめに」） 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

紀要論文 

「地域の危機と再生の条件」『教育』第 57 巻第 11 号、2007 年 11 月 

「政治構造の地殻変動と地方自治をめぐる展望」『信州自治研』第 191 号、2008 年 1 月 

「日本経済史の地域論的再構築―地域形成史論の射程」『経済史研究』第 11 号、2008 年 3 月 

「地域再生と大都市問題」『企業環境研究年報』第 13 号、2008 年 12 月 

「グローバリゼーションと対抗する地域農業と自治体」『信州自治研』第 204 号、2009 年２月 

「地域からの経済再生と中小企業の役割」『中小商工業研究』第 100 号、2009 年７月 

「経済危機下の地域経済と雇用問題」『農村と都市を結ぶ』第 696 号、2009 年 10 月 

「『昭和の合併』の受容過程～滋賀県彦根市の事例～」『生駒経済論叢』第 7 巻第１号、2009 年７

月 

「『平成の大合併』は地域に何をもたらしたか」『季刊 家計経済研究』第 85 号、2010 年冬 

「大都市における地域経済政策の方向性」『阪南論集』第 45 巻第 3 号、2010 年 3 月 

 査読付き論文 

「『平成の大合併』・道州制論の歴史的位置」『歴史学研究.』第 843 号、2008 年 8 月 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

雑誌論文 

「地域内再投資によるスモールビジネスの育成」『農業と経済』第 74 巻第 13 号、2008 年 11 月 

「国土政策における『選択と集中』を問い直す」『建築とまちづくり』第 379 号、2009 年 7/8 月

「なぜ、今、地域調査が必要とされるのか」『おおさかの住民と自治』第 372 号、2009 年 11 月号

「地域から持続可能な社会・経済システムをつくるために」『季刊 にじ』第 628 号、2009 年冬

「ポスト構造改革時代の地域再生と基礎自治体の役割」『町村週報』第 2708 号、2010 年 2 月 8 日

「1980 年代以降の大阪大都市圏の構造変化」『セミナー年報 2009』関西大学経済・政治研究所、

2010 年 3 月 

小論 

「内部循環型経済の確立」『自然と人間を結ぶ 農村文化運動』第 184 号、2007 年 4 月 

「『地域間格差』問題の内実と地域再生の方向」『地方議会人』第 38 巻第 5号、2007 年 10 月 

「地域と地方自治をめぐる現局面と小規模自治体」『住民と自治』第 538 号、2008 年 2 月 

「道州制と 300 基礎自治体構想の行く末」『地方自治職員研修』第 582 号、2009 年 1 月 

「地域づくりと環境問題」『中小商工業研究』第 98 号、2009 年 1 月 
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調査報告書 

『四日市環境再生まちづくりプラン検討委員会 政策調査研究会 地域経済部会 調査報告書』

2007 年 5 月、（執筆部分「はしがき」、「第 1 章 四日市地域経済の持続可能性と政策的課題」）

『地域循環型経済の再生・地域づくり研究会中間報告』地域循環型経済の再生・地域づくり研究

会、2008 年 10 月（監修、一部執筆） 

『自立的な地域経済の確立に向けて－川崎市地域経済研究会報告書』川崎市地域経済研究会・NPO

かながわ総研、2009 年 4 月、（執筆部分、「特別寄稿 1 大都市川崎における地域経済政策を

探究する」） 

『久我・久我の杜・羽束師地域の総合まちづくりの推進に係る調査報告書』伏見区役所、2010 年

3 月、（執筆部分、「はじめに」、「おわりに」、監修） 

新聞記事 

「合併で地域は活性化したか」『自治日報』第 3389・90 合併号、2007 年 8 月 24 日 

「グローバル化がもたらした『断裂した経済』と格差拡大社会」『農業協同組合新聞』第 2021 号、

2007 年 10 月 10 日号 

「自著を語る 『山村集落再生の可能性』」『農業共済新聞』2008 年 1 月 16 日付 

「限界集落 戦略的政策への転換を」『京都新聞』2008 年 9 月 12 日号 

「総合経済対策と地域再生の行方」『自治日報』2008 年 10 月 3 日号 

「地域内再投資力と信用金庫」『信用金庫新聞』第 1652 号、2009 年 1 月 1 日 

「2010 年 経済展望」『全国商工新聞』2010 年 1 月 11 日号 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

・（招待）「『地域格差』と自治体の再生」日本地方自治学会、共通論題 1 報告、東洋大学、2007

年 11 月 

・（招待）「地域社会の衰退と再生をめぐる対抗」唯物論研究協会第 31 回研究大会、首都大学東京、

2008 年 10 月 

・（招待）「グローバル化と国家・地域の再編」歴史科学協議会第 43 回大会、早稲田大学、2009

年 11 月 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・四日市環境再生まちづくり検討プロジェクト（代表：宮本憲一滋賀大学名誉教授）2005 年度～

2007 年度 

・科学研究費補助金基盤研究（B）「農林資源開発の比較史的研究―戦時・戦後改革期を中心に－」

2006～09 年度（研究代表：野田公夫京都大学農学研究科教授） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 
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2007 年度 経済学科長、大学院教育改革委員会委員長、博士学位審査検討委員会委員長、調査資

料室運営委員会委員、経済学部建築委員会委員長、同左交渉委員、将来構想委員会委員、論文

入試検討委員会委員、寄附講座設置・運営審査委員会委員、兼業審査委員会委員、FD 委員 

2008 年度 経済学科長、大学院教育改革委員会委員長、博士学位審査検討委員会委員長、調査資

料室運営委員会委員、経済学部建築委員会委員長、同左交渉委員、将来構想委員会委員、論文

入試検討委員会委員、寄附講座設置・運営審査委員会委員、兼業審査委員会委員、FD 委員 

2009 年度大学院 調査資料室運営委員会委員、経済学部建築委員会委員長、同左交渉委員、将来

構想委員会委員、論文入試検討委員会委員、寄附講座設置・運営審査委員会委員、FD 委員 

(2) 全学における委員・組織運営 

2007 年度 京都大学図書館機構副機構長、京都大学学術情報リポジトリ検討委員会作業部会長

2008 年度 京都大学図書館機構副機構長 

2009 年度 京都大学図書館機構副機構長、評価委員会点検・評価実行委員会委員 

(3) 学会活動 

  2007 年度 日本地域経済学会理事長、政治経済学・経済史学会理事、日本地方自治学会に入会

2008 年度 日本地域経済学会理事長、政治経済学・経済史学会理事 

2009 年度 日本地域経済学会理事長、政治経済学・経済史学会理事 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

2007 年度 彦根市・新修彦根市史専門部会委員、姫路市・姫路市史編集専門委員、三重県・三重

県史編集委員、京都市東山区・東山もっと元気に研究会委員、京都府農業会議専門員。京都府

企画環境部・大学・地域連携コーディネート委員会コーディネーター、波田町産業育成塾塾長、

京都市・歩いて楽しいまちなか戦略推進協議会副議長、京都市・嵐山交通対策研究会学識委員、

京都市・東山交通対策研究会」学識委員 

2008 年度 彦根市・新修彦根市史専門部会委員、姫路市・姫路市史編集専門委員会副委員長、三

重県・三重県史編集委員、京都市東山区・東山もっと元気に研究会委員、京都府農業会議専門

員、京都府里力再生アクションプラン検討会議委員、京都府企画環境部・大学・地域連携コー

ディネート委員会コーディネーター、波田町産業育成塾塾長、京都市・歩いて楽しいまちなか

戦略推進協議会副議長、京都市・嵐山交通対策研究会学識委員、京都市・東山交通対策研究会」

学識委員 

2009 年度 彦根市・新修彦根市史専門部会委員、姫路市・姫路市史編集専門委員会副委員長、三

重県・三重県史編集委員、京都市東山区・東山もっと元気に研究会委員、京都府農業会議専門

員、京都府里力再生アクションプラン検討会議委員、京都府企画環境部・大学・地域連携コー

ディネート委員会コーディネーター、波田町産業育成塾塾長、京都市・歩いて楽しいまちなか

戦略推進協議会副議長、京都市・嵐山交通対策研究会学識委員、京都市・東山交通対策研究会

学識委員、七尾市行政施策アドバイザー 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

2007 年度 放送大学非常勤講師、自治体問題研究所理事長、京都自治体問題研究所理事、「あお
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ぞら財団」評議員 

2008 年度 南山大学非常勤講師、東京大学生命科学研究科非常勤講師、自治体問題研究所理事長、

京都自治体問題研究所理事、「あおぞら財団」評議員 

2009 年度 南山大学非常勤講師、放送大学非常勤講師、自治体問題研究所理事長、京都自治体問

題研究所理事、「あおぞら財団」評議員 
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1．氏  名
ふ り が な

   黒澤
くろさわ

 隆文
たかふみ

     

2．所属講座  比較制度・政策講座 

3. 終学歴 1997 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程  

経済政策学専攻 研究指導認定退学 

4. 終学位  2001 年 3 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 経営史学会（1999～）、社会経済史学会（1994～）、 

企業家研究フォーラム（2002.10～）、 

European Business History Association（2006～）、 

Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte / Société suisse 

d'histoire économique et sociale（SGWSG/ SHES）(スイス社会経済史学会)（2005-）、

政治経済学・経済史学会（1998～） 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院)  
 2007 年度 

学部   工業経済論、現代経済事情、学部演習 

大学院  工業政策論 

全学共通 経済英語 

2008 年度 

学部   ヨーロッパ経済論、学部演習 

大学院  比較工業史 A，ヨーロッパ経済論 A, 史的分析概論 

2009 年度 

学部   工業経済論、学部演習、入門演習 

大学院  工業政策論 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

 2008 年度  

• （学部）講義「ヨーロッパ経済論」「工業経済論」出席者は 50 名～100 名程度。 

• （学部）演習 4 回生 1 名，3 回生 3 名，2 回生 3 名，他学部所属でオブザーバー参加の

4 回生 1 名 

• （大学院）参加者 8 名（博士課程研究指導 3 名，修士課程 1 名。他は研究生，招聘外国

人研究者，他教員を指導委員とする大学院生〔要請により論文指導も実施〕など。 

2009 年度 

• （学部）講義「ヨーロッパ経済論」「工業経済論」出席者は 50 名～100 名程度。 
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• （学部）演習 2009 年度――正規登録者 10 名（演習受講者および特別聴講学生），他学

部生などオブザーバー参加者 3 名。 

• （大学院）「工業政策論」2009 年度 参加者 5-6 名（博士課程研究指導 2 名，修士課程 2

名。他は研究生，招聘外国人研究者，他教員を指導委員とする大学院生〔要請により論

文指導も実施〕など。 

(3) 教材の開発 

• いずれの講義も教科書として公刊を想定して独自教材を作成している。 

(4) その他の教育活動・教育支援 

• 2009 年度は，上記の，前後期 2 回の工場見学〔神戸港，日本製紙クラシア京都工場には，

演習参加者以外にも，留学生〔10 名超〕を中心に，学部内外の大学院生・学部生・研究

生等が参加した。同様 2006 年度，2007 年度，2008 年度にも，演習参加者以外の大学院

生・学部生の他をも引率し，工場見学を実施している（見学先: 三菱重工業（株）神戸

造船所，清水焼団地シャープ八尾事業所＋亀山事業所，ハードロック工業／企業家ミュ

ージアム，川崎重工業明石事業所，明治製菓）。 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

・ 戦争・政治リスクと多国籍企業の戦略・組織 

・ 繊維産地史・産業集積史の国際比較（国内共同研究） 

・ 地方自治史の国際比較とスイスに関する事例研究（国内科研共同研究） 

・ 製紙産業史の国際比較（国際共同研究） 

(2) 業績 
• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載)   

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
【論文】 

1. 「日本の構造改革とその後の課題――日欧比較の視点からみた経済政策と企業」，スイス-日本商

工会議所編『スイスと日本――共通の基盤と課題 スイス-日本商工会議所 年鑑 2007／2008』，
Swiss-Japanese Chamber of Commerce / Roger Mottini (ed.), Switzerland and Japan. Common Grounds 
and Challenges: Yearbook 2007/2008, チューリヒ／ローザンヌ 2007 年 8 月, 138-154 頁。 

2. "Common European Assets: A Japanese View on the 'European Enterprise' ", in: Schroeter, Harm Gustav 
(ed.) The European Enterprise. Historical Investigation into a Future Species, Springer, 2008, pp.51-63  

3. "Transformation of the Japanese Industrial Policy in the Age of Deregulation and Globalization", in: 
Wolfgang Klenner, Hisashi Watanabe (Herg.), Neupositionie- rung regionaler Führungskräfte: Japan und 
Deutschland, Peter Lang GmbH, 2009, pp.211-257 

4. 「中立国スイスの多国籍企業とナチズム・第二次大戦（1）――国境経済圏の企業ゲオルク・フィ

ッシャー社の事例から」，『経済論叢』（京都大学経済学会）第 181 巻第 5・6 号（2009 年 5/6 月），

47-72 頁。 
5. 「近現代スイスの自治史――連邦制と直接民主制の観点から――」『社会経済史学』75 巻 2 号（2009

年 7 月），55-71 頁。 
6. 「中立国スイスの多国籍企業とナチズム・第二次大戦（2）――国境経済圏の企業ゲオルク・フィ

ッシャー社の事例から」，『経済論叢』（京都大学経済学会）第 182 巻第 4 号（2009 年 10 月），1-23
頁。 

【書評】 
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1. 「鴋澤歩著『ドイツ工業化における鉄道業』」，『鉄道史学』第 26 号（2009 年 2 月），54-57 頁。

2. 「小島健著『欧州建設とベルギー――統合の社会経済史的研究』」，『社会経済史学』74 巻 5号（2009

年 1 月），106-108 頁。 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
 

【学会報告】（国際学会ワークショップを含み，研究会・国内シンポジウム報告を除く） 

1. 「中立国スイスの多国籍企業と第二次大戦――「独立専門家委員会」報告と関連の研究を中心に」

経営史学会全国大会個別論題報告（2007 年 10 月 20 日，愛媛大学） 

2. 「中立国・非宗主国スイスの経済空間――総力戦の時代の政策と企業」社会経済史学会関西部会

2008 年度夏期シンポジウム『現代史における経済空間の再検討――ヨーロッパ・東アジアの帝国・

国民経済・地域』報告（2008 年 8 月 29 日，大阪市立大学文化交流センター） 

3. 「スイス近現代史における自治と地域経済」，社会経済史学会 2008 年全国大会共通論題『地方自

治の国際比較』報告（2008 年 9 月 28 日，広島大学） 

4. Tomoko Hashino & Takafumi Kurosawa, Competition and Cooperation for the Fashion Market: 
A Comparison of the Modern Development of Textile Districts in Japan and Europe, at 
"FASHIONS: Business Practices in Historical Perspective. "EBHA (European Business History 

Association)+ BHC (Business History Conference) Joint annual meeting (2009 年 6月 13 日，

ボッコーニ大学，ミラノ) 

5. Pierre-Yves Donzé・黒澤隆文「両大戦間期・戦時期の多国籍企業対日投資における残留戦略――

ネスレ在日子会社の市場環境対応と長期の国際的文脈」経営史学会全国大会個別論題（2009 年 10

月 3 日，京都産業大学） 

[国内研究集会報告] 
1. 〔「日欧産業協力センター」主催国際セミナーでの研究報告〕「ヨーロッパ企業」日欧産業・経済

政策シンポジウム ――欧州の産業・経済政策と日本・東アジア――，2008 年 1 月 24 日，芝蘭会

館（京都） 

2. 「組織犯罪集団の経済・金融活動」（平成 20 年度科学研究費補助金基盤研究(C)「組織的犯罪対策

法の総合的研究」での研究セミナー報告） 2009 年 1 月 26 日，京都大学法経本館第一演習室 

(4) 受賞 なし 

(5) 外部資金  
1. 「西ヨーロッパの生産システムに関する地域比較史的研究」［科学研究費基盤研究 C対象研究／研

究代表者黒澤隆文，2005.4～2009.3］ 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

・ フィンランド・ユヴァスキュラ大学を中心とする欧米日国際共同研究「製紙業史の国際比較」

にて日本関係を担当（2009 年 8 月～） 

・ 科学研究費補助金〔基盤研究(C)，研究課題番号 19530310〕分担者としての広島大学経済学

部加藤房雄教授との共同研究を核に，4 大学の 6 研究者で地方自治史の国際比較に関する共

同研究を実施，継続中。 

・ 「経済空間史研究会」〔10大学 15 名参加〕にて，ヨーロッパの経済地域に関する共同研究を

実施，共著での著作を準備中。 

・ 「産業集積研究会」〔仮称〕にて，〔3 大学 4 名参加〕にて，産業集積に関する経営史的分析

を目的とする共同研究を実施。そのうち 1 名〔神戸大学〕と，2009 年 6 月 13 日に，国際学

会〔ミラノで開催予定の European Business History Associationtion〔EBHA〕/Business 

History Conference, BHC)合同年次大会〕で共同報告予定。 

(7) その他の研究活動・研究支援 
1. 2009年5月に京都で開催予定であった第15回日独社会科学フォーラム事務局として日独の国際研
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究集会の準備にあたった（ただし，独側の研究資金獲得上の事情により，その後中止のやむなき

に至った）。 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 過去 3 年間に加わったものは以下である。 

 学部教育改善ワーキンググループ委員（2007.4～） 

 経済学会委員会（2008.4～） 

(2) 全学における委員・組織運営 

 「倫理への問いと大学の使命」に関するシンポジウム実施検討会委員（2007.4～2008.3） 

(3) 学会活動 
1． 経営史学会（1999～） 
［2007．1～評議員・富士コンファレンス組織委員会委員、 

2008.1～経営史学会学会賞選考委員、 
2009.1～経営史学会学会賞選考委員、2009.1～経営史学会評議員、 
経営史学会関西部会「シャープ亀山工場講演・見学会」実施 WG 委員（2007.12-2008.7）］ 

2． 社会経済史学会（1994～）［2004.4～近畿部会幹事］ 
3． 企業家研究フォーラム（2002.10～）［2002.10～幹事］ 

(4) 国際交流活動  

 ベトナム現地調査〔2007.8.22-27〕（Ho Chi Minn Stock Exchange，ORS, Orient Securities 

Corporation（証券会社），ホーチミン日本商工会，矢崎総業現地法人（Yazaki EDS Vietnam, 

LTD.）Open University 教員・学生交流会，Yurtec，メコンデルタ地帯農村工場等の見学・参

加等）。学部演習参加者を引率。 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動  

 京都市建築審議会委員。（2009.7.10--） 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

• [講演] 「スイスの社会と行政――究極の分権国家における住民自治と経済――」（総務省人事・

恩給局平成 20 年度管理者要員啓発課程「オランダ・スイスの公務員制度と家族政策・科学技術

政策等について」研修準備会講義）2008 年 7 月 25 日。総務省 5 階第四特別会議室 

• [講演] 「スイスの自治史と地域経済――究極の分権国家の歴史・現状から日本は何をまなべるか」

（関西日本スイス協会）2009 年 11 月 6 日。ウェスティンホテル 
【非常勤講師】 

・ 東北大学 大学院文学研究科 歴史科学専攻 ヨーロッパ史 「ヨーロッパ史各論」（学部）「欧米

近現代史特論」（大学院）（2007 年 12 月 17 日～20 日） 
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1．氏  名
ふ り が な

 小島
こ じ ま

 專
ひろ

孝
たか

 

2．所属講座  経済理論講座 

3. 終学歴 1982 年 3 月 京都大学大学院研究科博士課程学修認定（および退学） 

4. 終学位 1997 年 7 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 経済学史学会、日本経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度  

学部   ミクロ経済学１、ミクロ経済学２、演習 

大学院  中級ミクロ経済学、現代経済理論形成史Ａ、現代経済理論形成史Ｂ 

2008 年度  

学部   ミクロ経済学１、入門ミクロ経済学、演習 

大学院  中級ミクロ経済学，現代経済理論形成史Ｂ 

全学共通  経済英語Ａ、経済英語Ｂ 

2009 年度  

学部   ミクロ経済学 2、演習 

大学院  中級ミクロ経済学，現代経済理論形成史Ｂ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度 卒業論文指導 2 人 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 ピグーのマクロ経済理論 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

紀要論文 

・「ピグーの貨幣理論」『経済論叢』第 179 巻第 5・6 号，2007 年 

・「『失業の理論』の貨幣的分析」『経済論叢』第 180 巻第 3 号, 2007 年 

・「ピグーの長期失業理論」『鹿児島経済論集』（鹿児島国際大学）第 49 巻第１号, 2008 年 

・「初期ピグーの雇用・景気理論」『経済論叢』第 182 巻第 5･6 号, 2008 年 
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• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

副研究科長･副学部長（2008 年度） 

(2) 全学における委員・組織運営 

教育評議委員（2008 年度） 

学生部委員会委員（2007-2008 年度）同第１小委員会委員長（2007 年度），同第５小委員会委員(2007

年度) 

2007 年オープンキャンパス委員会委員長(2007 年度) 

(3) 学会活動 

経済学史学会第 73 回全国大会 山本崇司氏報告の討論者 (2009 年) 

経済学史学会第 72 回全国大会 高見典和氏報告の司会者 (2008 年) 

『経済学史研究』レフリー(2008 年 1 本，2009 年 1 本) 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

 



 137

 

1．氏  名
ふ り が な

  澤邉
さ わ べ

 紀生
の り お

 

2．所属講座 市場・会計分析講座 

3. 終学歴  1995 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程退学 

4. 終学位 1998 年 5 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本会計研究学、日本管理会計学会、日本原価計算学会、 
European Accounting Association、American Accounting Association、 
日本進化経済学会、日本国際経済学会、日本証券経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院)   

 2007 年度 

学部   管理会計論 

大学院  会計文化論 A、会計文化論 B、管理会計特論 

経営管理大学院 管理会計、企業分析、会計ワークショップ I，II 

 2008 年度 

学部   管理会計論、実践簿記 

大学院  会計文化論 A、会計文化論 B、管理会計論 A、管理会計論 B 

経営管理大学院 管理会計、企業分析、会計ワークショップ I，II 

2009 年度 

学部   管理会計論、実践簿記 

大学院  会計文化論 A、会計文化論 B、管理会計論 A、管理会計論 B 

経営管理大学院 管理会計、企業分析、会計ワークショップ I，II 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

 2008 年度  

博士課程院生 5名、修士課程院生 2名、4回生ゼミ生 11 名、3回生ゼミ生 10 名、2回生 10 名 

(3) 教材の開発 

 管理会計ケース教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

・オークランド大学（ニュージーランド）の PhD Candidate の Stephen Jolland 氏，Sharlene Narayan 氏

の Co-Supervisor 担当。 

・東京大学大学院総合文化研究科博士論文審査員を担当。 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ  

マネジメントコントロールの研究 
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(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

【査読付き論文】 

・ ”Studying the Dialectics between and within Management Credo and Management Accounting,” The Kyoto 

Economic Review, Vol. 78. No. 2, pp. 127-156.  

・ "The Knowledge Management Strategy and the Formation of Innovative Networks in Emerging Industries," 

co-authored with S. Egashira, Journal of Evolutionary Economics, DOI 10.1007/s00191-006-0052-2. 

・ 「組織文化に応じたマネジメントコントロールシステムの役割」『メルコ管理会計研究』第 2 号、

53-68 ページ、2009 年 3 月（査読あり、飛田努との共著）. 

・ 「管理会計研究におけるケーススタディ研究の意義」『メルコ管理会計研究』第 1 号、3-20 頁，2008

年 3 月．（査読あり, Wayne Morgan, David Cooper との共著） 

【専門誌論文（査読なし）】 

・ 「企業統治と管理会計理論の展開」『會計』第 171 巻第 5 号，2007 年 5 月． 

・ 「経営理念・社会関係と企業業績に関する実態調査」『企業会計』第 60 巻第 12 号，2008 年 11 月．

（飛田努との共著） 

・ 「管理会計の実践と理論の相互発展に向けて」『会計』第 175 巻第 3 号、38-52 頁． 

・ 「中小企業における組織文化とマネジメントコントロールの関係についての実証研究」『日本政策

金融公庫論集』第 3 号，2009 年 5 月（飛田努との共著） 

【紀要論文】 

・ 「戦略管理会計とリスクマネジメントの融合」『商学論集』第 76 巻第 2 号，161-174 ページ，2007

年 12 月． 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

 【翻訳】 

・クリス・チャップマン編著『戦略をコントロールする』（メルコ学術振興財団研究叢書１）中央経済

社，2008 年． 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
2007 年 9 月 1 日 日本会計研究学会全国大会，松屋大学，特別委員会 終報告「組織と管理会計の共

進化」を特別委員会委員の一員として報告．  

 

国際学会 
2008 年 4 月 26 日 Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, USA, 24-28 April

において""Studying the dialectics between and within management philosophy and management 
accounting ," Kyoto University Graduate School of Economics, Working Paper No.94, February, 2008, 
co-authored with S. Ushio."を報告． 

2008 年 6 月 13 日 Global Management Accounting Research Symposium, Sydney, Australia, 11-13 
June において""Studying the dialectics between and within management philosophy and management 
accounting ," Kyoto University Graduate School of Economics, Working Paper No.94, February, 2008, 
co-authored with S. Ushio."を報告． 

2009 年 5 月 8日 AOS Workshop on Accounting and Strategizing, UK, 7-8 May において""Management 

Credo in Accounting Practice: Phronesis and strategizing in dialectical structuration 
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processes,” co-authored with S. Ushio."を報告． 

2009 年 6 月 18，19 日 Global Management Accounting Research Symposium,  Copenhagen において, 

“Management Control for Product Innovation in a Rapidly Changing Environment” co-authored 
with Chris Akroyd, S.Horii, Y.Kazusa を報告。 

2009 年 7 月 2～4 日 EGOS，Barcelona,において “Capabilities to sell technologies: Open 
innovation and internal organization of diversified firms” co-authored with Y. Sugiyama, T. 
Kikutani,を報告. 

2009 年 8 月 3日 American Accounting Association Annual Meeting, New York, USA, “Social and 

Moral Norms: Institutional perspectives on accounting, financial markets and the firm”セ
ッションにおいて“Accounting and Control as Socio-Economic Institutions - Dialectics between 
Credo and Accounting,” を報告． 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・2005 年～2007 年 科研費基盤 B（上總代表） 

・2005 年～2007 年 日本会計研究学会特別委員会「企業組織と管理会計の研究」（廣本敏郎委員長）

・2006 年～2007 年 科研費基盤 B（菊谷代表） 

・2006 年～2008 年 科研費基盤 A（廣本代表） 

・2006 年～2008 年 科研費基盤 C（澤邉代表） 

・2007 年～2009 年  ARC Discovery Grant （下記参照） 

・2009 年～2011 年 科研費基盤 B（上總代表） 

・2009 年～2011 年 科研費基盤 A（武石代表） 

・2009 年～2011 年 科研費基盤 C（澤邉代表） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

Wai Fong Chua, Jane Baxter, University of New South Wales と共同で 2007 – 2009 ARC Discovery Grant to 

study the connections between strategising and accounting in Japanese and Australian organisations を実施中。

(7) その他の研究活動・研究支援 

Critical Perspectives on Accounting Journal editorial board member、Kyoto Economic Review editorial board 

member、メルコ学術振興財団調査研究室長、『メルコ管理会計研究』編集委員長 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

 留学生室運営委員、教科委員会委員、FD 委員（財務担当） 

(2) 全学における委員・組織運営 

企画評価小委員会委員、入学者選抜方法研究委員会委員，未来戦略 WG メンバー 

(3) 学会活動 

 管理会計学会理事、原価計算研究学会幹事、日本会計研究学会国際交流委員、進化経済学会理事，

American Accounting Association International Committee member 

(4) 国際交流活動 

2007 年 David Cooper 教授（Alberta University）を招聘 

2009 年 Michael Bourne 研究員（Alberta University）の受入れ。 
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2009 年 Chris Chapman 教授（Imperial College London）を招聘 

その他にも，下記のような交流を行っている。 

・スウェーデン，ストックホルム・スクール・オブ・エコノミクス，Nils Brunsson 教授（研究交流，

2010 年 4 月） 

・オーストラリア，UNSW,Jane Baxter 准教授（研究交流，受入れ，2010 年 4 月） 

・台湾，台湾政治大学，学生交流（企業分析ワークショップ，派遣，2010 年 3 月） 

・オーストラリア，UNSW,研究交流，澤邉紀生（派遣，2010 年 2 月） 

・オーストラリア，UNSW, Wai Fong Chua 教授（研究交流，受入れ，2009 年 12 月） 

・オーストラリア，UNSW,Wai Fong Chua 教授，Jane Baxter 准教授，（受入れ，2009 年 11 月） 

・カナダ，ヨーク大学，Sandy Qu 准教授（研究交流，受入れ，2009 年 6 月） 

・ニュージーランド，オークランド大学，Chris Akroyd 准教授（研究交流，受入れ，2008 年 5 月）

・ニュージーランド，オークランド大学，浅田拓史（博士課程院生），（派遣，2008 年 4 月～6 月）

・オーストラリア，UNSW,Paul Andon（PhD Candidate，若手研究者の受入れ，2008 年 4 月） 

・Peter Roebuck, Senior Lecturer, University of New South Wales （研究交流，招聘，2009 年 3 月） 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

 メルコ学術振興財団調査研究室室長 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

 経営管理大学院での各種委員 
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1．氏  名
ふ り が な

  塩地
し お じ

 洋
ひろみ

 

2．所属講座  現代経済学講座 

3. 終学歴 1989 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学 

4. 終学位 2002 年 3 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 産業学会、経営史学会、日本商業学会、日本経営学会, アジア経営学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

 2007 年度 

学部   現代日本産業論 

大学院  演習 

全学共通 ポケットゼミ 

日本語･日本文化    日本の自動車産業 

2008 年度 

学部    現代日本産業論、日本経済論 

大学院   現代日本産業論 

 2009 年度 

学部    現代日本産業論、日本経済論、演習 

大学院   現代日本産業論 

日本語･日本文化    日本の自動車産業 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2008 年度  学部 2 名  大学院 15 名 

2009 年度    学部 8名  大学院 15 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

自動車産業の国際比較 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
共著 
・『転換期の中国自動車流通』、蒼蒼社、2007年6月 （分担執筆 はしがき(1～3頁),序章｢本書の課

題｣(11～21頁),第4部｢中古車流通の現状と今後の方向｣、163～244頁) 
編著 
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・『東アジア優位産業の競争力――その要因と競争･分業構造――』、ミネルヴァ書房、2008年4月 （分
担執筆 はじめに(ⅰ～ⅲ頁),序章(1～11頁),第3章｢東アジア自動車メーカーの競争力｣、82～117頁）

分担執筆 
・『流通チャネルの再編』（シリーズ流通体系第2卷）、中央経済社、2009年7月  (分担執筆  第7章｢専

売店制の競争優位――自動車フランチャイズ・システムの存続要因――｣)  

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

査読付き論文 
1．海外における日系企業のディーラー経営、『アジア経営研究』（アジア経営学会）第15号、2009年6

月,41～50頁 

紀要論文 

1． 「東アジア自動車メーカーの競争力(1)――グローバル競争優位の日韓と内需依存の中国――」、

『経済論叢』第180巻第1号、119～138頁、2007年7月 

2． 「東アジア自動車メーカーの競争力(2)――グローバル競争優位の日韓と内需依存の中国――」、

『経済論叢』第180巻第4号、2007年10月 
3. 自動車メーカーの新興国への段階的参入戦略――ロシアへのトヨタ自動車の参入を事例として―

―、『産業学会研究年報』第24号、25～39頁、2009年3月 

4. 自動車輸出における輸出経路マネジメント――総合商社への業務移管を中心に――、『産業学会研

究年報』第25号、2010年3月、13～23頁 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

〔雑誌記事〕 
・世界 大となった中国自動車市場の今後、2009 年 12 月、日本自動車工業会｢JAMAGAZINE｣、第 43

卷第 12 号 
〔研究調査〕 
・アジア主要国の自動車流通市場の実態把握と課題、共著、2008年3月、国際経済交流財団(委託先:

日本自動車販売協会連合会)、第3章 海外でのディーラー経営の可能性を探る(69～91頁) 

〔講演記録〕 
・中国民族系自動車メーカーの競争力を探る〈平成19年度自販連会員代表者ブロック懇談会講演記

録〉、2007年9月、｢自動車販売｣第45巻第9号 
・海外でのディーラー経営に挑む日本企業〈第46回関西財界セミナー〉、2008年4月、関西経済連合会･

関西経済同友会『自立への覚悟－活力あふれる未来をめざして－』 
・中古車輸出を考える〈平成20年度自販連会員代表者ブロック懇談会講演〉、2008年9月、『自動車販

売』第46巻第9号 

〔翻訳〕 
・Ｍ.ホルウェグ＋Ｆ.Ｋ.ピル著『21世紀の自動車産業――受注生産による究極の車づくり――』富

野貴弘訳／塩地洋監訳 文津眞堂 
Mattihias Holweg and Frits K. Pill The Second Century Reconnecting Customer and Value Chain 

through Build-to-Order、監訳、2007年9月、1～275頁 
〔インタビュー記事〕 
・有識者はこう見る｢ＩＴ活用で合理化｣、日刊自動車新聞社、2008年8月2日、『日刊自動車新聞』 

〔その他〕 
・急成長･中国自動車流通の弱点（学者が斬るシリーズ324）、2007年8月、｢エコノミスト｣2007年8月

14･21日合併号 第85巻第43号通巻3911号 
・Growth Strategies and Constraining Factors of Independent Chinese Automotive Companies、

2007年9月、Kudan Square No.24、10～11頁 
・東アジア経済発展への視座――『東アジア優位産業の競争力』（ミネルヴァ書房）の執筆を終えて、

2008年12月、『世界経済評論』2008年12月，第60号、60～66頁 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
・中国における中古車流通の現状と課題 

(1)2007年8月  (2)日中自動車産業研究交流会(於北京 社会科学院)（国際学会） 
・東アジア企業のグローバル競争力構造――競争力要因と競合･分業構造―― 

(1)2007年10月  (2)経営史学会第43回全国大会(於愛媛大学)  
・Used Car Distribution in China  (国際学会) 
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(1)2007年10月 

(2) Asian Pacific Automotive Forum in Seoul, “Evolving Globalization of the Asian Automotive 
Industry:Toward the New Civil Environment  (於韓国ソウル大学) 

・中国におけるユーザーの購買行動 
(1)2007年11月  (2)京都大学上海センター中国自動車シンポジウム「中国におけるユーザーの購

買構造――クルマの買い方･乗り方･売られ方――」(於京都大学) 
・ディーラーの海外進出の可能性を探る 

(1)2007年12月  (2)産業学会自動車産業研究会中部地区研究会(於京都大学) 
・東アジア優位産業の競争力―その要因と競争・分業構造― 

(1)2008年5月  (2)アジア経営学会西部部会(於同志社大学) 
・ ロシア自動車市場における競争構造 

(1)2008年6月  (2)産業学会第46回全国大会自由論題(於立命館大学) 
・ Order Entry System in Japanese Automobile Manufacturers―Stability of Basic Production 

Schedule in Toyota― 
(1)2008年 6月   (2)16th GERPISA International Colloquium  (Collegio Carlo Arberto, 

Turin,Italy)(国際学会) 
・海外における日系企業のディーラー経営 

(1)2008年9月  (2)アジア経営学会第15回全国大会自由論題(於福岡大学) 
・ 持続的成長のための課題－全体テーマと報告構成－ 

(1)2008年10月  (2)産業学会自動車産業研究会中部地区研究会(於京都大学) 
・東アジア優位産業の競争力―その要因と競争・分業構造― 

(1)2008年12月  (2)京都大学-ソウル大学共同シンポ(於京都大学) 
・ 中古車輸出のビジネスモデル 

(1)2009年1月  (2)経営学会関西部会2009年1月例会(於大阪市立大学) 
・東アジア自動車産業の国際競争力――中国民族系メーカーを中心に―― 

(1)2009年5月  (2)アジア経営学会西部部会(於立命館大学) 
・ 自動車輸出における輸出経路マネジメント――総合商社への業務移管を中心に―― 

(1)2009年6月  (2)産業学会第56回全国大会自由論題(於明治大学) 
・ Used Vehicle Distribution in China 

(1)2009年6月  (2)17thGERPISA International Colloquium(於フランス･パリ)(国際学会) 
・ Global Automobile Market Trend under the Financial Crisis 

(1)2009年8月  (2)Jeju Peace Forum 2009 (於韓国済州島)(国際学会) 
・ 金融危機後の世界自動車市場の動向と車カテゴリーの多様化 

(1)2009年8月  (2)第3回日中自動車産業研究交流会(於中国･北京･中国人民大学)(国際学会) 
・ 中古車輸出のビジネスモデル 

(1)2009年9月  (2)経営学会第83回全国大会自由論題(於九州産業大学) 
・ 金融危機後の東アジア自動車産業――中国民族系メーカーの輸出を中心に―― 

(1)2009年9月  (2)アジア経営学会全国大会統一論題｢世界同時不況下のアジア市場と企業経営｣
(於拓殖大学) 

・ 中古車輸出のビジネスモデル 
(1)2009年9月  (2)商業学会関西部会(於大阪市立大学) 

・ 汽車下郷と参入戦略 
(1)2009年10月  (2)産業学会自動車産業研究会中部地区研究会(於京都大学) 

・ Used Vehicle Distribution in China 
(1)2009年11月  (2)The 7th SARD Workshop(於韓国ソウル 中央大学)(国際学会) 

・ 大企業と中小企業の棲み分け可能か――京都企業の経営方式から学ぶこと―― 
(1)2009年12月  (2)韓国 大･中企業共生協力国際コンファレンス(於韓国ソウル)(国際学会) 

(コメント) 
・総括コメント (1)2008年9月 (2)第2回日中自動車産業研究交流会(於北京) 
・金基燦（韓国カトリック大学）「韓国自動車産業の新規需要開拓」へのコメント (1)2009年9月 (2)

第3回日中自動車産業研究交流会(於北京 中国人民大学) 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 
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(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

2002～2008 年度 図書委員 上海センター運営委員 予算委員 経済学部経営学科長 

2009 年度    上海センター副センター長 FD 委員会  

(2) 全学における委員・組織運営 

Ａ群科目委員 教養教育科目委員 ジュニアキャンパス委員 

『紅萌』編集部会長  総長シンクタンク委員 

(3) 学会活動 

2008 年度    アジア経営学会評議員  産業学会理事 

2009～2010 年度 アジア経営学会常務理事  機関誌副編集長 

(4) 国際交流活動 

・2007 年 8月 中国社会科学院日本研究所との共催で日中自動車産業研究交流会(日本側は産業学会と

京都大学上海センター) 

・2008 年 9月 中国人民大学との共催で日中自動車産業研究交流会(日本側は産業学会と京都大学上海

センター) 

・2009 年 9月 中国人民大学との共催で日中自動車産業研究交流会(日本側は産業学会と京都大学上海

センター,日本自動車工業会の後援) 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
・経済産業省産業構造審議会新成長政策部会･サービス政策部会サービス合同小委員会自動車小売業ワ

ーキンググループ座長 
・経済産業省製造産業局自動車課長諮問委員会座長,2009年度 
・日本自動車販売協会連合会自動車流通問題研究部会座長代理,2007年度 
・日本自動車販売協会連合会自動車流通問題嫌研究部会長，2008～2010年度 
・全国公正取引協議会連合会／自動車公正取引協議会 二輪車規約調査委員会委員,2009年度 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
・（報告）中国における中古車流通の現状と課題 

(1)2007年7月  (2)社会経済史研究会(於京都大学) 
・（報告）民族系メーカーの成長戦略と制約条件 

(1)2007年7月  (2)東北大学産業研究会(於東北大学) 
・（講演）中国民族系自動車メーカーの競争力を探る 

(1)2007年7月  (2)日本自動車販売協会連合会東北ブロック懇談会 
・（報告）民族系メーカーの成長戦略と制約条件 

(1)2007年7月  (2)大阪経済大学｢西部大開発とサステナビリティ｣研究会 

・（講演）東アジア自動車メーカーの競争力――グローバル競争優位の日韓と内需依存の中国―― 
(1)2007 年 11 月  (2)Daewoo Leaders International Training 2007 

・（講演）中国におけるユーザーの購買行動 
(1)2007年11月  (2)日本自動車販売協会連合会自動車流通研究部会 

・（講演）中国(China)と九州のビジネス発展の可能性 
(1)2007年11月  (2)日刊自動車新聞社主催「熊本県自動車産業セミナー」 

・（報告）中国における中古車流通の現状と課題 
(1)2007年12月  (2)自動車問題研究会関西支部例会(大阪) 

・（講演）海外でのディーラー経営に挑む日本企業 
(1)2008年2月  (2)関西財界セミナー分科会第4セッション(於京都国際会議場) 

・（報告）ベトナム･タイ現地調査報告 
(1)2008年2月  (2)日本自動車販売協会連合会自動車流通研究部会 

・（報告）生産性向上にむけた検討について(自動車販売業) 
(1)2008年4月  (2)経済産業省･産業構造審議会新成長政策部会･サービス政策部会サービス
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合同小委員会(於経済産業省) 
・（講演）中国と日本の中古車流通 

(1)2008年4月  (2)上海通用汽車との懇談会(於野村総合研究所) 
・（報告）東アジア優位産業の競争力―その要因と競争・分業構造― 

(1)2008年6月  (2)塩地洋編著『東アジア優位産業の競争力』書評会(於京都大学) 
・（講演）中古車輸出を考える 

(1)2008年7月  (2)平成20年度自販連会員代表者ブロック懇談会(於福岡市等) 
・（講演）自動車流通制度の国際比較,中国の特徴と自動車流通行政上の課題 

(1)2008年9月  (2)JICA中国経済法･企業法整備プロジェクト 市場流通関連法研修 自動車流
通研修会(於京都大学) 

・（報告）中古車輸出を考える 
(1)2008年9月  (2)自動車問題研究会関東部会(於東京都) 

・（報告）東アジア優位産業の競争力―その要因と競争・分業構造― 
(1)2008年7月  (2)同志社大学現代アジア研究センター･経済学会共催(於同志社大学) 

・（報告）東アジア優位産業の競争力―その要因と競争・分業構造― 
(1)2008年9月  (2)熊本大学経済学会(於熊本大学) 

・（講演）トヨタ生産方式と継続的改善活動 
(1)2008年10月  (2)韓国企業(永都産業)研修会(於名古屋市) 

・（報告）持続的成長のための課題－全体テーマと報告構成－ 
(1)2008年11月  (2)京都大学上海センター中国自動車シンポジウム(於京都大学) 

・（報告）中古車輸出を考える 
(1)2008年12月  (2)自動車問題研究会関西部会(於大阪) 

・（講演）2009年自販連ディーラー･ビジョンについて――店頭誘引を中心に―― 
(1)2009年4月  (2)株式会社フォァースト研修会(大阪市) 

・（講演）東アジア自動車産業の国際競争力――中国民族系メーカーを中心に―― 
(1)2009年5月  (2)三井業際研究会研修会(東京都) 

・（講演）東アジア自動車産業の国際競争力――中国民族系メーカーを中心に―― 
(1)2009年7月  (2)株式会社フォァースト研修会(大阪市) 

・（講演）中古車輸出を考える 
(1)2009年7月  (2)平成21年度自販連会員代表ブロック懇談会(於名古屋市) 

・（講演）中国農村における自動車流通調査 
   (1)2009年9月  (2)日本自動車販売協会連合会自動車流通研究部会(於東京) 
・（講演）地域に根ざしたリサイクルと中古車輸出を考える 
  (1)2009年10月  (2)青森公立大学大学院公開講座｢地域産業とものづくり｣(於青森市) 
・（講演）「中国農村におけるモータリゼーション――多元的発展プロセスの下での参入戦略」問題提

起 「汽車下郷と参入戦略――全体テーマ説明と報告構成」 
(1)2009年11月  (2)京都大学上海センター中国自動車シンボジウム(於京都大学) 

・（講演）金融危機後の東アジア自動車産業――中国民族系メーカーの輸出を中心に―― 
(1)2009年11月  (2)自動車問題研究会関西部会(於大阪市) 

・（講演）中国農村におけるモータリゼーション――多元的発展プロセスの下での参入戦略 
(1)2009年11月  (2)大宇自動車販売株式会社研修会(於韓国富平市) 

・（講演）韓国自動車市場めぐる競争構造 
(1)2009年12月  (2)日産自動車株式会社研修会(於横浜市) 

・（講演）中国農村のモータリゼーション 
(1)2010年3月  (2)フォーイン主催中国自動車産業フォーラム｢中国自動車市場の昨日･今日･明

日｣(於東京) 

・2009 年 1 月 フォルクスワーゲン･エグゼクティブ･ミーティングでのシンポジウム｢原点回帰:ディ

ーラービジネス｣のモデレーター 

・2009 年 2月 ABC 朝日放送ニュース番組｢ゆう｣での中古車流通に関するコメント 

〔非常勤講師〕 

2005～2010 年度  同志社大学：比較企業論、外国書講読 
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1．氏  名
ふ り が な

 島本
しまもと

 哲
てつ

朗
ろう

 

2．所属講座  金融・財政講座 

3. 終学歴 1989 年 一橋大学大学院経済学研究科博士課程(単位修得退学) 

4. 終学位  2006 年 3 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会  日本経済学会、日本金融学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部   金融論 先端バンキング論 

大学院  現代金融理論 1 現代金融理論 2 
全学共通 経済英語 

2008 年度 

学部   金融論 金融政策 先端バンキング論 

大学院  現代金融理論 1 金融とマクロ経済 

 2009 年度 

  サバチカルのため担当なし 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年度   学部 3 回生 5 名、４回生以上 5 名 

大学院 博士課程 指導教官として 1 名、副指導教官として 3 名 

2008 年度  学部 3 回生 3 名、4 回生以上 6 名 

大学院 博士課程 指導教官として 1 名、副指導教官として 3 名 

2009 年度   学部 3 回生 1 名、4 回生以上 3 名 

大学院 博士課程 指導教官として 2 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 マスメディアの経済分析：金融政策の有効性 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

単著 

・「情報化社会における中央銀行」、有斐閣、2007 
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• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

2007 年度日本金融学会秋期大会（同志社大学）にてコメンター 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

曲明輝氏と共に科学研究費補助金特別研究員奨励費（2007 年 4 月～2009 年 3月） 

ソワンルン氏と共に科学研究費補助金特別研究員奨励費（2009 年 4 月～） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

 留学生委員（2007 年 7月 1日～2010 年 3 月 31 日） 

 国際交流委員（2007 年 7 月 1日～2008 年 6 月 31 日） 

 施設委員（2008 年 4 月 1日～2010 年 3 月 31 日） 

 経済学会委員（2007 年 10 月 1 日～2010 年 3 月 31 日） 

 学部教育改善 WG（2007 年 10 月 1 日～2009 年 9月 31 日） 

 みずほ FG 寄付講義運営委員会（2007 年 4 月 1日～） 

 教科委員（2010 年 4 月 1日～） 

(2) 全学における委員・組織運営 

 国際交流委員（2007 年 7 月 1日～2009 年 6 月 31 日） 

国際交流センター協議委員会（2008 年 4 月 1 日～2009 年 3 月 31 日） 

吉田キャンパス 

(3) 学会活動  

日本金融学会  2007 年度秋期大会にてコメンター 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

非常勤講師 

2003～2008 年度    同志社大学商学部 

2007 年度      甲南大学経営学部 

2008 年度      甲南大学法学部 
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1．氏  名
ふ り が な

  末松
すえまつ

 千尋
ち ひ ろ

 

2．所属講座 市場・会計分析講座 

3. 終学歴  スタンフォード大学院経営工学科 

4. 終学位  

5. 所属学会 経営情報学会、社会･経済システム学会、進化経済学会、 
商品開発･管理学会、関西ベンチャー学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度 

学部   IT ビジネス論、演習 

大学院  IT ビジネス論（戦略系）、経営コンサルティング論 

経営管理大学院  情報システム設計論、情報システム設計論演習、経営情報、問題解決思考 

2008 年度 

学部   演習 

大学院  IT ビジネス論（戦略系）、経営コンサルティング論 

経営管理大学院  情報システム設計論、情報システム設計論演習、経営情報、問題解決思考 

2009 年度 

学部   IT ビジネス論、演習 

大学院  IT ビジネス論（戦略系）、経営コンサルティング論 

経営管理大学院  情報システム設計論、情報システム設計論演習、経営情報、問題解決思考 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度  

学部 40 人（各回生 10 人）、経営管理大学院 4 人、大学院博士課程 4 人 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

トランザクション・コストの測定と分析による企業経営育成ノウハウ開発研究 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

【予稿集】 

・経営情報学会 2008 年秋季全国研究発表大会「業務の可視化（トランザクション測定・分析）による

研究マネジメント様式の実証研究」（仙石慎太郎、注連隆夫、國枝和雄、山田敬嗣、末松千尋）

・経営情報学会 2008 年秋季全国研究発表大会「業務の可視化（トランザクション測定・分析）による

ベンチャー経営支援の実証研究」（末松 千尋、仙石 慎太郎、松原 靖雄） 
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・日本知財学会 第７回年次学術研究発表会「ES/iPS 細胞技術の事業化における産官学連携システム・

デザイン」（仙石 慎太郎、末松 千尋、横山 周史） 

・経営情報学会 2009 年夏季全国研究発表大会「会議・打合せ活動の生産性評価と管理: トランザクシ

ョン・ベースド・マネジメントの試み」（仙石 慎太郎、末松 千尋、他） 

・経営情報学会 2009 年秋季全国研究発表大会「学際的研究プロジェクトの形成過程の実証的研究」（草

間 亮一, 仙石 慎太郎, 注連 隆夫, 河合 英紀, 國枝 和雄, 山田 敬嗣, 末松 千尋） 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

【インタビュー】 

・毎日新聞「京都流の強さ」2007 年 9 月 

・みずほリサーチ 2007 年 10 月号巻頭対談「京様式経営に学ぶ中小企業の取り組むべき課題」（みずほ

総合研究所チーフエコノミスト岩本洋氏対談）2007 年 10 月 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

（招待講演） 

・京都大学グローバル COE プログラム「知識循環社会のための情報学教育研究拠点」「次世代情報

サーチに関する技術と制度の総合的研究」ワークショップ「次世代情報サーチに関連する経営

戦略的側面」2007/11/1 

・京都大学大学院医学研究科製薬疫学分野特別セミナー「イノベーション・マネジメント －イノ

ベーションとアントレプレナーシップの基本構造－」2008/3/3 

・京都大学経営管理大学院講演会「内部統制・内部統制監査の現状と課題」 2009/1/31 

（特別講演） 

・京都ブランド創生講義（京都商工会議所）「経営の視点から見た京都ブランド」2007/5 

・40th Annual Meeting of the Asian Development Bank, "Kyoto, It's traditions and Innovations" 2007/5 

・京都商工会議所議員総会「京都における新産業創造へ向けて」2007/7 

・京都府勉強会「京都の伝統と革新－京都における新産業創造へ向けて－」 2007/8 

・NEC 関西研究所「トランザクション･インターフェースに着目した組織行動分析の研究」2007/8

・関西アーバン経営塾「ＩＣＴ時代における経営者の在り方」2007/8 

・京大・みずほ経済セミナー「超日本的経営の秘密－『京様式経営』から学ぶ高収益・高成長企業

の特徴」「京様式経営とモジュール戦略」2007/9 

・台湾生産力中心「京様式経営視察団」「京様式経営とモジュール化戦略」2007/11 

・第 22 回京都南部ビジネスサロン「京様式経営と南部創造」2008/2 

・経済産業省近畿経済産業局 産学金連携フォーラム「地域金融機関および中小企業との産学連携

プロジェクト」2008/3 

・京都商工会議所平成 20 年第 1 回産業政策委員会講演「京様式経営と中小企業活性化」2008/3 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・日本ベンチャーキャピタルより寄付金 3 億円（2007 年より 5 か年） 

“トランザクション・コストの測定と分析による企業経営育成ノウハウの開発研究” 
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(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

広報委員会委員長(2008-) 

インターンシップ委員会委員長(2006-2008) 

入試委員会委員 

(2) 全学における委員・組織運営 

資金管理・運用専門委員（2006- ） 

学生部委員会委員(2008-2010 ) 

(3) 学会活動 

製品開発・管理学会理事（2006- ） 

(4) 国際交流活動 

【特別講演】 

・International Conference for large and Small Business Cooperation 2008, Seoul, Korea Special Lecture, 

・"Kyoto Style Management - Modular Strategy" Dec. 2008 

・韓国能率協会（Seoul, Korea）日本企業の経済不況の克服シナリオ－京様式企業を実例として－

Mar. 2009 

・韓国能率協会京様式企業視察団「京様式企業の経済不況の克服シナリオ」Jun. 2009 

・韓国慶北大学グローバルチャレンジ学生視察団「京様式経営」Aug. 2009 

・韓国能率協会京様式企業視察団「京様式企業の経済不況の克服シナリオ」Aug. 2009 

・ウージン・グループ経営幹部視察団 “Kyoto Style Management” Mar. 2010 

・サムソン電子経営幹部京都研修団 “Kyoto Style Management” Apr. 2010 

【インタビュー】 

・40th Annual Meeting of the Asian Development Bank, "Kyoto, It's traditions and Innovations" 2007/5 

・台湾生産力中心「京様式経営視察団」「京様式経営とモジュール化戦略」2007/11 

・NDTV（インド・ビジネス専門テレビ局）「Transaction Cost Measurement and Analysis」2008/6 

【シンポジウム・チェアマン】 
・40th Annual Meeting of the Asian Development Bank, "Kyoto, It's Traditions and Innovations", Session 

Moderator,  2007/5 
・韓経 TV（韓国）「京様式経営に学ぶ中小企業の取り組むべき課題」Dec. 2008 
・中央日報（韓国）「京様式経営」Dec. 2008 
・朝鮮日報（韓国）「京様式経営」Aug. 2009 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

京都商工会議所産業政策委員会副委員長（2008- ） 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

オープンコースウェア「IT ビジネス・マネジメント」 
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1．氏  名
ふ り が な

  椙山
すぎやま

 泰生
や す お

 

2．所属講座  事業創成講座 

3. 終学歴 2000 年 3 月 東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学 

4. 終学位 2003 年 11 月 東京大学経済学博士 

5. 所属学会 組織学会，国際ビジネス研究学会，研究・技術計画学会，進化経済学会， 

Academy of Management，Asia Academy of Management，EGOS 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部   経営戦略，国際経営論，演習 

大学院  グローバル・ビジネス B，経営学研究法，組織・戦略分析 WS 

経営管理 経営戦略論，技術経営，事業創再生 WSⅠ・Ⅱ 

2008 年度 

学部   演習 

大学院  グローバル・ビジネス A，経営学原理，組織・戦略分析 WS 

全学共通 現代の経営学 

経営管理 経営戦略論，サービス創出方法論，事業創再生 WSⅠ・Ⅱ 

2009 年度 

学部   国際経営論，演習 

大学院  グローバル・ビジネス B，組織・戦略分析 WS 

経営管理 技術経営，サービス創出方法論，事業創再生 WSⅠ・Ⅱ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度 

学部演習 2 回生 10 人，3 回生 10 人，4 回生 12 人，研究生 3 人 

大学院  主指導教員 修士課程 2 人，博士課程 1 人 （OD－2 人） 

     副指導教員 修士課程 1 人，博士課程 3 人 

(3) 教材の開発 

 サービス・イノベーション人材育成プログラムの一環として，『サービス・イノベーション』

を編著（2010 年 12 月刊行予定）。 

 学部用の国際経営論のテキストとして『グローバル経営論』を準備中（2011 年度に刊行予定）。

(4) その他の教育活動・教育支援 

 2004 年～2007 年：京都大学経済学研究科 JICA 博士特別コース留学生 1 名受け入れ。 

 学部演習による企業訪問（2006 年度以降の訪問企業：昭和電工，NIS，ソニーエリクソン，

NTT ドコモ，松下電器産業，積水化学，NEC，三菱商事，電通，ソフトバンク・モバイル）
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 学部演習への企業人スピーカーの招聘（2006 年度以降の招聘者： JR 東海宮川氏，アサヒビ

ール川村氏，サントリー福地氏，USEN 副社長加茂氏，元本田技術研究所専務鈴木氏など）

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

企業内研究マネジメントにおける構想形成のメカニズム，ビジネス・エコシステムの形成と共同

研究開発のマネジメント，企業のグローバル戦略と組織能力の構築 

(2) 主要業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

（単著） 

 椙山泰生（2009）『グローバル戦略の進化 －日本企業のトランスナショナル化プロセス』有

斐閣, 216 頁. 

（分担執筆） 

 椙山泰生（2008）「試験・検査方法標準の戦略的活用」新宅純二郎・江藤学編『コンセンサス

標準戦略』日本経済新聞出版社, 2008 年, pp. 100-124. 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

（査読付き論文） 

 椙山泰生・長内厚（2007）「技術統合の促進要因：既存知識の効果的活用と研究側からの提案

の意義」『赤門マネジメント・レビュー』Vol. 6, No.5, pp. 179-194. 

  （依頼原著論文） 

 前川佳一・椙山泰生・姜聖淑・八巻惠子（2009）「フィールドワークの事業化 －富士通におけ

るサービスビジネスへの転換」『組織科学』Vol. 42 No.4, pp21-36. 

（紀要論文等） 

 椙山泰生（2007）「多国籍企業の進化論の展開可能性」『商学論集』Vol. 76, No.2, pp. 187-198.

（ワーキング・ペーパー等） 

 高尾義明・椙山泰生（2008）「ビジネス・エコシステムの概念とその生成の条件」首都大学東

京 大学院社会科学研究科 経営学専攻 Research Paper Series No.44, 2008 年 1 月. 

 鈴木信貴・椙山泰生（2009）「工作機械メーカーのソリューション・ビジネス ―ヤマザキマザ

ック株式会社－」京都大学大学院経済学研究科 Discussion Paper, J-72, 2009 年 7 月. 

 Yasuo Sugiyama, Tatsuya Kikutani and Norio Sawabe (2009) "Capabilities to Sell Technologies: Open 

Innovation and Internal Organization of Diversified Firms." Discussion Paper, No. 110, December 

2009. 

 Yasuo Sugiyama, Yoshiaki Takao and Ryoichi Kubo (2009) "Effect of Collaborative Research and 

Creation of Business Ecosystem: Empirical Study of Fiber Optic Communications in Japan." 

Discussion Paper, No. 111. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

• 経済産業省 平成 18 年度「技術経営人材育成プログラム導入促進事業」技術経営研究事業調
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査研究報告書「研究開発と事業部門の分化と効果的な統合に関する研究」第 3，4 章執筆担当

• 「グローバル戦略と技術の国際標準化」『経済 Trend』2007 年 6 月号． 

• 「試験・検査方法の標準化と経済価値」『知財ぷりずむ』Vol. 7, No.73. 2008 年 10 月． 

• 「海外レポート 研究フィールドとしての日本の経営と経営研究」『組織科学』Vol.42, No.3 

2009 年 3 月． 

• 「日本企業に密着した論理の構築へ―『グローバル戦略の進化』を刊行して」『書斎の窓』No. 

587, 2009 年 9 月, pp. 37-41. 

• 「洛書：大学に『籍』をおくことと経営教育」京大広報 No. 656, 2010 年 5 月，p. 3182. 

• 「企業によるグローバルな知的資源の活用」『海外投融資』2010 年 5 月, pp. 32-38. 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

（国際学会） 

 Academy of Management 2007 Meeting, August 7, 2007 at Philadelphia, USA “Business Concept as 

the Map of Technology: Determinants of Technological Performance in Corporate R&D.” 

 Academy of Management 2008 Meeting, August 7, 2008 at Anaheim, USA “Research on Strategy in 

Japan: In the era of Japan-passing?” (presented at Professional Development Workshop) 

 Asia Academy of Management 2008 Meeting, December 15, 2008 at Taipei, Taiwan “Research on 

Strategy in Japan: In the era of Japan-passing?” 

 The 25th EGOS (European Group for Organizational Studies) Colloquia, July 4, 2009 at ESADE, 

Barcelona “Capabilities to sell technologies: Open innovation and internal organization of diversified 

firms” (Co-authored with Tasuya Kikutani and Norio Sawabe) 

（国内学会） 

 総合シンポジウム『光産業創成 Week in Hamamatsu』2007 年 11 月 7 日「R&D 成果の向上とビ

ジネス・アイデア」 

 事業戦略と標準化シンポジウム 第 4 回, 2008 年 6 月 26 日, 経団連会館, 「試験・検査方法規

格の戦略的活用」 

 組織学会 2008 年度研究発表大会，2008 年 6 月 8 日，神戸大学，「ビジネス・エコシステム生

成のメカニズム‐光ファイバ通信の事例－」（高尾義明・具承桓・久保亮一と共同発表） 

 研究技術計画学会第 23 回年次学術大会，2008 年 10 月 12 日，東京大学，「ビジネス・エコシ

ステムの形成生成における中核的企業の役割－光ファイバ通信の事例―」（高尾義明・具承桓・

久保亮一と共同発表） 

 研究技術計画学会第 23 回年次学術大会，2008 年 10 月 12 日，東京大学，「知識移転研究にお

ける分析方法の検討」（久保亮一・高尾義明・具承桓と共同発表） 

 研究技術計画学会第 23 回年次学術大会，2008 年 10 月 13 日，東京大学，「系列型エコシステ

ムの形成とプライヤーの役割－日本の自動車産業におけるイノベーション・システムと技術移

転―」（具承桓・高尾義明・久保亮一と共同発表） 

(4) 受賞 

2007 年 6 月 第 23 回組織学会高宮賞（学会賞）論文部門受賞 
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(5) 外部資金 

 「オープン・イノベーションの戦略とマネジメント・コントロールに関する経済分析」（研究

代表者：菊谷達也・京都大学大学院経済学研究科・准教授）文部省科学研究費補助金・基盤

研究 B，研究分担者（2006－2007 年度） 

 「系列型ネットワークにおける中核的研究所のエコシステム形成効果と知識移転マネジメン

ト」（研究代表者：椙山泰生）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「産業技術

研究助成事業」（2006－2008 年度） 

• 「研究開発と事業部門の分化と効果的な統合に関する研究」経済産業省平成 18 年度『技術経

営人材育成プログラム導入促進事業』技術経営研究事業，研究分担者（2006 年度） 

 「企業内研究マネジメントにおける構想形成のメカニズム探求」（研究代表者：椙山泰生）基

盤研究 B，（2008－2010 年度） 

 「コミュニケーション・プロセスの研究」（研究代表者：椙山泰生）NEC-CCIL 共同研究（2008

－2009 年度） 

 「境界のマネジメントと日本企業のイノベーション」（研究代表者：武石彰・京都大学大学院

経済学研究科・教授）文部省科学研究費補助金・基盤研究 A，研究分担者（2009－2011 年度）

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

 （国内機関との共同研究） 

 「次世代技術の研究開発マネジメント手法の開発：戦略，組織，会計の統合モデル」におい

て，松下電器産業と共同研究を実質的に組織・運営 

 「系列型ネットワークにおける中核的研究所のエコシステム形成効果と知識移転マネジメン

ト」において，首都大学東京，京都産業大学の研究者と共同研究を組織・運営 

 「モバイルおよび ICT 産業による経済波及効果研究会」において，廣松毅東京大学教授（主

査），篠崎彰彦九州大学教授とともに情報通信研究所との共同研究に参加 

 「コミュニケーション・プロセスの研究」において NEC と共同研究を組織・運営 

 （国外機関との共同研究） 

 「企業内研究マネジメントにおける構想形成のメカニズム探求」の一環として，スタンフォ

ード大学，パロアルト研究センターに客員研究員として滞在して共同研究を実施 

 「境界のマネジメントと日本企業のイノベーション」の一環として，ボローニャ大学との共

同研究を組織 

(7) その他の研究活動・研究支援 

 スタンフォード大学経営科学・工学部門，Center forWork, Technology and Organization 客員研究

員として滞在（2009 年 4 月から 9 月）。並行して， PARC（パロアルト研究センター）にも客

員研究員として滞在（2009 年 7 月から 9 月）。 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

（経営管理研究部） 
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 広報委員（2006－2007 年） 

 総務委員（2008－2009 年） 

 三菱 UFJ キャピタル寄付講座運営 WG 委員（2005－2008 年） 

 関西アーバン銀行寄付講座運営 WG 委員（2006－2008 年） 

 京セラ寄付講座運営 WG（2007－2009 年） 

 サービス・イノベーション・プロジェクト運営 WG 委員（2007－2009 年） 

 （経済学研究科・経済学部） 

 上海センター運営委員（2005 年－2009 年） 

 厚生・補導委員（2006－2007 年） 

 ハラスメント委員（2006－2007 年） 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

 組織学会評議員（2006－2009 年） 

 『組織科学』副編集長（2006－2009 年），シニア・エディター（2007－2009 年） 

 国際ビジネス研究学会理事（2006 年－2009 年） 

 論文レフェリー（『組織科学』，『国際ビジネス研究学会年報』，『研究・技術計画』，『赤門マネ

ジメント・レビュー』『Kyoto Economic Review』『イノベーション・マネジメント』『経済論叢』）

 学会のコメンテータ，シンポジウムのパネリストなどを担当（年平均 5 件程度）。 

(4) 国際交流活動 

 担当する組織・戦略分析 WS の一環として，国際研究 WS を下記のように実施 

 2008 年 11 月 13 日， Jeanette Blomberg （Manager, Service Practices group at the IBM Almaden 

Research Center）"Negotiating Meaning of Shared Information in Service System Encounters" 

 2008 年 5 月 9 日，Yupana WIWATTANAKANTANG（一橋大学経済研究所准教授） 

Adoptive Expectations: Rising Son Tournaments in Japanese Family Firms 

 2007 年 12 月 27 日，Howard E. Aldrich (Professor, Univ. of North Carolina) “Organizational 

Autonomy and Environmental Transformation” 

 2007 年 9 月 6 日（木），Marco Zamarian (Associate Professor, School of Management, University 

of Trento) “Artefact and Organizational Routines” 

 経済学部研究生留学生受け入れ（2007 年：3 名＝1 名が経済学研究科，1 名が人間環境研究科

に進学，2008 年：3 名＝1 名が経済学研究科，1 名が経営管理大学院に進学，2009 年：3 名）

 京都大学経済学研究科 JICA 博士特別コース留学生 1 名受け入れ（2004－2007 年） 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

 経済産業省「標準化経済性研究会」委員（2004－2008 年） 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

 社会生産性本部経営アカデミー「技術経営コース」担当講師（2004－2007 年） 
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1．氏  名
ふ り が な

  武石
たけいし

 彰
あきら

 

2．所属講座  経営管理・戦略講座 

3. 終学歴 1998 年 1 月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院博士課程修了 

4. 終学位 1998 年 2 月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 Ph.D.（経営学）

5. 所属学会 組織学会、日本ロジスティック・システム学会、Academy of Management 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2008 年度 

学部   経営戦略 

大学院  経営学研究法、企業戦略論、技術経営（経営管理大学院） 

2009 年度 

学部   経営戦略 

大学院  経営学研究法、企業戦略論、経営戦略（経営管理大学院） 

全学共通 経済英語 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度 

学部   二回生 10 名（+オブザーバー2 名）、三回生 6 名（+オブザーバー7 名） 

大学院  修士 1 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

• 技術経営、企業間分業のマネジメント、イノベーションのプロセス、音楽ビジネスの革新史 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

単著 
・Itami, Hiroyuki, Ken Kusunoki, Tsuyoshi Numagami and Akira Takeishi (eds.), Dynamics of Knowledge, 

Corporate Systems and Innovation. Heidelberg: Springer, 2010. 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

査読付き論文 

・朱穎、武石彰、米倉誠一郎「技術革新のタイミング：1970 年代における自動車排気浄化技術の

事例」『組織科学』Vol.40、No.3、2007 年、78-92 頁。 
・Nagaoka, Sadao, Akira Takeishi and Yoshihisa Noro, “Determinants of Firm Boundaries: Empirical 

Analysis of the Japanese Auto Industry from 1984 to 2002.” Journal of the Japanese and International 
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Economies, 2008 (forthcoming). 
論文 

・武石彰、伊藤誠悟「東芝：自動車制御用マイコンの開発」『一橋ビジネスレビュー』55 巻 3 号、

2007 年、116-136 頁。 

・武石彰、古川健一、高永才、神津英明「松下電子工業：携帯電話端末用 GaAs パワーモジュール

の開発」『一橋ビジネスレビュー』55巻 2 号、2007 年、110-126 頁。 

・武石彰、青島矢一「部分としての製品：製造業におけるアーキテクチャの革新」『組織科学』Vol.40、

No.4、2007 年、29-39 頁。 

・武石彰、青島矢一、軽部大「イノベーションの理由：大河内賞受賞事例に見る革新への資源動員

の正当化」『組織科学』42 巻 1 号、2008 年、4-14 頁。 

・武石彰、宮原諄二、三木朋乃「富士フイルム：デジタル X線画像診断システムの開発」『一橋ビ

ジネスレビュー』56 巻 2号、2008 年、126-147 頁。 

・武石彰、青島矢一、軽部大「イノベーションの理由：大河内賞受賞事例に見る革新への資源動員

の正当化プロセス」『一橋ビジネスレビュー』55 巻 4 号、2008 年、22-39 頁。 
・Takeishi, Akira and Tsuyoshi Numagami, “Boundaries of Innovation and Social Consensus Building: 

Challenges for Japanese Firms.” In Itami, Hiroyuki, Ken Kusunoki, Tsuyoshi Numagami and Akira 
Takeishi (eds.), Dynamics of Knowledge, Corporate Systems and Innovation. Heidelberg: Springer, 
2010, pp. 25-42.  

・Takeishi, Akira, Yaichi Aoshima and Masaru Karube, “Reasons for Innovation: Legitimizing Resource 
Mobilization for Innovation in the Cases of Okochi Memorial Prize Winners.” In Itami, Hiroyuki, Ken 
Kusunoki, Tsuyoshi Numagami and Akira Takeishi (eds.), Dynamics of Knowledge, Corporate Systems 
and Innovation. Heidelberg: Springer, 2010, pp. 165-189.  

予稿集他 

・武石彰・青島矢一・軽部大「イノベーションの理由：大河内賞受賞事例にみる革新への資源動員

の正当化プロセス」2008 年度組織学会年次大会報告要旨集、2007 年 10 月、25-32 頁。 

・武石彰・野呂義久「企業の境界：日本の自動車産業にみるその変遷と要因」2007 年度組織学会

年次大会報告要旨集、2007 年 6 月、217-220 頁。 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 
・武石彰（書評）「延岡健太郎『MOT[技術経営]入門』（日本経済新聞社）」『日本経済新聞（朝刊）』

2007 年 1 月 7日。 
・武石彰（書評）「スコット・ アンソニー、マーク・ジョンソン、ジョセフ・シンフィールド、エ

リザベス・アルトマン『イノベーションへの解：実践編』（翔泳社）」『日本経済新聞（朝刊）』

2008 年 11 月 2 日。 
・武石彰「やさしい経済学─経営学のフロンティア：企業間分業の戦略的マネジメント」『日本経

済新聞（朝刊）』2009 年 1月 27、28、29、30 日、2月 2、3、4、5日。 

・赤岡功、武石彰、李在鎬、姜判国、陳韻如、井村直恵、光田稔、平野実「企業経営シンポジウム

今、企業環境を考える ─グローバルマーケットでいかに生き残るか─」『県立広島大学経営

情報学部論集』第 2号、2010 年、207-225 頁。 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
•  “Determinants of Firm Boundaries: The Case of the Japanese Auto Industry” The 15th GERPISA 

International Colloquium, Paris, France, June 2007. (with Yoshihisa Noro)（国際学会） 
• 「企業の境界：日本の自動車産業にみるその変遷と要因」組織学会、京都（京都産業大学）、2007

年 6 月(野呂義久と共同報告)。 
• “Firm Boundaries of Japanese OEMs from 1984 to 2002” The Korean Academy of Motor Industry, Seoul, 

Korea, October 2007.（国際学会、招待講演） 

• 「イノベーションの理由：大河内賞受賞事例にみる革新への資源動員の正当化プロセス」組織学
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会、福岡（九州大学）、2007 年 10 月。（招待講演） 

• “Boundaries of Innovation and Social Consensus Building: Challenge for Japanese Firms” International 
Conference on Dynamics of Knowledge, Corporate System and Innovation, Nagano, Japan, December 
14-16, 2007. (with Tsuyoshi Numagami)（国際学会） 

• 「イノベーションの境界」イノベーション・フォーラム、一橋大学イノベーション研究センター、

東京、2008年3月。 
• 「企業の境界：日本の自動車産業にみるその変遷と要因」「組織戦略分析」ワークショップ、京都

大学大学院経済学研究科、京都、2008 年 6 月。 

• 「自動車産業における企業の境界」「企業経営シンポジウム：今、企業経営を考える」、県立広島

大学、広島、2009 年 3 月 7日。 

• 「イノベーションのプロセス：革新への資源動員の理由」組織学会関西支部研究会、京都大学、

京都、2009 年 3 月 28 日。 

• 「企業の境界：日本の自動車産業にみるその変遷と要因」田村正紀古稀記念ワークショップ、神

戸大学、神戸、2009 年 6月 26 日。 
• “The Timing of Technological Innovation: The Case of Automotive Emission Control in the 1970s.” 17th 

GERPISA International Colloquium, La Sorbonne, Paris, France, June 2009. 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
• Massachusetts Institute of Technology, International Motor Vehicle Program, 1994-2008. 
• 「自動車生産システムの進化と革新についての国際比較と将来像の研究」科学研究費補助金（基

礎研究 A）、1999-2008 年度（共同研究者：下川浩一、藤本隆宏、藤村博之、佐藤博樹、網倉久永、

延岡健太郎他）。 

•  「モバイル・イノベーション研究プログラム」委託研究費（NTT DoCoMo、日本電気、富士通、KDDI、

J フォン）、一橋大学イノベーション研究センター、2001-2007 年度（共同研究者：米倉誠一郎、

Jeffrey Funk 他）。 
• 「大河内賞ケース研究プロジェクト」（文部科学省 21 世紀 COE プログラム「知識・企業・イノベ

ーションのダイナミクス」）2003-2007 年度（共同研究者：青島矢一、軽部大他）。 
• 文部科学省 21 世紀 COE プログラム「知識・企業・イノベーションのダイナミクス」2003-2007 年

度（共同研究者：一橋大学大学院商学研究科、国際企業戦略研究科、イノベーション研究センタ
ー教員）。 

• 「イノベーションとネットワークの学際的研究：理論、実証、そして政策提言」科学研究費補助
金（基礎研究 A）2007 年度（研究代表者。共同研究者：一橋大学イノベーション研究センター教
員） 

• 「境界のマネジメントと日本企業のイノベーション」科学研究費補助金（基盤研究 A）2009-2011
年度（研究代表者。共同研究者：椙山泰生、若林直樹、菊谷達弥他）。 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

• 教科委員会委員（2008 年 10 月〜2010 年 3 月） 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 
常任理事 

• 日本ロジスティック・システム学会 

編集委員 
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• 『一橋ビジネスレビュー』 

• 『組織科学』（シニアエディター） 

• International Journal of Automotive Technology and Management 

投稿論文審査員 

• 『一橋ビジネスレビュー』、『一橋商学論叢』、『組織科学』、IEEE Transactions on Engineering 

Management、Journal of Strategic Information Systems、Journal of the Japanese and 

International Economics、Research Policy、Sloan Management Review、Strategic Management 

Journal 

(4) 国際交流活動 

• Mobility Roundtable Organizing Committee, 2001-2008. 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
• 経済産業省「標準化経済性研究会」2006-2007 年度 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  田中
た な か

 秀夫
ひ で お

 

2．所属講座  歴史・思想分析講座 

3. 終学歴 1978 年 京都大学大学院経済学研究科博士課程単位取得 

4. 終学位  経済学博士 

5. 所属学会 経済学史学会 1976-、社会思想史学会 1976-、日本イギリス哲学会 1976-、 

Eighteenth-Century Scottish Study Society, 1988-、Hume Society, 1997- 

Corresponding Fellow of Royal Historical Society, 2004- 

6. 教育活動  

(1) 担当授業科目(学部，大学院)  

2007 年度 

学部   演習、経済哲学  

大学院  社会経済思想史 

2008 年度 

学部   演習、経済哲学、啓蒙と現代の社会思想 

大学院  社会経済思想史、社会思想史、比較社会思想史 

2009 年度 

 学部   演習、社会思想史、経済英語 

 大学院  社会思想史 A、B 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など)  

2007 年度  学部生 5 名、大学院生 10 名 

2008 年度  学部生 4 名、大学院生 5 名 

2009 年度  学部生 3 名、大学院生 5 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ  

啓蒙思想と経済学の形成、共和主義と経済思想の関係、アメリカ啓蒙、スコットランド啓蒙、 

ヨーロッパの啓蒙 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

編著 

・『啓蒙のエピステーメーと経済学の生誕』京都大学学術出版会（3 章を執筆）、2008 年 
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• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
査読付き論文 

・“Beyond the Ambivalent View of Commercial Society: Commerce, Industry, and Alienation in the 
Scottish Enlightenment”, International Journal of Public Affairs, Vol. 3. 2007. 

・「復活する共和主義」、『社会思想史研究』第 32 号、2008 年 9 月 
 

紀要論文 
・「第三代アーガイル公爵のハイランド経済改革」、『経済論叢』第 180 巻第 2 号、2007 年 8 月 
・「ガーショム・カーマイケルの自然法思想」、『経済論叢』第 181 巻第 3 号、2008 年 3 月 
・「ロンドン・スクールとフランクフルト学派」、『経済論叢』第 183 巻、2009 年 7 月 

報告書 

・『啓蒙思想と経済学形成の関連を問う―グローバルな視点から』（科学研究費研究成果報告書）

2010 年 3 月 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

・「啓蒙と改革―18 世紀研究の視座」、『未来』、2008 年 1 月号、未来社 （田中浩編『思想学の現

在』、2008 年、未来社、に修正して再録） 

・項目執筆：『イギリス哲学思想事典』、「共和主義」、「ディセンター」、「オーガスタン論争」、研

究社出版、2007 年 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
・セッション「啓蒙の自然法思想を再考する」（世話人）、社会思想史学会第 32 回大会、立命館大

学、2007 年 10 月 
・シンポジウム「イングランド－スコットランド合同のインパクト―合同 300 週年記念」（組織者、

司会）、日本イギリス哲学会第 32 回大会、2008 年 3 月 27 日、帝京大学 
・シンポジウム「アダム・スミス『道徳感情論』出版２５０周年記念して」 
・（国際学会報告） The Scottish Enlightenment and its influence on the American Enlightenment, 2009

年 3 月 24 日 The Second E-Shet J-Shet Joint Conference in Kyoto 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
・科学研究費基盤研究 A「啓蒙思想と経済学形成の関連を問う―グローバルな視点から」2007-2009

年（研究代表者） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営  

 経済学会委員長 2007-2008 

 FD 委員会委員 2007- 

  その他 

(2) 全学における委員・組織運営 
 公開講座等企画委員会委員 2006-2008 

高等教育研究開発推進センター協議会委員 2006-2009 

(3) 学会活動 
経済学史学会（幹事：2007-） 
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社会思想史学会（幹事：2007-） 
日本イギリス哲学会（理事：2006-） 

(4) 国際交流活動 
・T.C. Smout 教授を迎えてセミナー「イングランドと合邦したスコットランド―1707 年から現在ま

で」、2007 年 9 月 15 日 
・Christopher Berry 教授を迎えてセミナー「科学と迷信：ヒュームと保守主義」2009 年 3 月 16 日な

ど数回のセミナーを実施 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

 ・非常勤講師 滋賀大学経済学部 2007 年度後期 

放送大学 2009 年後期 

 ・京都大学学術出版会理事 2007-2010 近代社会思想コレクションの刊行にコミット 

・Pickering and Chatto LTS, The Enlightenment World, Political and Intellectual History of the Long 

Eighteenth Century, Advisory editor, 2007- 
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1．氏  名
ふ り が な

  徳賀
と く が

 芳
よし

弘
ひろ

 

2．所属講座 事業創成講座 

3. 終学歴 1983 年 3 月 九州大学大学院経済学研究科博士課程単位取得 

4. 終学位 1999 年 9 月 京都大学経済学博士  

5. 所属学会 

日本会計研究学、American Accounting Association、日本会計史学会、 

国際会計研究学会、国際公会計学会、日本簿記学会、会計理論学会、 

Asian Academic Accounting Association 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院)   

2007 年度 学 部：会計学Ⅰ、２回生演習、３・４回生演習  

大学院：会計学、企業分析、事業創成会計Ｂ、会計学ワークショップ（基礎） 

2008 年度 学 部：会計学Ⅰ、２回生演習、３・４回生演習  

大学院：会計学、企業分析、事業創成会計、会計学ワークショップ（基礎） 

2009 年度 学 部：会計学Ⅰ、２回生演習、３・４回生演習  

大学院：会計学、企業分析、事業創成会計、会計学ワークショップ（基礎） 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など)  

2008 年度 

・学部２回生ゼミ：10 名 

・学部３回生ゼミ：10 名 

・学部４回生ゼミ：9 名 

・博士前期課程：2 名（内留学生１名） 

・博士後期課程：3 名 

・研究生：1 名 

2009 年度 

・学部２回生ゼミ：10 名 

・学部３回生ゼミ：9 名 

・学部４回生ゼミ：9 名 

・博士前期課程：2 名（内留学生１名） 

・博士後期課程：3 名 

・研究生：1 名 

(3) 教材の開発  

・ 近の会計制度改革に沿ったテキスト『現代会計学と会計ビッグバン』の中の 2 章を共同執筆した。

・2006 年度より大学院の講義を通じて、澤邉教授と共同で、企業分析のケース教材の作成を行ってい
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る。 

・2008 年度は、文科省のＧＰ予算によって、財務会計と企業分析のケース教材開発を行った。外部か

らケース教材開発に精通した研究者や実務家を招いてワークショップを行った。 

・2009 年度は、東アジア企業のケース教材作りに本格的に取り組み、院生たちとともに 6 のケース教

材を開発した。 

(4) その他の教育活動・教育支援  

・2008 年度より文部科学省委託事業「会計専門職の学び直しを支援する短期集中教育プログラム」に

採択され、地元公認会計士の学び直し教育を担当している。教育内容は以下の通りである。「国際

会計基準」「内部統制報告・内部統制監査」「地方自治体の会計・監査」および「金融商品の会計」

と題するセミナーを開催し、延べ 200 人以上の地元公認会計士に受講いただいた。また同時にシン

ポジウム「国際会計基準への日本の対応と課題」および「内部統制報告と内部統制監査」を主催し、

金融庁、会計基準設定主体、日本公認会計士協会、日本経済団体連合会、日本監査役協会等の代表

者を招いて、講演会、討論会を行った。 

 2009 年度においては、上記に 4 つのテーマに加えて、地元会計士協会より希望のあった特殊会計論

（建設業の会計、保険業の会計、公益法人の会計、および銀行の会計）のセミナーを開催し、延べ

300 人以上の地元公認会計士に受講いただいた。 

・2008 年度より文部科学省委託事業「専門職大学院における高度専門職業人育成推進プログラム」で

「国際的競争力のある金融・会計職業人育成」に採択され、ドバイ（AAAA の年次大会）、台湾（国

立台湾大学）、およびバンクーバー（UBC の Sauder School）で、ケース教材の使用の効果に関する

研究報告およびワークショップへの参加、並びに代表者へのヒアリングを実施した。 

 2009 年度においては、上記プログラムに関して、イスタンブール（AAAA の年次大会）、台湾（国

立台湾大学）、および釜山（釜山国立大学ビジネス・スクール）で、ケース教材の使用の効果に関

する研究報告およびワークショップへの参加、並びに代表者へのヒアリングを実施した。 

 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

・会計基準の国際的コンバージェンスに伴う会計問題の分析 

・研究開発投資の成果発現に関する実証研究 

・公正価値会計の企業会計、企業経営、証券市場、マクロ経済に与える影響の分析 

・2008 年より日本会計研究学会より課題研究委員会の委員長として「日本の財務会計研究の棚卸－国

際的な研究動向の変化の中で－」を委託され、“日本の会計研究が国際的な競争力を獲得するため

の条件について”を現在の研究テーマとして研究を進めている。2009 年 9 月の日本会計研究学会年

次総会において「中間報告」を行った。 

・2008 年より日本学術会議より「経済社会からの需要の変化と会計学の対応」との研究課題を与えら

れ、2009 年に「経営学分野の展望－グローバル社会における日本独自の経営学の在り方について－」

という冊子報告書を公表した。 
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(2) 業績  

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

（分担執筆） 

・「第 4 章」（小川淳平氏との共著）、「第 17 章」（宮宇地武俊氏との共著）『現代会計学と会計ビッグ

バン』森山書店、73-90・261-277、2007 年 6 月 

・「公正価値会計の意味－概念の明確化と経済社会へのインパクト」シャム・サンダー・山地秀俊編

著『日本のもの造り組織指向の会計と国際会計』（神戸大学経済経営研究所）121-164、2009 年 3 月

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

（査読付き論文） 

・“Market Reaction to the Disclosure of Unfunded Pension Benefit Obligation Write-Off Policies in Japan.”, 

SEOUL JOURNAL OF BUSINESS, Vol13,No,2 2007, 59-82, Seoul National University, (CO-author

J.S.Choi)                                                                         

（論文） 

・「近未来における企業会計の変化に対する憂慮」『季刊 会計基準』No.19、127-131、2007 年 12 月

・「研究開発投資の公正価値評価－測定値の高度の低さと測定対象の識別の難しさ－」『會計』第 173

巻第 4 号、21-33、2008 年 4 月     

・「グローバリゼーションと財務会計研究の継承と発展」『會計』第 175 巻第 1 号、1-11、2009 年 1

月     

・「国際財務報告基準への日本の対応-連単分離を論ずる枠組み-」『税経通信』2009 年 8 月臨時増刊号、

3-10、2009 年 8 月 

・「公正価値会計の行方－パラダイム転換の分岐点としての金融負債の公正価値評価」『企業会計』2010

年 1 月号、18-21、2010 年 1 月 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

（書評） 

・石川純治著『変わる社会、変わる会計』（日本評論社刊）『企業会計』第 59 巻第 4 号、130、2007

年 4 月 

・大日方隆著『アドバンスト財務会計』（中央経済社刊）『企業会計』2008 年 6 月号、92、2008 年 6

月 

・斎藤静樹著『会計基準の研究』（中央経済社刊）『企業会計』2009 年 9 月号、140、2009 年 9 月 
（辞書） 
・会計学大辞典 
・会計学辞典 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記)  

（学会報告） 

・「企業価値の創造・向上と企業会計」日本会計研究学会第 66 回全国大会 公開シンポジウムパネリ

スト（松山大学）2007 年 9 月 2 日 

・「公益性組織の責任と会計規則」会計理論学会第 22 回全国大会 統一論題報告・討論司会（日本大

学）2007 年 10 月 20 日 
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・「負債と資本の区分」国際会計研究学会第 24 回全国大会 特別セッション報告（青山学院大学）2007

年 11 月 25 日 

・「グローバリゼーションと会計研究の継承・発展」日本会計研究学会第 67 回全国大会 統一論題（第

一会場）司会・座長（立教大学）2008 年 9 月 9,10 日 

・「財務報告の変革に関する研究」日本会計研究学会第 67 回全国大会特別委員会報告（委員長：広瀬

義州教授［早稲田大学］）（立教大学）2008 年 9 月 8 日 

・「国際会計基準の収斂に関する主要課題の検討」『世界同時金融危機と国際会計』国際会計研究学会

第 26 回全国大会 研究グループ報告総合司会（法政大学）2009 年 9 月 5,6 日 

・「日本の財務会計研究の棚卸－国際的な研究動向の変化の中で－」日本会計研究学会第 68 回全国大

会課題研究委員会報告（関西学院大学 於：神戸国際会議場）2009 年 9 月 2 日 

・「財務会計の課題と展望」『会計学の課題と展望』日本会計研究学会第 68 回全国大会統一論題司会・

座長（関西学院大学）2009 年 9 月 3,4 日 

・『今、もう一度会計の本質を考える－理論（制度）・歴史・実証からのアプローチ－』日本会計研究

学会第 59 回関西部会統一論題報告（大阪経済大学）2009 年 12 月 19 日 

（国際学会報告） 

・“The relationship between R&D spending and the earnings management of Japanese electronics companies”

Ninth Annual Asian Academic Accounting Association Conference(Dubai) 29, Nov, 2008. 

・“Earnings Management by Means of Changes in Accounting Entities -The Case of Tobu Railway Company-”

Asian Academic Accounting Association Conference 10th Annual Conference (KADIR HAS UNIVERSITY) 

(ISTANBUL TURKEY)Nov,2009 

・“IFRS Adoption in Japan, Korea, and Taiwan: Experiences Sharing and Implications for Accounting 

Education”2009 台湾會計理論與實務研討會 （國立成功大學）10,Dec,2009  

（招待講演） 

・住友経営テクノロジー・フォーラムにて（演題：「国際会計基準の動向と企業経営」）2007 年 12 月

14 日 

・熊本学園大学（演題：「近未来における会計の変化に対する憂慮」）2007 年 12 月 15 日 

・（社）日本経済団体連合会経済法規委員会企業会計部会にて（演題：「国際会計基準の方向性および

対応策」）2008 年 3 月 11 日 

・佐賀大学講演「会計の国際化と日本の対応」2010 年 1 月 23 日 

・広島市立大学講演シンポジウム 『グローバル環境における経営革新』「国際会計基準（IFRS）の導

入と企業の対応」2010 年 1 月 28 日 

・新潟大学講演「国際会計基準への日本の対応」2010 年 2 月 23 日 

・あずさ監査法人にて講演「会計現象の見方・考え方－会計基準設定における公認会計士への期待」

2009 年 8 月 24 日 

（その他の講演・報告） 

・神戸大学経済経営研究所にて報告（演題：「公正価値評価の適用領域の拡張とその経営・経済へのイ

ンパクト」）2007 年 11 月 16 日 
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・第９回神戸フォーラム講演（演題：「公正価値会計がもたらす企業経営・マクロ経済への影響」）2008

年 1 月 26 日 

・（社）不動産協会 企業財務・会計委員会にて報告（演題：「国際会計基準の方向性と対応策」2008

年 6 月 30 日 

・京都大学経営管理大学院主催 シンポジウム「国際会計基準への日本の対応と課題」にて講演（演

題：「会計研究の役割の明確化と変化－国際会計基準のアドプションが進行する中で－」2009 年 1

月 9 日 

・京都大学経済学部同窓会大阪支部総会にて報告（演題：「国際会計基準を巡る動向」）2009 年 2 月 5

日 

・神戸大学経済経営研究所にて報告（演題：「公正価値概念の明確化と負債のダウングレーディング・

パラドクス」）2009 年 3 月 14 日 

・シンポジウム 「国際会計基準への日本の対応と課題」（京都大学経営管理大学院主催 みずほ証券

共催）にて報告（演題：「会計研究の役割の明確化と変化－国際会計基準のアドプションが進行する

中で－」）2009 年 5 月 27 日 

・京都大学経営管理大学院・みずほ証券寄附講座特別講座 『国際会計基準適用による企業行動への

影響』2010 年 2 月 4 日 

（海外での講演・報告） 

・復旦大学にて報告（論題：“Japanese Accounting Systems - Historical Changes -”）2007 年 12 月 26 日

・国立台湾大学にて報告（論題：“Relationship between Short-termism in Management and R&D 

Spending ”） 2008 年 2 月 21 日 

・釜山大学講演「Development of East Asian Company Case Materials」2010 年 2 月 19 日 

・國立台彎大学講演「Development of East Asian Company Case Materials」2010 年 3 月４日 

(4) 受賞 

(5) 外部資金  

・2005 年度～2007 年度 科学研究費（基盤研究 A）「財務情報の信頼性の保証に関する研究」研究分

担者（代表者：名古屋大学 友杉芳正教授）2005 年 

・2006 年度～2007 年度 科学研究費（基盤研究 C）「「実証研究」の会計基準設定への貢献に関する一

考察」研究代表者 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

・2005 年度～2007 年度、日本会計研究学会・特別委員会（代表：早稲田大学・友杉芳正教授）のメン

バーと 20 回以上の研究会を行い、2007 年度に『会計情報の信頼性と保証』（白桃書房）を執筆した

（2008 年度刊行予定）。 

・2007 年度後半～、日本会計研究学会・特別委員会（代表：早稲田大学・広瀬義州教授）のメンバー

と 5 回の研究会を行った。成果は 2008 年 9 月の学会で報告した。 

・2008 年 10 月より日本会計研究学会・課題研究委員会（代表：本人）のメンバーと 3 回の研究会を

行った。成果は 2009 年 9 月の学会で報告した 

(7) その他の研究活動・研究支援 
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・2008 年より日本学術会議より「経済社会からの需要の変化と会計学の対応」の研究課題を与えられ、

メンバーと３回の研究会を行った。成果は 2009 年 9 月の日本研究学会で統一論題として報告・討議

した。 

8. 学内・学外・社会貢献活動  

(1) 部局における委員・組織運営 

2008 年度 同窓会企画委員会・委員長、経済学会委員 

2009 年度 東アジアセンター副センター長、経済学会主任 

【経営管理研究部内委員】 

2006 年度～2007 年度 経営管理研究部教務委員長 

2007 年度 インターンシップ委員会委員、寄附講座専門委員会委員、外部資金委員会委員、同窓会

企画委員 

2008 年度 総務委員長、寄附講座専門委員会委員、外部資金委員会委員、同窓会企画委員 

   みずほ寄付講座運営委員、関西アーバン寄付運営講座委員 

2009 年度  総務委員長、寄附講座専門委員会委員、外部資金委員会委員、同窓会企画委員 

   みずほ寄付講座運営委員、関西アーバン寄付運営講座委員 

(2) 全学における委員・組織運営 

2009 年度 京都大学財務担当理事補佐 

(3) 学会活動 

・日本会計研究学会（2000 年～評議員、2009 年度～理事[国際交流委員長]） 

  特別委員会委員「財務報告の変革に関する研究」（委員長：広瀬義州教授）2007 年 9 月～2008 年

9 月 

 課題研究委員会委員長「日本の財務会計研究の棚卸」2008 年 9 月～2010 年 9 月 

・日本会計史学会（2005 年～2007 年理事） 

・国際会計研究学会（2008 年～理事、学会賞審査委員、経済学会連合代表） 

・国際公会計学会（2007～現在、副会長、学会賞審査委員） 

・日本簿記学会（2003 年～2008 年理事、2006 年～学会誌編集委員） 

・会計理論学会（2003 年～2007 年理事、2008 年～学会賞審査委員） 

・2009 年 12 月、日本会計研究学会を代表して、台湾会計学会へ参加し講演を行った。 

(4) 国際交流活動 

韓 国 

釜山国立大学 

・2005 年～2007 年の間、J.S. Choi 教授と毎年、研究交流および学生交流を行っている。 

・釜山大学講演「Development of East Asian Company Case Materials」2010 年 2 月 

・2010 年 2 月大学院生（経済学研究科博士課程および経営管理大学院）および学部学生の研究交

流会を釜山で行った。 

台 湾 
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国立台湾大学 

・2008 年 1 月に台湾大学管理学院長の Shu-hsing Li 教授を始め、他３人の教授と大学院生、学生

9 人と京都大学にて、２つの研究会や意見交換を行った。 

・2008 年 10 月、国立台湾大学管理学院と京都大学経営管理研究部で学術交流、教員の交換、学

生の交換等の協定を結んだ（窓口となり交渉・手続き等を行った）。 

・2009 年 3 月、国立台湾大学での会計教育ワークショップに参加。 

・2009 年 3 月、国立台湾大学の蔡教授と京大で会計教育に関する意見交換を行った。 

・2010 年 3 月國立台彎大学講演「Development of East Asian Company Case Materials」2010 年 3 月

・2010 年 3 月大学院生（経済学研究科博士課程および経営管理大学院）および学部学生の研究交

流会を京大および台湾で行った。 

中 国 

復旦大学管理学院 

・2007 年に李若山教授および復旦大学会計学専攻の大学院生たちと３時間にわたり研究交流し

た。 

カナダ 

  ・2009 年 3 月ブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）の会計学部長の Simunic 教授と会計教育

に関する意見交換を行った。 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動  

・大学入試センター試験第二専門委員会・部会長、2003 年 10 月～2009 年 8 月  

・財務会計基準機構・理事、2007 年～現在 

・日本学術会議連携会員、2006 年 4 月～現在  

・国税庁・税理士試験委員、2007 年 1 月～2009 年 11 月 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

・『韓国経済研究』（九州大学）編集委員、2001 年～現在 

・Editor & Referee, Journal of Accounting and Finance （Korea) 、2001 年～現在 
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1．氏  名
ふ り が な

  成生
な り う

 達
たつ

彦
ひこ

 

2．所属講座  現代経済学講座 

3. 終学歴 1989 年 ノ－スカロライナ州立大学大学院 

4. 終学位  

5. 所属学会  日本経済学会、日本商業学会、マ－ケティングサイエンス学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院)  

2007 年度 

学部  産業組織論 

  大学院 組織間関係の経済分析 A・B 

経営管理大学院  企業経済学、ワ－クショップ１・２ 

 2008 年度 

  学部 

  大学院 

  経営管理大学院 

 2009 年度 

  学部  産業組織論、ゼミ 

  大学院 組織間関係の経済分析 

  経営管理大学院  ミクロ経済学、企業経済学、ワ－クショップ１・２ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)   

2007 年度  学部：2回生１名、3回生２名、大学院：Ｍ2名、Ｄ4名 

2009 年度  学部：2回生１名，4回生１名、大学院：Ｍ4名、Ｄ2名 

(3) 教材の開発 

ミクロ経済学入門およびミクロ経済学のビデオ教材を作成した。 

(4) その他の教育活動・教育支援 

低炭素都市圏政策ユニット運営委員:2009- 

関西社会人大学院連合執行部会委員:2009 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

流通経済学、産業組織論 

(2) 主要業績 
• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載)  
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〔分担執筆〕 
・チャネルの経済分析，2007 年 11 月，西村・石垣（編），マ－ケティングの革新的展開，同文舘出

版, 第 2 章, pp.19-42. 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
〔査読付き論文〕 

・チャネル間競争と市場の競争性＊,2007 年 9 月, 流通研究, 第 10 巻, 第 1･2 号,pp.17-27.（鈴木と

の共著） 

・情報、卸および流通経路＊, 2007 年 9 月, 流通研究, 第 10 巻, 第 1･2 号, pp.45-60.（鳥居との共

著） 

・Increasing in Risk and Comparative Static Analysis,  2007 年 12 月, Kyoto Economic Review,
 Vol.75, No.2, pp.151-160. (with H. Iwaki) 

・Flath, D. and T. Nariu (2008) "Parallel Imports and the Japan Fair Trade 

      Commission," The Japanese Economy, Vol.35, No.1, pp.1-28. 
・Nariu, T. (2008) "The Economics of Marketing and Distribution," The Japanese Economy, Vol.35, 

No.2, pp.5-22. 

・Nariu, T. (2008) "Consumers' Information-Gathering Behavior and the Structure of Distribution 

Channels," The Japanese Economy, Vol.35, No.2, pp.23-38. 
・Nariu, T. (2008) "The Role of Reputation in the Market for Consumer Goods," The Japanese 

Economy, Vol.35, No.2, pp.39-53. 
・Nariu, T. (2008) "Returns Policy, Information, and Communication," The Japanese Economy, 

Vol.35, No.2, pp.54-67. 

・Flath, D. and T. Nariu (2008) "The Complexity of Wholesale Distribution Channels in Japan," 

The Japanese Economy, Vol.35, No.2, pp.68-86.  
・Nariu, T. and A. Torii (2008) "Long-term Manufacturer-Distributor Relationships," The Japanese 

Economy, Vol.35, No.2, pp.86-117. 
・成生達彦、王海燕 (2008)「生産者によるネットチャネルの管理と経済厚生」, 流通研究,  第 11

巻, 第 1･2 号, pp.1-13. 

・成生達彦、上田薫、清水 俊輔(2009)「二重のモラルハザ－ドとマ－ジンベ－スロイヤルティ」, 流

通研究, 第 12 巻, 第 3 号, pp.1-12. 

・王海燕、成生達彦 (2009)「インタ－ネットによる情報提供が店舗の立地と品揃えに及ぼす効果につ

いての一考察」 マ－ケティングサイエンス，Vol.12, No.1･2, pp.44-61． 

〔紀要論文〕 

・エージェントの多数化がプリンシパルにもたらす利益，2007 年 10 月 南山経営研究, 第 22 巻 2 号，

pp.279-292.(笹井、後藤との共著) 

・ チャネル間競争と生産費用削減投資, 2007 年 3月, 経済論叢, 第 179 巻, 第 3 号, pp.1-15.（梅

との共著） 

・ Msuya, E., S. Hisano, and T. Nariu (2009) "An Investigation into  Commercialization 

Constraints Facing Smallholder Farmers in Tanzania," Journal of Rural Economics, 
Special Issue, pp.551-558. 

・Ikeda, T. and T. Nariu (2009) "Third Degree Price Discrimination in the Presence of Asymmetric 

Externalities", Journal of Industry, Competition and Trade, Vol.9, No.2, pp.251-261.
・成生達彦、池田剛士、岡村誠 (2009)「 チャネル間競争の下でのテリトリ－制と経済厚生」 経済研

究, 第 60 巻, 第 2 号, pp.156-162. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記)  
・チャネル間競争の下でのテリトリ－制と経済厚生, 2007 年 6 月,日本経済学会 春期大会．（岡村、

池田との共著） 

・インタ－ネットによる情報提供が店舗の立地と品揃えに及ぼす効果についての一考察, 2007 年 6 月,

日本経済学会 春期大会．（王との共著） 
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(4) 受賞 

2008 年 日本商業学会優秀論文賞 

(5) 外部資金 

科研費基盤Ｃ：我が国の流通に関するパネル分析 

科研費基盤Ｃ：流通システムの経済分析 
2008 年－2009 年 「高度金融職業人育成」、代表者 

2008 年－2010 年 「公認会計士の学び直し」、代表者 

2009 年－2010 年 「サ－ビス人材育成」、代表者 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

 経営管理研究部長・教育部長 2008.4-2010.3 

(2) 全学における委員・組織運営 

 評議員 2008.4-2010.3 など（部局長に伴う全学委員） 

(3) 学会活動 

日本経済学会理事 2008.5-（春季大会実行委員長 2009.6） 

応用経済学会理事 2008- 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

大学評価学位授与機構 大学機関別認証評価委員会 専門委員 2008-、 

学術振興会（科研費の審査委員）2008- 

マネジメント人材教育振興協議会 委員 2009- 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

日本経済研究奨励財団審査委員 2009-   

 



 173

 

1．氏  名
ふ り が な

  西牟田
に し む た

 祐二
ゆ う じ

 

2．所属講座 市場動態分析講座  

3. 終学歴 1985 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士課程学修退学 

4. 終学位 1998 年 3 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 経営史学会、社会経済史学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 
学部   国際経営史、学部演習 
大学院  経営史 A・B 
全学共通 ポケットゼミ 

2008 年度 

学部   経営史、学部演習 
大学院  経営史 A・B 

全学共通 ポケットゼミ 

2009 年度 

学部   国際経営史、学部演習 

大学院  経営史 A  

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

国際経営史、ドイツ経済史・経営史、アメリカ経済史・経営史、国際金融史、多国籍企業史 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

〔査読つき論文〕 

・「1953 年ロンドン債務協定に関する 近の研究動向」『社会経済史学』第 73 巻第 1 号、2007 年 5 月

〔書評〕 

・「柳澤治著 『戦前・戦時日本の経済思想とナチズム』」『西洋史学』第 233 号、2009 年 6 月 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 
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・2008 年 12 月 13 日 スウェーデン・リンシェーピン大学ハンス・シュグレン教授を招いた国際経

済史に関するシンポジウム・社会経済史学会近畿部会と共催（関西大学）で報告「ハンス・シ

ュグレン教授の研究について」（国際学会） 

・2008 年 12 月 14 日 同上教授を招いた国際経営史に関するシンポジウム・ドイツ資本主義研究会

と共催（専修大学）で報告「ハンス・シュグレン教授のスウェーデン・モデルについて」（国

際学会） 

・2009 年 9 月 27 日 社会経済史学会全国大会 パネルディスカッション「ドイツ第三帝国の軍拡

政策と国際関係」第 2 報告として「第三帝国の軍事的モータリゼーションとアメリカ資本」

・2009 年 12 月 15 日 アメリカ経済史学会 自由論第報告として「語られざるジェネラル・モータ

ーズ」  

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

科学研究費補助金「軍縮と軍拡の総合的研究」（研究代表者：明治大学・横井勝彦教授） 

2008 年度―2011 年度 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営  

2007 年度前期 教科委員会・教科主任 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  根
ね

井
い

 雅弘
まさひろ

 

2．所属講座  現代経済学講座 

3. 終学歴 1990 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士課程修了 

4. 終学位 1990 年 3 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 経済学史学会 

6. 教育活動  

(1) 担当授業科目(学部，大学院)  

2007 年度 

学部   現代経済思想 

大学院  現代経済思想史１・２ 

全学共通 経済英語 

2008 年度 

学部   経済学史 

大学院  現代経済思想史１・２ 

全学共通 経済英語 

 2009 年度 

学部   経済学史、現代経済思想 

大学院  現代経済思想史１・２ 

全学共通 ポケットゼミ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など)  

オフィスアワーでの面会を通じての指導が中心 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ  

現代経済思想史 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

単著 

・『ケインズとシュンペーター』(NTT 出版、2007 年 10 月) 

・『経済学とは何か』(中央公論新社、2008 年 7 月） 

・『経済学はこう考える』（ちくまプリマー新書、2009 年 1 月) 
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・『市場主義のたそがれ～新自由主義の光と影』(2009 年 6 月) 

編著 

・『わかる現代経済学』(朝日新書、2007 年 12 月) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 
新聞 

・「根源に『不確実性』～世界金融危機に直面して」（『朝日新聞』2008 年 10 月 16 日朝刊文化面）

・「党派分けできないクルーグマン教授の仕事～フォーラム京(文化面)」（『京都新聞』2008 年 10 月

24 日朝刊） 

雑誌 

・「経済学“京都学派”の父～故・菱山泉先生を偲ぶ」（『経済セミナー』2007 年 5 月号、通巻 626

号） 

・「経済学者たちが残した名言～なぜ経済学を学ぶのか」（『ちくま』第 455 号、2009 年 2 月号） 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

 年に二度、現代経済学研究会(6 月と 12 月)を主宰し、若手の現代経済学・思想史研究の指導をおこ

なっている。 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

  評価企画委員 

(2) 全学における委員・組織運営 

 カウンセリングセンター管理運営委員会員 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

・関西の社会人たちとの自主的な経済学勉強会(3 ヵ月に一度)を 2006 年からおこなっている。 

・経済同友会の依頼により「市場主義のたそがれ～新自由主義の光と影」について講演(2009 年 7 月

31 日） 
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1．氏  名
ふ り が な

 久本
ひさもと

 憲夫
の り お

 

2．所属講座  比較制度・政策講座 

3. 終学歴 1986 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程学修 

4. 終学位 1999 年 1 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 社会政策学会、日本労務学会、日本労使関係研究協会、進化経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度  
学 部  社会政策論、労使関係論、演習 
大学院  社会政策論 1、社会政策論 2、労使関係論(学部共通) 
公共政策大学院  厚生労働政策 

2008 年度  
学 部  社会政策論、人的資源管理論、演習 
大学院  雇用労働システム論 1、雇用労働システム論 2 
全学共通 ポケットゼミ 

 2009 年度 
  学部   社会政策論、入門演習、演習 
  大学院  雇用労働システム論１、雇用労働システム論 2、社会政策論 1 
  公共政策大学院  厚生労働政策 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

所属学部ゼミ生、2 回生 3 人、3 回生 1 人、4 回生 4 人、大学院 5 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ  

雇用形態の多様化による労使関係の変化 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
 (共編著) 

・玉井金五・久本憲夫編『社会政策（Ⅱ）少子高齢化と社会政策』、法律文化社、2008 年 7 月 
・ 久本憲夫・玉井金五編『社会政策（Ⅰ）ワーク･ライフ･バランスと社会政策』、法律文化社、2008

年 9 月 
・仁田道夫・久本憲夫編『日本的雇用システム』、ナカニシヤ出版、2008 年 12 月 
・久本憲夫編『労使コミュニケーション』（シリーズ「働くということ」第 5 巻）、ミネルヴァ書房、

2009 年 12 月 
(分担執筆) 

・「正社員のキャリア管理」、若林直樹・松山一紀編『企業変革の人材マネジメント』、ナカニシヤ出

版、2008 年 4 月、219-240 頁 
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・「雇用形態の多様化と処遇格差をどう捉えるか 正社員の画一化から正社員の多様化へ」、京都大

学女性研究者支援センター編『京都大学男女共同参画への挑戦』、明石書店、2008 年 9 月、289-302

頁 

・「雇用政策」、久本・玉井編(2008)15-30 頁 
・「日本的雇用システムとは何か」、仁田・久本(2008)9-26 頁 
・「能力開発」、仁田・久本(2008)107-161 頁 
・.「長期安定雇用における高年齢者――労働行政と企業の対応」、石田光男・願興寺ひろし編著『労

働市場・労使関係・労働法』（講座 現代の社会政策 3）、明石書店、92-115 頁、2009 年 11 月 10
日 

・ 「総論 90 年代以降の労働問題」、『大阪社会労働運動史 第 8 巻』181-188 頁。2009 年 11 月 27
日 

・「希望退職・成果主義化と労働組合」、『大阪社会労働運動史 第 8 巻』218-233 頁。2009 年 11 月

27 日 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

(査読付き論文) 
・「労働者の『身分』について－工職身分格差撤廃と均等処遇」、『日本労働研究雑誌』第 562 号、56-64

頁、2007 年 5 月 

・「ドイツにおける職業別労働市場への参入」『日本労働研究雑誌』No.577、40-52 頁、2008 年 8 月

 (紀要論文など) 
・「雇用形態の多様化と労使関係の変化」、『Int’lecowk 国際経済労働研究』2009 年 4 月、Vol.64 

No.4、通巻 989 号、7-23 頁。 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

（ワーキングペーパー） 
・ 岩田憲治/久本憲夫｢生産性向上技術の導入と展開－生産性関西地方本部・創設期のケース－｣2007

年 4 月。京都大学経済学研究科 J-60 

・ 草野千秋/久本憲夫「人的資源開発の理論的系譜と概念の整理－個人開発と組織開発をつなぐキャ

リア開発－」2007 年 5 月。京都大学経済学研究科 J-64 

・「山田孝治氏 オーラル・ヒストリー」2008 年 3月。京都大学経済学研究科 J-66 

・「吉本仁三氏／辻本健二氏 オーラル・ヒストリー」2008 年 3月。京都大学経済学研究科 J-67 

・ 久本憲夫/川島広明「番組制作における多様な雇用形態-中堅ラジオ局の事例を中心に-」2008 年 5

月。京都大学経済学研究科 J-68 

（調査報告書） 
・『労使コミュニケーションの新地平』、「日本における労働者参加の現状と展望に関する研究委員会

（主査 久本憲夫）」（財）連合総合生活開発研究所、2007 年 12 月、「総論」13-26 頁「第 4 章」

109-118 頁 

(雑誌）  
・「シャイン組合の選択 処遇格差を認め合って「多様な正社員」へ」『月刊 連合』2007 年 4 月 
・「請負類型と組合組織化」、『連合総研レポート』No.218、2007 年 7・8 月合併号、7-10 頁。 
・「非正社員、間接雇用を取り巻く環境とこれからの労働市場」、『関西経協』2007 年 10 月号、4-7 頁。

第 61 巻第 10 号、関西経営者協会。 
・「『中失業社会』におけるセーフティーネット」、中部産業・労働政策研究会『産政研』No.81、2009

年 4 月、8-12 頁 
・「正規・非正規雇用の格差問題と多様な正社員――業務限定正社員を中心に」、関西経営者協会『人

事労務管理の諸課題』、44-45 頁。2009 年 5 月 25 日 
・.「ワーク・ライフ・バランスと労働組合の課題」、経営民主ネットワーク『経営民主主義』No.41、

20-30 頁、2009 年 8 月 
・「いま必要な 3 つの雇用政策」『世界の労働』第 60 巻第 1 号、2010 年 1 月 20 日発行、(財)日本ＩＬ

Ｏ協会、2-7 頁 
・「多様な雇用における職場と働き方-労働組合は何をすべきか」、『電機連合 NAVI』2010 年 1・2 月
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号（通巻 29 号）、18-19 頁。2010 年 1 月 27 日。 
・「政権交代後の連合への期待」『Int’lecowk 国際経済労働研究』 2010 年 2 月号（2 月 1 日発行）、Vol.65

No.2、通巻 997 号、16-17 頁 
(書評) 

・「佐藤厚編著『業績管理の変容と人事管理』ミネルヴァ書房」、『日本労働研究雑誌』No.568、2007

年 11 月号、109-111 頁 

・「石塚史樹『現代ドイツ企業の管理層職員の形成と変容』明石書店」、『大原社会問題研究所雑誌』

No.599/600、2008 年 10・11 月号、55－58 頁 
・「ロナルド・ドーア著『イギリスの工場・日本の工場（上）（下）』」、上西充子ほか編『キャリア研

究を学ぶ』（日本キャリアデザイン学会 監修）、2009 年 11 月 15 日、泉文堂、53-59 頁。 
（新聞） 

・「組織とヒトのゆくえ(7)」『生産性新聞』第 2234 号、2008 年 6 月 15 日 

・「この人に聞く――派遣規制後の姿示せ」『京都新聞』2010 年 3 月 20 日朝刊 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
1. 京都大学グローバル COE「親密圏と公共圏の再編成をめざすアジア拠点」研究分担者（2008 年か

ら 2012 年まで） 
2. 科学研究費補助金・基盤研究（Ａ）「口述記録と文書記録を基礎とした現代日本の政策過程と政策

研究の再構築(2005-2007)代表者 伊藤隆 労働班 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

・経営学科長（2006 年度～2008 年度末） 

・点検評価ＷＧ主査(2007 年 6 月～2008 年 6 月) 

(2) 全学における委員・組織運営 
・大学評価委員会点検･評価実行委員（2005 年 1 月～2008 年 6 月） 
・就業形態検討ＷＧ委員（2006 年より現在に至る） 
・情報公開・個人情報保護委員（2006 年 4 月～2008 年 3 月） 

(3) 学会活動 
・社会政策学会 

  2006 年 11 月-2008 年 10 月まで学会賞選考委員。 

  2008 年 6 月より幹事、現在に至る。 

・日本労務学会 

 2007 年 8月～2009 年 8 月 学会誌編集委員。 

(4) 国際交流活動 
・ New Waves in the Social Policies of Japan（武漢大学・京都大学シンポジウム「統合される経済のもと

での地域変容と社会政策：中国と日本」、2009 年 5 月 6 日、京都大学百周年記念館第３会議室） 
・「高度成長期から安定成長期における日本労使関係の変化」、京都大学経済学研究科上海センター主

催、国際研究セミナー「中国経済の構造転換―日本の経験との比較―」、2009 年 11 月 28 日、京都

大学芝蘭会館別館会議室 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
・厚生労働省・京都地方 低賃金審議会委員（1999 年 5 月より現在に至る） 

・厚生労働省・京都地方 低賃金審議会専門部会委員（1994 年より現在に至る） 
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・京都府・参与(2002 年度より現在に至る) 

・京都府・給与制度委員会委員（2005 年度より現在に至る。座長） 

・ 大学基準協会・平成 19 年度大学評価委員会分科会主査（2007 年度） 

・京都府・地域給のあり方等検討委員会委員（2007 年度～2009 年度） 

・大阪府・産業労働政策推進会議委員(副会長)（2007 年より現在に至る） 

・日本学術会議・連携会員(2008 年 10 月 1 日より 2011 年 9月 30 日までの予定) 

・京都府・地域基金事業協議会委員（2009 年 3 月 11 日より 2012 年 3 月 31 日までの予定） 

・日本学術会議・大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会・大学と職業との接続検討分科会・

副委員長(2009 年 6 月～2010 年 3 月 31 日) 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  藤井
ふ じ い

 秀樹
ひ で き

 

2．所属講座 市場・会計分析講座 

3. 終学歴 1984 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程 研究指導認定退学

4. 終学位 1997 年 7 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本会計研究学会、非営利法人研究学会、公益事業学会、会計理論学会 

日本簿記学会、国際会計研究学会、財務会計研究学会 

アメリカ会計学会(American Accounting Association) 

フランス語圏会計学会(Association Francophone de Comptabilité)  

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部  会計学入門，会計学 2，2 回生演習，3・4 回生演習 

大学院 財務会計論 A・B 

経営管理大学院  財務会計 

2008 年度 

学部  会計学 1・2，2 回生演習，3・4 回生演習 

大学院 財務会計論 A・B 

経営管理大学院  会計規制論 

 2009 年度 

  学部  2 回生演習，3・4 回生演習 

  大学院 財務会計論 A・B 

  経営管理大学院  会計規制論 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

学部 過去 3 年間に担当した学部授業に係る学生指導の状況は，表 1 の通りである。 

 

         表 1 過去 3 年間に担当した学部授業に係る学生指導の状況 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 

担当科目 会計学入門 会計学 2 会計学 1 会計学 2 ― ― 

受講生(人) 198 192 189 71 ― ― 

平均点(点) 77.5 66.4 71.2 73.1 ― ― 

合格率(％) 82.8 63.5 75.1 81.7 ― ― 

  (注)受講生は定期試験の受験者数。合格率＝合格者(60 点以上取得者)/受講生。 
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    2009 年度は，理事補就任に伴う負担軽減措置により，学部講義の負担を免除された。 

 

2007 年度の会計学入門(1・2 回生配当入門科目)では，主として 1 回生を対象に会計学の入門的な講

義を行った。2007～2008 年度の会計学 1・2(2・3・4 回生配当専門基礎科目)では，「財務会計の制度と

機能」を主要なテーマにして，中級レベルの会計学の講義を行った。 

表 2 は，経済学部が実施している「学生による授業評価アンケート」の担当授業に係る集計結果を

示したものである。学生の評価は，いくつかの例外も散見されるが，多くの項目で 3 の後半から 4 の

前半の水準にあり，担当授業はおおむね良好な評価を得てきたといえる。 

 

表 2 学生による授業評価アンケートの集計結果 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 

担当科目 会計学入門 会計学 2 会計学 1 会計学 2 ― ― 

回答者数 73 52 94 ― ― ― 

明解さ 3.04 3.62 3.86 ― ― ― 

体系性 3.68 3.92 4.16 ― ― ― 

知的魅力 3.18 3.75 3.84 ― ― ― 

有益度 3.57 3.81 4.08 ― ― ― 

理解度への配慮 3.01 3.52 3.52 ― ― ― 

自発的学習の促進 3.17 3.50 3.39 ― ― ― 

教員の熱意 3.76 4.00 4.03 ― ― ― 

(注) 高評価 5 の 5 段階評価。2008 年度後期の担当科目についてはアンケートが実施されなかった。

 

2 回生演習(過去 3 カ年とも受講生は約 10 名)では，前期において「会計システムと会計情報」をテ

ーマに企業分析の標準的テキストを輪読し，後期において 3・4 回生演習と合同で実施し，共同研究を

行った。3・4 回生演習(過去 3 カ年とも受講生は約 20 名)では毎年，個別の研究テーマを設定し，共同

研究を実施した。共同研究の成果は論文にまとめ，仮製本のゼミ論文集『藤月会論集』として公表し

たほか(経済学部図書室においてバックナンバー創刊号～第 19 号が閲覧可能)，京都大学学術情報リポ

ジトリ「紅」(http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/24365/browse-date)に搭載し，一般に

公開している。研究成果の公表にあたっては，経済学部学生学習研究支援経費の交付を受けた。過去

3 カ年の共同研究のテーマは下記の通りである。 

2007 年度 無形資産の形成要因に関する実証分析(『藤月会論集』第 17 号) 

2008 年度 資本構成の決定要因に関する実証分析(『藤月会論集』第 18 号) 

2009 年度 事業の進出と撤退の実態とその決定要因に関する実証研究（『藤月会論集』第 19 号） 

表 3 に記載した『藤月会論集』の 5 つのバックナンバーが，「紅」のアクセスランキング(2007 年 3

月～2008 年 8 月)で，上位 50 位(全学搭載総数は約 3 万件)に入った。このことは，本演習の共同研究

に対する社会的注目度の高さを示している。さらにまた，この取組みを通じて，京都大学における教
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育研究成果の国内外への発信という社会的使命の達成に，大きな貢献をなすことができた。本学図書

館機構のホームページ(http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/bulletin/article.php?storyid=447)に『藤月会

論集』に関する藤井のインタビュー記事が掲載されている。 

 

      表 3 「紅」のアクセスランキング上位 50 位に入った『藤月会論集』 

順位 アクセス数 研究テーマ 備   考 

10 958 非財務情報の有用性に関する実証研究 『藤月会論集』第 16 号(2006 年度)

17 668 利質分析と企業評価 『藤月会論集』第 14 号(2004 年度)

18 617 創造的企業の創造 『藤月会論集』第 11 号(2001 年度)

27 562 企業力指数による企業分析 『藤月会論集』第 15 号(2005 年度)

41 462 仕事の会計学 『藤月会論集』第 12 号(2002 年度)

(注) アクセス数の集計期間は 2007 年 3 月～2008 年 8 月。海外からのアクセスを含む。 

 

大学院 

財務会計論 A では，各年度のテーマ(下記の表参照)に関する代表的な外国文献を輪読し，英語での

ディスカッションも交えて，各文献の理論的含意の再解釈を試みた。過去 3 年間は，会計制度改革を

めぐる近年の動向を踏まえ，会計基準のコンバージェンス(国際統合)に関連したテーマを取り上げてき

た。この授業と並行して，博士後期課程の学生に対しては博士学位請求論文作成に係る研究指導を行

った。2007～2009 年度は財務会計論 B と会計規制論(経営管理大学院提供科目)を合同で実施した。財

務会計論 B 及び財務会計では，主としてミクロ経済学を基礎理論とした会計規制論を，アメリカ等で

使用されている標準的なテキストに依拠して解説した。この授業では，各年度のテーマに関するレポ

ートを毎回課し，コメントを付して返却した。レポートの評価点は成績の基礎資料として利用した。

過去 3 カ年の授業(講義・演習)のテーマは表 4 の通りである。 

 

       表 4 過去 3 年間に担当した大学院授業に係る学生指導の状況 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

財務会計論A 制度派会計学の方法と

方法論（12 名） 

概念フレームワークと

会計的認識・測定の比

較制度分析（14 名） 

概念フレームワークと会計制度の

比較制度分析（14 名） 

財務会計論 B 

・会計規制論 

会計規制の経済学（38

名） 

会計規制の経済学（9

名） 

会計規制の経済分析（15 名） 

  (注)かっこ内は受講生数(報告者またはレポート提出者)。聴講者等を含む。 

(3) 教材の開発 

学部講義の会計学入門及び会計学 1・2，ならびに大学院講義の財務会計論 B については，定評あ

る複数の会計学テキストに依拠してオリジナルの教材(PPT 形式)を作成し，藤井のホームページ

(http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~hujii/myweb/)で公表した。受講生は各自これをダウンロードして講義に
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臨んだ。この教材は毎年改訂した。学部演習については，オリジナルのテキスト「会計情報の統計分

析入門」を作成し，学生の学習教材とした。このテキストは，加筆修正のうえ，市販本として出版(中

央経済社刊)する予定である。 

 

(4) その他の教育活動・教育支援 

1. 学部演習の共同研究の成果は，本学部の徳賀芳弘教授が指導する演習参加学生と共同開催する企

業分析シンポジウムで発表した。このシンポジウムは 2003 年度以降，毎年開催しているものである。

この取組みにより，演習参加学生相互の研究交流を行うことができた。シンポジウムの成果を示す資

料として，2009 年度のシンポジウムに参加した学生に対して本演習が独自に行ったアンケートの結果

を表 5 に示す。この結果から，9 割以上の学生が「シンポジウムに満足した」等の肯定的な評価をし

ていることが分かる。これとほぼ同様の傾向が毎年観察される。 

 

      表 5 企業分析シンポジウムの参加者アンケートの集計結果(抜粋) 

シンポジウムに満足したか。 シンポジウムから得た成果はあっ

たか。 

シンポジウムはうまく進行してい

たか。 

満足した。 45 名(95.7) 成果があった。 44 名(93.6) 
うまく進行して

いた。 
44 名(93.6) 

どちらとも言

えない。 
2 名(4.3) 

どちらとも言

えない。 
3 名(6.4) 

どちらとも言え

ない。 
3 名(6.4) 

満足できなか

った。 
0 名(0.0) 

成果はなかっ

た。 
0 名(0.0) 

うまく進行して

いなかった。 
0 名(0.0) 

 47 名(100.0)  47 名(100.0)  47 名(100.0)

(注)回答数 58 名。かっこ内は％。 

2. 演習参加学生のうち公認会計士志望の者に対して，簿記及び会計学の学習法等に関する助言と教

育支援を行ってきた。その結果，2007 年度 2 名，2008 年度 4 名，2009 年度３名（大学院進学者 1 名

を含む）の公認会計士試験合格者を，本演習から輩出することができた。 

 

3. 2003 年度から，実践簿記ⅠⅡⅢⅣを，全学年配当の特殊講義として開設している。この講義では，

簿記専門学校の教員がゲストスピーカーとして参加し，簿記検定試験，税理士試験，公認会計士試験

等を目指す学生向けの実践的な簿記教育を行っている。この講義は本学部の澤邉紀生教授と草野真樹

准教授が担当しているが，藤井その後方支援的な活動に携わっている。表 6 は，この講義の教育効果

を間接的に示す資料として，過去 3 年間（2009 年度は未集計）の本学の公認会計士試験合格者の状況

を集計したものである。 

 

       表 6 本学の公認会計士試験合格者の状況 

年  度 大学別全国順位 合格者 

2006 年度 8 位 48 名 
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2007 年度 9 位 73 名 

2008 年度 10 位 82 名 

 

4. 2007 年度後期から，みずほフィナンシャルグループ寄付講義「先端バンキング論」を，3･4 回生

配当の特殊講義として開設している。この講義では，みずほフィナンシャルグループ各社で第一線の

実務を担う役職員がゲストスピーカーとして参加し，銀行部門が提供する先端バンキングの手法を実

務に即して講述している。この講義は本学部の島本哲朗教授が担当しているが，藤井そのオーガナイ

ザーとして後方支援的な活動に携わっている。 

この講義に関する受講生の関心と評価は高く，2008 年度の講義担当者が独自に行った受講者アンケ

ートでは，「金融業界の 先端を見ることができた。昨今の金融市場の諸問題の複雑な糸がとけた気

分です」，「LBO ストラクチャードファイナンスなどのプロダクトについて、強い金の事例を交えて丁

寧に解説いただけて、有意であった」などの肯定的なコメントが多数寄せられた。受講生のこうした

関心と評価は，試験の成績に反映されている。表 7 は，2008 年度の成績分布を示したものである。受

験者総数 84 名のうち，6 割以上が優(80 点以上)で合格している。 

 

            表 7 2008 年度先端バンキング論の成績分布    

 80～100 点 70～79 点 60～69 点 59～0 点 小 計 

3 回生 28 7 1 3 39 

4 回生 15 3 5 3 26 

大学院生 11 4 2 2 19 

小 計 54(64.3) 14(16.7) 8(9.5) 8(9.5) 84(100.0) 

    (注)受験者総数は 84 名。かっこ内は％。 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 
1. 制度派理論にもとづく会計制度変化の国際比較研究 
2. 忠実な表現と会計的認識・測定の比較制度分析 
3. 非営利組織会計 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

〔単著〕 

1. 『制度変化の会計学―会計基準のコンバージェンスを見すえて―』中央経済社，2007 年。 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

〔査読付き論文〕 
1. 「非営利組織のミッションと財務報告の課題」『非営利法人研究学会誌』Vol.10，1-13 頁，2008 年。

〔紀要論文など〕 
1. 「会計基準のコンバージェンスとわが国の制度的対応―EU の同等性評価を中心として―」『国際

会計研究学会年報』2006 年版，15-24 頁，2007 年。 
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2. 「新会計基準における会計思考の展開―資本等式の理論的含意の検討を手がかりとして―」『産業

経理』第 67 巻第 3 号，34-41 頁，2007 年。 
3. 「新会計基準にみる会計思考の連続と非連続」『會計』第 173 巻第 1 号，30-48 頁，2008 年。 
4. 「会計制度の成立根拠を考える―合意と制度の信頼性―」『會計』第173巻第5号，1-19頁，2008

年。 
5. 「複式簿記の説明モデルにもとづく利益計算構造の理論分析」『日本簿記学会年報』第 23 号，

116‐123 頁，2008 年。 
6. 「非営利組織会計の基本問題に関する再検討―寄贈資産の減価償却をめぐる R.N.アンソニー

の所説に寄せて―」『商経学叢』第 55 巻第 1 号，117‐129 頁，2008 年。 
7. 「会計基準のグローバル化と制度分析の視点」『企業会計』第 61 巻第 1 号，42-50 頁，2009

年。 
8. 「会計制度形成の現代的特徴と展開方向―改訂概念フレームワーク草案における『忠実な表

現』に寄せて―」日本会計研究学会スタディ・グループ(主査・藤井秀樹)『会計制度の成立根

拠とGAAPの現代的意義』中間報告書，2009年9月，87-109頁。 
9. 「財務会計序説」『商経学叢』第 56 巻第 2 号，2009 年 12 月，123-147 頁。 
 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

1. 『広辞苑』新村出編(共著)，株式関連 178 項目，金融関連 696 項目，取引関連 478 項目，簿記・

会計関連 274 項目，第 6 版，岩波書店，2007 年。 

2. 『会計学辞典』神戸大学会計学研究室編(共著)，「財務会計基準審議会」「財務会計基準審議会財

務会計基準書」「会計原則審議会意見書」「APB ステイトメント」「利益増減原因表」，「総費用・

総収益比率」，「資産構成比率」，「資本構成比率」，「ＭＳ比率」，第 6 版，同文舘，2007 年。 

3. 『会計学大辞典』安藤英義，新田忠誓，伊藤邦雄，廣本敏郎編集代表(共著)，「概念フレームワー

ク（英）」「統括勘定」，「被統括勘定」，「行列簿記」，第 5 版，中央経済社，2007 年。 

4. 「日本版 SOX 法は日本経済を救うか」『月刊公益法人』Vol.38, No.10， 2-3 頁，2007 年。 
5. 「食品偽装問題を会計学の観点から考える」『京滋 CPA ニュース』第 404 号，1-4 頁，2008 年。 
6. 「書評・池田享誉著『非営利組織会計概念形成論』森山書店，2007 年」『會計』第 173 巻第 3 号，

155-158 頁，2008 年。 
7.  「石原裕也著『企業会計原則の論理』白桃書房，2008 年刊」『會計』第 175 巻第 4 号，2009 年 4

月，106-109 頁。 
8. 「角ヶ谷幸典著『割引現在価値会計論』森山書店，2009 年刊」『企業会計』第 61 巻第 6 号，2009

年 6 月，148 頁。 
9. 「杉本徳栄著『アメリカ SEC の会計政策―高品質で国際的な会計基準の構築に向けて―』中央経

済社，2009 年刊」『会計・監査ジャーナル』No.649，2009 年 8 月，153-154 頁。 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
• 招待報告 

1. 「複式簿記の説明モデルにもとづく利益計算構造の理論分析」日本簿記学会第 23 回関西部会統一

論題報告・討論，大阪市立大学，2007 年 5 月 26 日。 
2. 「新会計基準にみる会計思考の連続と非連続」日本会計研究学会第 66 回大会統一論題報告・討論，

松山大学，2007 年 9 月 2～3 日。 

3. 「非営利組織のミッションと外部財務報告の課題」非営利法人研究学会第 11 回全国大会統一論題

報告・討論，近畿大学，2007 年 9 月 7～9 日。 

4. 「会計制度の成立根拠と GAAP の現代的意義」日本会計研究学会第 68 回大会，スタディ・グ

ループ(主査・藤井秀樹)，中間報告，関西学院大学， 2009 年 9 月 2 日。 
5. 「非営利法人の会計基準統一の可能性」非営利法人研究学会第13回全国大会，名古屋大学，

統一論題報告・討論，2009年9月26日。 
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(4) 受賞 

1. 2008 年度日本公認会計士協会学術賞 

受賞著作『制度変化の会計学―会計基準のコンバージェンスを見すえて―』中央経済社，2007 年。

2. 2008 年度国際会計研究学会賞 

受賞著作『制度変化の会計学―会計基準のコンバージェンスを見すえて―』中央経済社，2007 年。

(5) 外部資金 
1. 2005～2007 年度科学研究費補助金基盤研究（C）「制度派理論にもとづく会計制度変化の国際比較

研究」に研究代表者として従事 
2. 2008～2011 年度科学研究費補助金(基盤研究(C))「表現の忠実性と会計的認識・測定の比較制度分

析」に研究代表者として従事。 
3. 2009～2010 年度会計研究学会スタディ・グループ「会計制度の成立根拠と GAAP の現代的意義」

に主査として従事。 
4. 2009～2011 年度非営利法人研究学会西日本研究部会「非営利法人におけるアカウンタビリティ指

向の業績評価とガバナンスの包括的フレームワーク」に部会長として従事。 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載)  

1.  CSR・コンプライアンス研究会。他大学の研究者や公認会計士等の実務家約 15 名と 2007 年 4 月

に立ち上げた。藤井は，本学部の若林直樹教授とともに，本研究会の研究拠点を務めている。6

ヶ月に 1 回程度の研究会を開催している。 

2. 日本会計研究学会スタディ･グループ。他大学の会計研究者 4 名と立ち上げた。藤井は，本スタデ

ィ･グループの主査を務めている。研究課題は「会計制度の成立根拠と GAAP の現代的意義」，研

究期間は 2008 年 9 月～2010 年 9 月である。3 ヵ月に 1 回程度の研究会を開催している。日本会

計研究学会から年間 45 万円（2 年間合計 90 万円）の研究費補助を支給されている。 

3. 非営利法人研究学会西日本研究部会。他大学の会計・経営研究者 9 名と立ち上げた。藤井は，本

研究部会の部会長を務めている。研究課題は「非営利法人におけるアカウンタビリティ指向の

業績評価とガバナンスの包括的フレームワーク」，研究期間は 2009 年 10 月～2012 年 9 月であ

る。3 ヵ月に 1 回程度の研究会を開催している。非営利法人研究学会から年間 10 万円（3 年間合

計 30 万円）の研究費補助を支給されている。 

(7) その他の研究活動・研究支援 
1. 公益事業学会第 57 回大会，拓殖大学，自由論題 F セッション第一報告討論者，2007 年 6 月 10 日。

2. 「会計制度の成立根拠を考える―合意と制度の信頼性―」日本会計研究学会第 57 回関西部会，神

戸学院大学，統一論題座長，2007 年 12 月 7 日。 
3. 「〔講評〕齊野純子「イギリスにおける利益測定論の構造とその特徴―IASB 業績報告の理論的淵

源探求のための考察―」第 1 回財務会計研究会報告：平成 18 年 11 月 23 日」『財務会計研究』創

刊号(第 1 号)， 29-32 頁，2007 年 8 月。 
4. 小澤康裕，藤野裕，木下貴博「認識されていない無形資産に対する投資の優位性」；大倉雄次郎「日

本の企業組織再編の現状と問題点」日本会計研究学会第 68 回大会，関西学院大学，自由論題報告

第 5 会場司会・講評，2009 年 9 月 3 日。 
5. 猪熊浩子「会計基準の国際化と配当可能利益の動向」；杉本徳栄「国際財務報告基準(IFRSs)適用

の学習効果」国際会計研究学会第26回研究大会，法政大学，自由論題報告第1会場司会・講評，2009
年9月6日。 

6. 岡村勝義「公益法人会計における正味財産と基本財産」財務会計研究学会第 3 回大会，京都大学，

司会・講評，2009 年 10 月 31 日。 

8. 学内・学外・社会貢献活動 
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(1) 部局における委員・組織運営 
1. 企画委員会委員（2005 年 4 月～現在に至る） 
2. 大学院経済学研究科副研究科長（2006 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日） 
3. 留学生室運営委員会委員（2006 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日） 
4. 上海センター運営委員会委員（2006 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日） 
5. 京都大学経済学会委員会委員（2006 年 4 月～2008 年 3 月） 
6. みずほフィナンシャルグループ寄附講義運営委員会委員長(2007 年 4 月～2009 年 10 月) 
7. FD 委員会財務・人事体制ワーキング・グループ(2007 年 6 月～現在に至る) 

(2) 全学における委員・組織運営 
1. 財務委員会委員（2004 年 4 月～現在に至る） 
2. 資金管理・運用専門委員会委員（2004 年 10 月～現在に至る） 
3. 会計監査人候補者選定委員会委員（2004 年 2 月～現在に至る） 
4. 財務分析タスク・フォース（2005 年 4 月～現在に至る） 
5. 取引金融機関選定専門委員会委員（2005 年 9 月～現在に至る） 
6. 財務戦略タスク・フォース（2005 年 4 月～現在に至る） 
7. 教育研究評議会評議員（2006 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日） 
8. 入試実施委員会（2006 年 4 月～2008 年 3 月） 
9. 理事補(財務・産官学連携担当)（2008 年 11 月 1 日～2009 年 10 月 31 日） 
10. 産官学連携推進体制の在り方に関する検討会委員(2009 年 3 月～10 月 31 日) 

(3) 学会活動 
1. 公益事業学会理事（2003 年 6 月～現在に至る） 
2. 非営利法人研究学会常任理事（2003 年 10 月～現在に至る） 
3. 会計理論学会理事（2004 年 10 月～現在に至る） 
4. 日本会計研究学会評議員（2006 年 9 月～現在に至る） 
5. 会計理論学会学会賞審査委員(2007 年 10 月～現在に至る) 
6. 財務会計研究学会理事（2007 年 11 月～2009 年 11 月） 
7. 日本会計研究学会理事（2009 年 9 月～現在に至る） 
8. 日本会計研究学会機関紙編集副委員長（2009 年 10 月～現在に至る） 
9. 非営利法人研究学会副会長（2009 年 9 月～現在に至る） 

 
学会等査読委員 

1. 2007 年 会計理論学会，公益事業学会，立命館大学 BKC 社系研究機構社会システム研究所紀  

要『社会システム研究』，日本会計研究学会 
2. 2008 年 日本会計研究学会，財務会計研究学会，会計理論学会，公益事業学会 
3. 2009 年 The 10th Association of Pacific Rim Universities，財務会計研究学会，会計理論学会 
 
 学会開催 
1.  2009 年 公益事業学会第 58 回大会（2009 年 6 月 13～14 日）を開催。準備委員長 
2. 2009 年 財務会計研究学会第 3 回大会準備委員会（2009 年 10 月 31 日）を開催。準備委員長。

(4) 国際交流活動 

・Christopher Humphrey 教授(Manchester Accounting and Finance Group(MAFG), Manchester Business 

School, UK)を招聘し，本学にて京都大学経済学会研究集会 (In Pursuit of Global Auditing 

Regulation: The International Federation of Accountants(IFAC), A New International Financial 

Architecture and Questions of Policy and Practice)を主催(2007 年 8 月 10 日)。 

・Kim Jungmin 講師(韓国慶北大学経営学部)を招聘し，本学にて京都大学経済学会研究集会(Drawing an 

Analytic Model on the Change of Accounting Institutions)を主催(2008 年 7 月 15 日)。 

・韓国慶北大学経営学部学生を対象にしたセミナー(Small and Medium-Sized Enterprises in Japanese 
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Economy)を，本学にて開催(2009年8月3日)。”Small and Medium-Sized Enterprises in Japanese 

Economy”の論題で講演。 
・Workshop of International Accountingをパリ・ドフィーヌ大学（Université Paris-Dauphine, France）に

て，Jacques Richard教授と開催（2009年11月27日）。”Current Issues in Accounting Research and 
Methodology: A Latest Message from Japanese Academics”の論題で報告。 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
1. 日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(2007 年 1 月 1 日～2008 年 12 月 31 日） 
2. 川西市水道施設整備事業評価委員会・委員長(2007 年 9 月 23 日～同年 11 月 15 日) 
3. 日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(2007 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日) 
4. 大学評価・学位授与機構国立大学教育研究評価委員会専門委員（2008年2月1日～2009年6月30

日） 
5. 京都府公益認定等審議会委員・委員長代理（2008年6月5日～2010年6月4日） 
6. 川西市水道施設整備事業評価委員会委員・委員長（2008 年 11 月 21 日～同年 12 月 4 日） 
7. 川西市水道事業経営審議会委員・委員長（2008年12月4日～2009年2月23日） 
8. 川西市下水道財政運営審議会専門委員会委員（2008年12月4日～2009年2月23日） 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
1. CSR・コンプライアンス研究会公開シンポジウム「構造改革後の日本の経済社会と企業経営のあり

方―我が国における CSR・コンプライアンス経営とは―」を主催(2007 年 5 月 17 日，於・京都大

学百周年記念ホール)。 
2. みずほフィナンシャルグループ金融教育公開講座「教育現場でしましょう，お金のはなし。これ

からの金融教育」を主催(2007 年 8 月 20 日，於・京都大学百周年時計台記念館国際交流ホール)。
3. みずほフィナンシャルグループ寄附講義公開シンポジウム「超日本的経営の秘密―『京様式経営』

から学ぶ高収益・高成長企業の特徴―」を主催(2007 年 9 月 27 日，於・京都大学百周年記念ホー

ル)。 
4. 国際経済商学学生協会(AIESEC)京都大学委員会顧問（1991年～現在に至る）。 
5. NPO法人会計基準策定委員会委員（2009年3月～現在に至る）。 
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2．所属講座  歴史・思想分析講座 

3. 終学歴 1982 年 3 月 京都大学大学院博士後期課程研究指導認定退学 

4. 終学位 1994 年 7 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本史研究会、歴史科学協議会、朝鮮史研究会、台湾史研究会 

現代中国研究会、近現代東北アジア地域研究会、社会経済史学会、 

政治経済学・経済史学会、日本植民地研究会、（韓国）経済史学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年 

学部  経済史１，アジア経済史、経済史・思想史入門、朝鮮・韓国学入門、学部演習  

大学院 アジア経済史Ａ、アジア経済史Ｂ 

2008 年 

学部  経済史Ａ、経済史・思想史入門、朝鮮・韓国学入門、学部演習    

大学院 アジア経済史Ａ、アジア経済史Ｂ 

 2009 年 

  学部  経済史Ａ、アジア経済史 経済史・思想史入門、朝鮮・韓国学入門、学部演習 

大学院 アジア経済史Ａ、アジア経済史Ｂ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年 学部４人   大学院 10 名 

2008 年 学部３人   大学院 10 名 

2009 年 学部３人   大学院 10 人 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 東アジアの工業化が世界史的にどのような意味を持っていたのかを、比較史的に検討すること。そ

のなかで、20 世紀の 100 年間に日本を中心とした東アジア資本主義が発展してきたという、歴史認識

を確立しようとしている。 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
単著 
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・『東アジア資本主義史論』第 1 巻 ミネルヴァ書房 1-410 頁 2009 年 

 

編著 

・編著『東アジア資本主義史論』第 2巻 ミネルヴァ書房 1-286 頁 2008 年 

・編著『帝國主義下的經濟變動』博揚文化事業有限公司 1-384 頁 2010 年 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

その他の論文 

・「両大戦間期日本帝国の経済的変容」（中村哲編『近代東アジア経済の史的構造』日本評論社 151-177

2007 年） 

・「上海経済の発展と日本帝国」（ 京都大学上海センター『東アジア経済研究』1号 67-85  2007 年）

・「近代満洲経済と日本帝国」（『経済論叢』第 180 巻第 1号 97-118 2007 年） 

・「两次世界大战之间日本帝国主义经济的变迁-在世界市场的位置」（中村哲主编 王玉茹监译『东亚

近代经济的历史结构-东亚近代经济形成史(二)』人民出版社 2007 年 2 月 169---201 頁） 

・「영차 대전 사이 일본제국의 경제적 변용-세계시장에서의 위치」（나카무라 사토루,박섭엮고

지음『근대 동아시아 경제의 역사적 구조--동아시아 자본주의 형성사 2』 일조각 2007.3

pp203-238） 

・「兩次世界大戰之間日本帝國的經濟轉變──在世界市場中的位置」（中村哲主編 林滿紅監譯 『近

代東亞經濟的歷史結構』中央研究院亞太區域研究專題中心 2007 年 12 月 臺北 161-195 頁） 

・「東アジア資本主義論の射程—-貿易構造の分析--」（堀和生編『東アジア資本主義史論』第２巻 2008

年 4 月 ミネルヴァ書房 1～46 頁） 

・「朝鮮の貿易統計」（金洛年編 文浩一・金承美訳『植民地期朝鮮の国民経済計算 1910－1945』   東

京大学出版会 2008 年 3月 257～277 頁） 

・共著「開港期朝鮮貿易統計の基礎的研究」 

     (京都大学上海センター『東アジア経済研究』第 3号 2009 年 3 月 15～43 頁) 

・「日本帝國主義與殖民地關係之歴史的意義－－從両大戰期間之貿易分析來看－－」 

   （中国語）共編 『日本資本主義與臺灣･朝鮮 帝國主義下的經濟變動』 

（博揚文化事業有限公司 台北市 2010 年１～25 頁） 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告  

国際学会 

2010 年 3 月 27 日 Association for Asian Studies  Annual Meeting, Philadelfhia U.S.A. 
Reconsidering the Japanese Annexation of Korea in 1910: Sovereignty, Economy, and East Asia 
Chaired by Carter J. Eckert, Harvard University  
The Japanese Annexation of Korea from a Perspective of Economic History Kazuo Hori,  

国内学会 
2007 年 6 月 16 日 社会経済史学会近畿部会 於 大阪学院大学 

       「近代アジアにおける国際経済関係--東アジア資本主義の形成--」 

2008 年 8 月 29 日 社会経済史学会近畿部会夏季シンポジウム 於 大阪市立大学文化交流センター

「東アジアの帝国主義と資本主義の発展－－「東アジア資本主義論」構築の試み－－」 

2009 年 9 月 27 日 経済史学会全国大会パネルデスカッション 於 東洋大学 

パネルテーマ「東アジアにおける資本主義の形成－－帝国に依存した経済発展－－」 

発表「東アジアにおける資本主義の形成と世界経済」 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
2008 年度科学研究費 基盤研究(C) 

 「多元的資本主義の成立過程――世界貿易統計の基礎的研究」（2008～2010 年 290 万円） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 
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・一橋大学経済研究所 COE プロジェクト アジア長期統計構築事業に参加 

・首都大学人文学部森山茂徳教授主宰 科学研究費 基盤研究（A）「朝鮮の保護国化と併合に関する

総合的研究」に参加 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8.  学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 
上海センター（東アジア経済研究センター）運営員会・上海センター所員 2003－2010 年  
国際交流委員 2004-2010 年 

大学院入試検討委員 2006-2009 年 

(2) 全学における委員・組織運営 
留学生日本語・日本文化研修委員会委員 2002-2009 
同上 委員長             2010－ 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

・学術交流協定締結校である韓国の慶北大学。ソウル大学と合計 11 回の国際シンポジウムを主催する

かあるいは相手校での開催を支援してきた。 

2007 年 12 月 6・7日 京大経済学部・慶北大学校通商経済学部との国際シンポジウム 

          於 京都大学  

2008 年 12 月 18・19 日 京大経済学部・ソウル大学校経済学部との国際シンポジウム 

          於 京都大学 「東アジア経済の競争力と持続可能性」 

・鹿児島国際大学地域総合研究所主催の日本・韓国・台湾・中国の４カ国共同研究 

・2003 年～2007 年 東アジア資本主義の研究プロジェクトを企画し参加 9 冊の論文集を刊行 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  文
むん

 世一
せ い る

    

2．所属講座 市場・会計分析講座 

3. 終学歴 1988 年 1 月 京都大学大学院工学研究科博士課程 土木工学専攻 修了 

4. 終学位 2006 年 1 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 応用地域学会、日本経済学会、土木学会、日本交通学会、日本都市学会、 

Regional Science Association International 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部:  都市経済学、演習 

大学院: 交通組織論 

2008 年度 

学部:  交通経済学、演習 

大学院: 都市経済学、都市経営学 

全学共通:  経済英語  

2009 年度 

学部:  都市経済学、演習 

大学院: 交通経済学 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院) 

2007 年度 

学部(演習): 2 回生: 9 人、3 回生: 3 人、4 回生: 2 人、5 回生: 2 人 

大学院:   M2: 4 人、D2: 1 人、D3: 1 人 

2008 年度 

学部(演習): 2 回生: 1 人、3 回生: 9 人、4 回生: 3 人、5 回生: 1 人 

大学院:   M2: 1 人、D1: 1 人 

2009 年度 

学部(演習): 2 回生: ２人、3 回生: ２人、4 回生: ９人、5 回生: 1 人 

大学院:   D1: 1 人、D2: 1 人 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 
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交通混雑の分析と政策   

地方政府による公共サービスの供給   

交通インフラストラクチャの料金と投資政策 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

査読付き論文: 

・  「道路ネットワークにおける次善の混雑料金－都市高速道路の役割に着目して－」（文世一・秋

山孝正・奥嶋政嗣共著） 『応用地域学研究』 No.12, 2007 (pp.15-26) 

・  “Road Pricing in a Serial Network”, Journal of Transport Economics and Policy, 2007, Vol. 42, pp. 

367–395.共著 (Se-il Mun and Ki-Jung Ahn) 

・ “Cross-border Transport Infrastructure and Aid Policies”, 2008, Annals of Regional Science, Vol.42, 

pp.465–486.共著 (Se-il Mun, Shintaro Nakagawa)  

・   "Pricing and Investment of Cross-border Transport Infrastructure", 2010, Regional Science and Urban 

Economics, forthcoming, 共著 (Se-il Mun and Shintaro Nakagawa). 

・    "Carpooling and Congestion Pricing: HOV and HOT Lanes", 2010, Regional Science and Urban 

Economics, forthcoming, 共著 (Hideo Konishi and Se-il Mun). 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

国際学会: 

・Second International Conference on Funding Transportation Infrastructure, Leuven, September 20-21, 2007.

・PET08 (Association for Public Economic Theory), Seoul, June 27-29, 2008. 

・55th North American Meetings of RSAI, New York, November, 2008. 

・49th Congress of European Regional Science Association, Lodz, Poland, August, 2009 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・科学研究費補助金 基盤研究（B）（課題番号:17330052）「空間経済における交通政策の分析」（2005

－2008 年度） 

・科学研究費補助金 基盤研究（B）（課題番号:21330055）「国際輸送の分析とインフラストラクチャ

整備政策」（2009－2012 年度） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8．学内・学外・社会貢献活動 

 (1) 部局における委員・組織運営 
学部将来構想委員会（2001 年－） 

FD 委員会(2006 年―) 

学部教科委員(2006―2007 年) 
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学部施設主任(2007 年) 

学部図書委員 

学部教育改善 WG 主任 

(2) 全学における委員・組織運営 
基礎教育専門委員会（2005－2007 年） 

全学 FD 研究検討委員(2007 年－) 

全学共通教育システム委員会（2007 年） 

吉田キャンパス整備専門委員会（2007 年） 

(3) 学会活動 

応用地域学会 運営委員（2008 年－） 

「運輸政策研究」編集委員(2005－2009 年) 

Editorial Board, International Journal of Sustainable Transportation, (2007 年- ) 

Editorial Board, Annals of Regional Science, (2007 年-) 

日本経済学会 2008 年度秋季大会プログラム委員(2008 年) 

日本経済学会理事(2008 年-) 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
 京田辺市 公共事業再評価委員会（2002 年－現在） 

 大津市 都市計画道路網見直し検討委員会（2006 年－現在） 

大阪市 行政評価委員会 事業再評価部会専門委員（2006 年－） 

国土交通省近畿地方整備局 SA・PA 整備手法等研究会（2006 年－現在） 

京都府の道づくり検討委員会（2007 年） 

阪神高速道路の渋滞対策等に関する検討会（2007 年－現在） 

大津市都市計画審議会(2008 年－) 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

非常勤講師：北海道大学（2007 年） 
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1．氏  名
ふ り が な

  諸富
もろとみ

 徹
とおる

 

2．所属講座  金融・財政講座 

3. 終学歴 1998 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了 

4. 終学位 1998 年 3 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本財政学会、日本地方財政学会、国際公共経済学会 

国際財政学会、環境経済･政策学会、日本公共政策学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部   財政政策論 

 大学院  財政政策論 A・B 

 2008 年度 

学部   地方財政論 

大学院  財政政策論 A・B 

 2009 年度 

  学部   財政政策論 

  大学院  財政政策論 A・B 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2008 年 4 回生 8名、3回生 7名、2回生７名(学部)、修士課程 1名、博士課程 3名(大学院) 

2009 年 4 回生 7名、3回生 6名、2回生 11 名(学部)、修士課程 3名、博士課程 3名(大学院)、 

慶應大学とのインゼミの開催、それに向けてのゼミ共同論文の作成とその指導 

(3) 教材の開発  

〔共編著〕2．および 3．を参照。 

(4) その他の教育活動・教育支援  

特になし 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

排出量取引制度の研究 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
著書(単著) 

1．『ヒューマニティーズ 経済学』岩波書店(2009 年 9 月) 
著書(編著) 
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1．『環境政策のポリシー・ミックス』ミネルヴァ書房(2009 年 10 月) 
2．『グローバル時代の税制改革』ミネルヴァ書房(2009 年 12 月) 
著書(共編著) 

1．諸富徹・鮎川ゆりか『脱炭素社会と排出量取引‐国内排出量取引を中心としたポリシー・ミックス』

日本評論社(2007 年 10 月) 
2．諸富徹・門野圭司『地方財政システム論』有斐閣(2007 年 12 月) 
3．諸富徹・浅野耕太・森晶寿『環境経済学講義』有斐閣(2008 年 6 月) 
著書(共著) 

1．「環境税制改革とポリシー・ミックスの経済評価‐イギリスとドイツを事例として‐」横山彰・財

務省財務総合研究所編『温暖化対策と経済成長の制度設計』勁草書房(2008 年 1 月)，pp.95-118．
2．「環境・福祉・社会関係資本」 
  広井良典編『「環境と福祉」の統合‐持続可能な福祉社会の実現に向けて‐』有斐閣(2008 年 2 月)，

pp.287-300． 
3．「所得再分配と税制－ワークフェアから普遍主義的給付へ－」(共著：宮本 章文) 

齋藤純一責任編集『自由への問い １ 社会統合－自由への相互承認に向けて』岩波書店(2009
年 11 月),pp128-152 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
1.「地域の持続可能な発展と小規模金融‐地域金融を機能させる社会関係資本の役割‐」 
  『中小商工業研究』第 91 号(2007 年 4 月)，pp.120-125. 
2．「下流型国内排出量取引制度の提案」(共著，共著者：高瀬香絵，清水雅貴，鮎川ゆりか，山岸尚之，

小西雅子)『環境研究』No.146(2007 年 8 月)，pp.14-22. 
3．「租税による経済システムの制御(上)」『思想』No.1005(2008 年 1 月)，pp.6-27． 
4．「租税による経済システムの制御(下)」『思想』No.1006(2008 年 2 月)，pp. 129-147． 
5．「起債自由化と地方債の新しいガバナンス様式」 
  『国際文化研修』第 15 巻第 4 号(2008 年 1 月)，pp.54-57． 
6．「環境税‐本当に効くのか？ 産業に不利にならないのか？」 
  『環境会議』2008 年春号(『宣伝会議』3/15 号別冊)，pp.169-175． 
7．「排出権取引制度で低炭素社会への移行を」『都市問題』第 99 巻第 4 号(2008 年 4 月)，pp.4-8． 
8．「排出権取引制度をめぐる主要論点‐初期配分、とりわけオークションを中心に‐」 
  『ESP』No.432(2008 年 4 月)，pp.31-34． 
9．「地方環境税としての水源環境税の根拠と制度設計」 
  『水環境学会誌』第 31 巻第 4 号(2008 年 4 月)，pp.8-11． 
10．「EU 構造基金の成果と課題」  『環境と公害』第 37 巻第 4 号(2008 年 4 月)，pp.17-23． 
11．「自治体レベルにおける経済的手法の活用と意義」『市政研究』第 159 号(2008 年 4 月)，pp.32-41．
12．「排出量取引は幻想ではない」『経済セミナー』2008 年 6 月号(No.638)，pp.18-23． 
13．「環境税の意義とその実現の方途」『生活経済政策』2008 年 6 月号(No.137)，pp.7-12． 
14．「排出枠取引制度の設計に関する経済学的視点」『Jurist』2008 年 6 月 1 日号(No.1357)，pp.37-44．
15．「排出量取引制度を擁護する」『世界』2008 年 7 月号，pp.204-214． 
16．「排出量取引制度本格実施へ向けて」『世界』2008 年 10 月号，pp.296-306． 
17．「国内排出量取引制度導入の課題」『現代の理論』Vol.17(2008 年秋号)，pp.48-57． 
18．「国内排出量取引制度とその試行的実施の展望」 

『Business &Economic Review』2009 年 2 月号，pp.78-86． 
19．「地方炭素税の可能性を考える」『都市問題研究』2009 年 9 月号(第 61 巻・第 9 号)，pp.62-76． 
20．「低炭素社会と自動車関連税のあり方－EU およびドイツの動向を中心に」 

『地方財政』2009 年 12 月号(第 48 巻・第 12 号)，pp4-13 
21．「「グリーン経済」への転換による新たな発展を」 

『経済セミナー』2010 年 2･3 月号(No.652)，pp.56-61 
22．「「低炭素経済」への移行は成長をもたらすか－二五％削減目標の意味－」 

『世界』2010 年 3 月号(No.802)，pp.160-168 
23．「地球温暖化対策税の主要論点」『税』2010 年 3 月号，pp.4-17 
24．「排出量取引制度におけるオークション方式の検討」 

『会計検査研究』第 41 号（2010 年 3 号），pp81-95 
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• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む)  
調査研究報告書 
1．『脱炭素社会に向けた国内排出量取引制度提案』(WWF ジャパン，2007 年 3 月) 
  ［担当部分］第Ⅰ章「序：本研究の問題意識」(pp.1-4)、第Ⅱ章「日本における温室効果ガス排出

と気候変動政策の現状」(pp.5-20)、第Ⅲ章「下流排出量取引制度の提案」第 1～3 節

(pp.21-67)、第Ⅳ章「運輸、民生(業務・家庭)、中小企業を対象としたポリシー・ミ

ックス」第 1 節、第 2 節(2.1.)(pp.76－81)、第Ⅴ節「国内排出量取引制度提案のまと

めと今後の課題」(pp.95-100) 
2．『「環境問題と経済･財政の対応に関する研究会」報告書』(財務省財務総合研究所，2007 年 6 月) 
  ［担当部分］第 4 章「環境税制改革とポリシー･ミックスの経済評価‐イギリスとドイツを事例と

して‐」(pp.91-115) 
書評 
1．「磯野弥生・除本埋史編著『地域と環境政策‐環境再生と「持続可能な社会」を目指して』」 
  『環境と公害』第 36 巻第 4 号(2007 年 4 月)，p.70. 
講演録 
1．「地球温暖化問題と気候変動政策～国内外の動向と都道府県の役割～」 
  『都道府県展望』No.595(2008 年 4 月), pp.51-60． 
2．「地球温暖化防止へ向けた地方環境税の可能性と課題」 

『東京税務レポート』No.476(2008 年 4 月)，pp.86-119． 
3．「地球環境問題の今後の動向と税の位置づけについて」『租税研究』2008 年 12 月号，pp. 42-72． 
記事 
1．「排出権取引 導入の視点(上)：キャップ方式の導入急げ」 
  『日本経済新聞』2008 年 2 月 13 日朝刊「経済教室欄」 
2．「環境税が促す「自然資本」への投資」『納税通信』2008 年 8 月 11 日「一筆啓上」 
3．「洞爺湖サミットと地球温暖化問題『環境経済学講義』刊行に寄せて」 
  『書斎の窓』No.578(2008 年 10 月号)，pp.40-44．  
4．「地方環境税の成果と課題」『都道府県展望』No.601(2008 年 10 月号)，pp.29-33．  
5．「マイナス成長打破 政策の照準②環境：緑の投資政策で『産業革命』」 
  『日本経済新聞』2009 年 3 月 12 日朝刊「経済教室欄」 
6.「展望 再生可能エネルギー＝１＝ 注目されるグリーン・ニューディール」 
  『生産性新聞』2009 年 4 月 25 日 
7．「再現目標深掘りの余地－社会資本、再構築を」 
  『電気新聞』2009 年 8 月 10 日「低炭素への道標」 
8．「税制再考② －直接税改革で公平性追求－」 
  『日本経済新聞』2009 年 12 月 2 日 
9．「税制改革の報告制－グローバル化による各国税制への影響からの考察」 
  『税務広報』2010 年 5 月 pp137-144. 
座談会・インタビュー 
1．「闘論 温室効果ガスの排出量取引」(影山嘉宏［東京電力環境部長］、諸富徹) 
  『毎日新聞』2008 年 5 月 4 日朝刊 
2．「中期目標決め、実行政策を」『赤旗』2008 年６月１日日曜版  
3．「テキスト上の理論から現実の経済社会での実験が始まろうとしている」 

『エネルギーフォーラム』2008 年 9 月号, No.645, pp.34-35. 
4．「環境･国家・資本主義-グリーン・ニューディールの行方-」(＋萱野捻人) 

『現代思想(特集：オバマは何を変えるか)』2009 年 3 月号，pp.140-159. 
5．「低炭素社会を築くための投資を”キャップ”が誘発する」『日経エコロジー』2010 年 3 月号，pp46
6．「25%削減に国内排出量取引制度は必要か－国内制度の現状と世界の取引制度－」 

『地球温暖化』2010 年 3 月号，pp20-21. 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
1． 「脱炭素社会に向けた国内排出量取引制度提案」(高瀬香絵、清水雅貴両氏との共同報告)、環境

経済・政策学会 2007 年大会(2007 年 10 月，滋賀大学)、共通論題「排出権取引 1」 
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2． 日本財政学会第 64 回大会(2007 年 10 月，明治大学)、シンポジウム『財政再建と税制改革』 

パネリスト：金澤史男(横浜国立大学)、土居丈朗(慶應大学)、林宜嗣(関西学院大学)、諸富徹(京

都大学)、井上裕之(財務省) 

(4) 受賞 
(5) 外部資金 

1．2007 年度 日本証券奨学財団研究調査助成金 
「グローバル経済下における租税構造の変動と公平性に関する国際比較研究」 

2．2008 年度 旭硝子財団人文・社会科学系「研究奨励」 
「持続可能な発展を支える社会経済システムの研究～財政・金融・産業・ガバナンスの視点から

～」 
(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 
特になし 
(7) その他の研究活動・研究支援 
特になし                                                              

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 
(2) 全学における委員・組織運営 

環境・エネルギー管理推進室委員 
(3) 学会活動 

日本財政学会会員(理事：2008 年 3 月～) 

日本地方財政学会会員(理事：2005 年 5 月～) 

国際公共経済学会会員 

国際財政学会(International Institute of Public Finance)会員 

環境経済･政策学会会員(理事：2004 年 4 月～)  

日本公共政策学会会員(理事：2006 年 6 月～) 

(4) 国際交流活動 
The 4th meeting of the ECCP Working Group on Emissions Trading on the review of the EU ETS, (14-15 June 
2007, Brussels, Belgium)への参加と報告“Significance and Limitations of JVETS and Some Suggestions for 
Issue of Linking”． 
韓国環境政策評価研究院との研究交流（2008 年 3 月 26 日～28 日）（2009 年 3 月 25 日～27 日） 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
・2006 年 7 月   日本都市センター「地方自治の将来展望に関する研究会」委員(2008 年 3 月まで)
・2007 年 5 月   全国知事会「地方自治政策先進センター頭脳センター」専門委員 
・2007 年 12 月  環境省「国内排出量取引制度検討会」委員 
・2008 年 4 月   日本都市センター「新時代の都市財政に関する研究会」委員 
・2008 年 4 月  滋賀県「環境審議会」委員(2010 年 5 月まで) 
・2008 年 6 月  京都府「地球温暖化対策プラン検討会」会議政策立案メンバー 
・2008 年 8 月  高知県「CO2削減専門委員会」委員（2011 年 8 月まで） 
・2008 年 9 月  環境省「グリーン税制とその経済分析に関する専門委員会」委員 
・2009 年４月   環境省「国内排出量取引制度研究会」委員(2009 年 8 月まで) 
・2009 年 4 月   財団法人地方自治情報センター「自動車関係税制の課税のあり方に関する研究会」

委員 
・2009 年 8 月  大阪府「環境審議会(環境総合計画部会)」専門委員 
・2009 年 8 月  京都市「地球温暖化対策推進委員会(仮称)」委員 
・2009 年 12 月 神奈川県「神奈川県地方税制等研究会」委員 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

特になし 
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1．氏  名
ふ り が な

  吉田
よ し だ

 和男
か ず お

 

2．所属講座  ビジネス科学講座 

3. 終学歴 1971 年 3 月 京都大学経済学部卒業 

4. 終学位 1985 年 京都大学経済学博士、 1987 年 京都大学工学博士 

5. 所属学会  日本経済学会、日本財政学会、日本地方財政学会、文化経済学会、 

進化経済学会、日本ベンチャー学会、関西ベンチャー学会、公共選択学会など

6 .教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度 

大学院  公共経済学、非線形経済学、公共政策論 

経営管理大学院 公共経済学、数理経済学 

2008 年度 

学部   公共経済学 

大学院  公共経済学、非線形経済学、公共政策論 

経営管理大学院 公共経済学、日本型経営システム論 

2009 年度 

学部   公共経済学 

大学院  公共経済学、非線形経済学、公共政策論 

経営管理大学院 公共経済学、日本型経営システム論 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 非線形数学の適用による日本経済、財政の分析 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
共著 
・『地球秩序のシミュレーション分析』日本評論社 2009 年 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
・科学研究費補助 グローバル公共財としての地球秩序に関するシミュレーション分析 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 
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(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動  進化経済学会会長、関西ベンチャー学会会長 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

・西日本旅客鉄道株式会社監査役 

・京セラ株式会社監査 
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1．氏  名
ふ り が な

 劉
りゅう

 徳強
とくきょう

 

2．所属講座  国際経営・経済分析講座 

3. 終学歴 1991 年 3 月 一橋大学大学院経済学研究科博士課程満期修了 

4. 終学位 1997 年 3 月 一橋大学経済学博士 

5. 所属学会  日本経済学会（1992 年～）、中国経営管理学会（2001 年～）、 
中国経済学会（2002 年～）、Chinese Economist Society(アメリカ)（2003 年～）

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

大学院  現代中国経済分析 

 2008 年度 

学部   東アジア経済論、東アジア経済論 A 

大学院  現代中国経済分析Ⅰ、Ⅱ 

 2009 年度 

  学部   東アジア経済論、開発経済学、経済英語 B 

  大学院  現代中国経済分析Ⅰ、Ⅱ  

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

  2009 年度 大学院修士 1 年 １名 

       大学院オーバードクター 1 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

中国における産業構造の転換、中国外資企業政策の調整 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
 分担執筆 

・『中国の外資政策と日系企業』（渡辺利夫・21 世紀政策研究所監修、杜進編、勁

草書房、2009 年）、第 4 章「外資政策の転換と外資企業の効率性」 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
研究報告書・調査報告書 

・ 『日本・中国・韓国企業の生産性データベースの作成：2006 年度国際経済研究報告書』（日

本経済新聞社からの受託研究：研究代表者：深尾京司）2007 年 3月。 

・『貿易、直接投資と中国企業の生産性変化』（科学研究費 2005－2006 年度、研究代表者：深

尾京司）2007 年。 
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• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
  ・ 「中国自動車産業に関する生産性比較」、中国経営管理学会第８回全国大会、2007 年 5 月 26-27

日、大阪経済大学にて。  

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 
上海センター運営委員として、組織の運営に関わり、2008 年 7 月以降、上海センターニュースレ

ターを編集、また、2008 年 7 月―2009 年 4 月、上海センター協力会事務局長として組織の運営に

携わる。 
2009 年 4 月より、経済学研究科付属東アジア経済研究センター（旧：上海センター）長を務める。

2009 年 4 月より、教科委員会委員、国際交流教育委員会委員 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 
・中国経営管理学会 理事（2006 年―現在） 

2008 年全国大会プログラム委員 

・中国経済学会会員 幹事（2002 年―現在） 

学術研究会世話人(2006 年―現在） 

・中国経済学会学会誌『中国経済研究』編集委員（2002 年―現在） 

・北京大学中国経済研究中心編集『経済学季刊』学術委員 （2002 年―現在） 

(4) 国際交流活動 
・中国経済学会・大阪産業大学孔子学院共催「中国改革開放３０周年記念シンポジウム」コーディネ

ーターを務めた。(2008 年度) 

・京都大学経済学研究科上海センター主催・国際研究セミナ「中国経済の構造転換―日本の経験との

比較―」のコーディネーター(2009 年度)  

・合同講演会：「今後のアジア情勢を読む―日本の政権交代と日中協力の行方―」（立命館孔子学院

と共同主催）の京大側責任者(2009 年度)  

・中国経済特別講演会「世界的金融危機下における中国経済の回復」のコーディネータ(2009 年度)

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
・2008 年 5 月の四川大地震以降、在日華人教授会議の震災救助委員会委員として、阪神淡路大地震

救助及び復興関連資料の翻訳に参加した。また、これとは別に、中国国家発展と改革委員会の

依頼により、京大の留学生や OB の皆さんのご協力の下で、新潟中部地震復興計画を中国語に

翻訳した。中国四川省被災地の復興計画の作成に、「大変参考になった」と中国側担当者から言

われた。 
・2009 年 4 月から、上海センター(現東アジア経済研究センター)内において、「中国経済研究会」を

立ち上げ、コーディネータとして月一回（授業期間中）のペースで研究会を開催している。 
・2009 年 11 月、日本科学振興機構・中国総合研究センターにて「中国における内需拡大について」

講演した。 
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1．氏  名
ふ り が な

 若林
わかばやし

  直樹
な お き

          

2．所属講座 市場・会計分析講座 

3. 終学歴 1991 年 9 月 東京大学大学院社会学研究科博士課程中退 

4. 終学位 2007 年 5 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 組織学会、日本経営学会、日本労務学会、日本社会学会、 

経済社会学会、アメリカ社会学会、欧州組織学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部   経営組織２、学部演習 

大学院  組織分析Ａ、組織行動論、経営学研究法 

     統計調査手法、経営調査論 

 情報システム設計論（情報学研究科） 

2008 年度 

学部   経営組織１、学部演習、教職演習、経済英語 

大学院  経営組織、経営学原理 

 2009 年度 

学部   経営組織１、学部演習、入門演習、人的資源管理論 

大学院  経営組織論、経営学研究法、組織行動論、人的資源管理論 

     経営調査論、ビジネス・ワークショップ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2008 年度  

 学部演習 29 名、 大学院修士課程 3 名指導、博士論文 3 名副査 

2009 年度 

学部演習 32 名、 大学院修士課程 2 名指導、博士論文 2 名主査、3 名副査  

(3) 教材の開発, 

若林直樹、松山一紀編、『企業変革の人材マネジメント』、ナカニシヤ出版、全 302 頁、2008

年 4 月。 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

ネットワーク組織論、組織間ネットワークのネットワーク分析、官民の組織間提携の分析、 



 205

 研究開発人材のキャリア開発研究、パートナーシップによる行政改革 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
〔単著〕 
・ 若林直樹、『ネットワーク組織』有斐閣、2009 年 10 月、全 326 頁。 
〔共編著〕 
・若林直樹、松山一紀編、『企業変革の人材マネジメント』、ナカニシヤ出版、全 302 頁、2008 年 4 月。

〔分担執筆〕  
・若林直樹、「公立学校の民営化改革」、藤田英典・大桃敏行編『リーディングス 日本の教育社会第

11 巻 学校改革』日本図書センター、2010 年 2 月, 262-272 頁。 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
〔査読付き論文〕 

・Wakabayashi, N, Yamada, J. and Yamashita, M., “Japanese Networks for Top-Performing Films: 
Repeated Teams Preserve Uniqueness,” Journal of Media Business Studies, 2009, Vol. 6 No. 3,  
pp.31-48 (Referred).  

〔紀要論文〕 

・若林直樹「公立学校の民営化改革」、『都市問題研究』第 59 巻第 5号、2007 年 5 月, 68-82 頁。 

・若林直樹、西岡由美、松山一紀、本間利通、「企業研究者に期待されるキャリア・コンピテンシー

と複線型人事制度」、『経済論叢別冊 調査と研究』第 34 号、2007 年 4 月、1-17 頁。 

・若林直樹、「専門能力を持つ人的資源の開発における企業間協力の考察：欧州製薬団体連合会の合

同開発職研修の事例分析」、『経済論叢』第 181 巻第１号、2008 年 1 月、104-122 頁。 

〔雑誌など〕 

・山田仁一郎、山下勝、若林直樹など「高業績映画プロジェクトを生むソーシャル・キャピタル」（山

田仁一郎らと共著）、『組織科学』第 41 巻第 4 号,2007 年 4 月,41-54 頁。 
・西澤昭夫, 若林直樹,佐分利応貴,忽那憲治,樋原伸彦,金井一賴, 2010,「NTBFs の簇業・成長・集積の

ための Eco-system の構築」、『RIETI Discussion Paper Series』、No.10-J-024、1-224 頁。 
〔書評〕 
・若林直樹「書評、間々田孝夫著『第三の消費文化論』」、『経済社会学会年報』29 号, 189-191 頁，2008

年 9 月． 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

・若林直樹、西岡由美、松山一紀、本間利通,  2007, 「研究職のキャリア・マネジメントと複線型

人事制度：主要製薬企業９社の実践、期待と課題」、京都大学大学院経済学研究科ワーキング・

ペーパー No.J-61。 

・Wakabayashi, N., Nishioka, Y. and Matsuyama, K., 2008, “Career Competencies and the Dual Ladder 

System for Corporate Researchers: the Case Studies of Nine Pharmaceutical Firms in Japan,” Kyoto 

University Graduate School of Economics Working Paper No.95. 

・西澤昭夫, 若林直樹,佐分利応貴,忽那憲治,樋原伸彦,金井一賴, 2010,「NTBFs の簇業・成長・集積

のための Eco-system の構築」、『RIETI Discussion Paper Series』、No.10-J-024、1-224 頁。 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

1. 若林直樹、西岡由美「研究人材のキャリアマネジメントと複線型人事制度」、京都産業大学、

2007 年度組織学会研究発表大会自由論題報告、2007 年 6 月 2 日。（審査済） 
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2. 若林直樹「研究職のキャリアマネジメントと複線型人事制度」、県立広島大学、日本労務学

会第 37 回全国大会自由論題報告、2007 年 8 月 4 日。（審査済） 

3. Wakabayashi, N., Nishioka, Y. and Matsuyama, K., "Career Competencies and the Dual Ladder 

System for Corporate Researchers: the Case Studies of Nine Pharmaceutical Firms in Japan." The 

Paper presented at the 23rd European Institute for Advanced Studeis in Management Workshop on 

Strategic Human Resource Management, the Hotel Kompas Bled, Bled, Slovenia, April 3-4, 2008. 

(Referred) 

4. Wakabayashi, N, Yamada, J., Yamashita, M., and Kanki, N., “Social Capital for Highly Performing 

Film Projects: The Empirical Analysis of Japanese Filmmakers’ Network,” The Paper presented at 

the International Federation of Scholary Association of Management, 9th World Congress, July 27, 

2008, Fudan University, Shanghai, China. (Referred) 

5. Wakabayashi, N, Yamada, J., and Yamashita, M., “Preserving a Unique Cinema Taste within the 

Home Community of Practice: Social Capital in Japanese filmmaker networks for Highly 

Performing Film Projects,” The Paper presented at the Internatinoal Social Network Analysis 

Association, the Sunbelt XXIX Conference, March 13, 2009, The Bahia Resort Hotel, San Diego, 

U.S.A. (Referred) 

6. 若林直樹、「ネットワーク組織におけるガバナンスと組織能力」、組織学会 2010 年度年次大

会（創立 50 周年記念年次大会）、2009 年 10 月 10 日、早稲田大学、招待講演。 

7. 中本龍市、若林直樹、中里裕美、「.2000 年代の日本映画産業における企業間ネットワーク」、

第 82 回日本社会学会研究発表大会、2009 年 10 月 11 日、立教大学、一般研究報告。 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）「ネットワーク組織の変革管理におけるコミュニ

ケーション開発と学習への構造効果」、代表、2007-2009 年。  

・文部科学省・2008 年度「大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援（研究

実践型））」。 

 (6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

・文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）「ＰＰＰ等による協働地域経営及びその評価手法

に関する国際比較研究」（田尾雅夫・京都大学大学院公共政策大学院教授・代表）、分担者、

2004-2007 年。 

・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構平成１７年度第１回産業技術研究助成事業

採択課題 （助成年度平成１７～１９年度）「バイオ・情報産業に於けるイノベーション促

進型の専門技術者キャリアのナビゲーション・モデルの研究開発」（松山一紀（近畿大学経

営学部）代表）・分担者、2005-2008 年。 

・文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（C）「コンテンツ開発のプロジェクト間ネットワーク

戦略:映像産業の組織・制度の国際比較」（山田仁一郎香川大学経済学部准教授・代表）、分担

者、2007-2008 年。 
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・文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）「ネットワーク型ガバナンスによる教育支援シス

テム再編の日英比較」（宮腰英一東北大学大学院教育学研究科教授・代表）、2007-2008 年。

・経済産業省経済産業研究所「New Technology-based Firms(NTBFs)の簇業・成長・集積のための

Eco-system の構築」（西澤昭夫東北大学大学院経済学研究科教授・代表）、2007-2009 年。 

(7) その他の研究活動・研究支援 

  日本学術振興会特別研究員受け入れ 

8．学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

教科委員、学部・研究科カリキュラム改善委員、みずほ寄附講義運営委員 

大学院 FD 活動委員会委員長、図書委員会主任 

(2) 全学における委員・組織運営 

教職科目連絡委員会委員、入試情報システム委員、国際教育プログラム委員会 

図書館協議会委員 

(3) 学会活動 

組織学会評議委員、同編集委員、同研究委員会員、 

日本経営学会編集委員 

経済社会学会理事 

(4) 国際交流活動 
・英国．「英国に於ける公立学校改革に於けるネットワーク・ガバナンスの調査研究」。2007 年 9

月 12 日－9 月 22 日。文部省科学研究費補助金・基盤研究。 
・フランス、ベルギー、「仏・ベルギーに於ける研究開発人材のキャリア開発の調査研究」。2007

年 11 月 10 日－11 月 17 日。文部省科学研究費補助金・基盤研究。 
・英国．「ケンプリッジに於けるバイオ産業クラスターの調査研究」。2008 年 3 月 16 日－3 月 21 日。

独立行政法人経済産業研究所。 
・スロベニア、The 23rd European Institute for Advanced Studies in Management Workshop on Strategic 

Human Resource Management での研究報告。新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
産業技術研究助成。 

・フィンランド、ドイツ、「フィンランド・ドイツに於けるバイオ産業クラスターの調査研究」。2008
年 5 月 29 日－6 月 5 日。独立行政法人経済産業研究所。 

・中華民国、「淡江大学での日本企業論についての講義及び台北バイオクラスター調査」、2008 年 9
月 19 日－27 日。文部省科学研究費補助金・基盤研究。 

・英国、「英国公立学校改革調査」、2008 年 10 月 5 日－10 日。文部省科学研究費補助金・基盤研究。

・米国、「米国におけるバイオクラスター研究での組織間ネットワーク研究手法の調査研究」、2008
年 10 月 20 日－2009 年 3 月 20 日。平成 20 年度「大学教育の国際化加速プログラム（海外先

進教育研究実践支援（研究実践型））」 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

堺市行政改革委員会専門委員 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
京都工業会経営戦略会議２１コーディネーター 
非常勤講師：同志社大学大学院文学研究科「産業社会学研究」、2003-2009 年。 
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1．氏  名
ふ り が な

  飯山
いいやま

 将
まさ

晃
あき

 

2．所属講座  統計・情報分析講座 

3. 終学歴 2003 年 3 月 京都大学情報学研究科博士後期課程単位取得退学 

4. 終学位 2006 年 7 月 京都大学情報学博士 

5. 所属学会 IEEE、電子情報通信学会、情報処理学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

 2007 年度 

  学部 

  大学院  

2008 年度 

学部  情報処理入門，情報処理論１，情報処理論２ 

大学院 データベース構築論１，データベース構築論２ 

2009 年度 

学部  情報処理入門，情報処理論１，情報処理論２ 

大学院 データベース構築論１，データベース構築論２ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 コンテンツ工学 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

[査読付き論文] 

・光切断法による複数運動剛体の形状計測、舩冨 卓哉, 飯山 将晃, 角所 考, 美濃 導彦、『電子情

報通信学会論文誌』,Vol.J90D, No.8, pp.1858-1867,2007 年 8 月 

・Robust depth map acquisition against depth edges with silhouette consistency、Masaaki Iiyama, Koh 

Kakusho, Michihiko Minoh、『Systems and Computers in Japan』,Vol.38 No.14, p.29-40,2007 年 12 月 

・Distortion Correction for 3D Scan of Trunk Swaying Human Body Segments，Takuya Funatomi, Masaaki 

Iiyama, Koh Kakusho, Michihiko Minoh，Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis,Vol.7 
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No.4, pp.51-61,2009 

[国際会議予稿集] 

・Light Stripe Triangulation for Multiple of Moving Rigid Objects、Takuya Funatomi, Masaaki Iiyama, Koh 

Kakusho, Michihiko Minoh、The 6th International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling 

(3DIM 2007),p.133-140,2007 年 8 月 

・Silhouette Extraction with Random Pattern Backgrounds for the Volume Intersection Method、Masahiro 

Toyoura, Masaaki Iiyama, Koh Kakusho, Michihiko Minoh、The 6th International Conference on 3-D 

Digital Imaging and Modeling (3DIM 2007),p.225-232,2007 年 8 月 

・3D Shape Reconstruction from Incomplete Silhouettes in Multiple Frames、Masahiro Toyoura, Masaaki 

Iiyama, Takuya Funatomi, Koh Kakusho, Michihiko Minoh、 International Conference on Pattern 

Recognition (ICPR),2008 年 12 月 

・Usage of Needle Maps and Shadows to Overcome Depth Edges in Depth Map Reconstruction、Masaaki 

Iiyama, Koki Hamada, Koh Kakusho, Michihiko Minoh、International Conference on Pattern Recognition 

(ICPR),2008 年 12 月 

[国内全国大会・研究会予稿集] 

・照度差ステレオと影を利用した奥行きエッジが存在する物体の形状計測手法、濱田 浩気, 飯山 将

晃, 角所 考, 美濃 導彦、画像の認識・理解シンポジウム(MIRU)2007,p.887-892,2007 年 7 月 

・複数フレームで得られる不完全なシルエット群からの三次元形状獲得、豊浦 正広, 飯山 将晃, 舩

冨 卓哉, 角所 考, 美濃 導彦、画像の認識・理解シンポジウム(MIRU)2008,P.1074-1081,2008 年 7

月 

・複数視点画像からのテクスチャマッピングにおける模様の整合性の保存、飯山 将晃, 坂口 尚樹, 

豊 浦  正広 , 舩 冨  卓哉  , 角 所  考 , 美 濃  導 彦 、電子 情報 通信 学 会 PRMU 研 究

会,Vol.PRMU2008-155, p.49-54,2008 年 12 月 

・バーチャルスタジオにおける再帰性反射材を用いた演技支援情報の指向性表示，早瀬 直之, 籔内

智浩, 角所 考, 舩冨 卓哉, 飯山 将晃, 美濃 導彦，第 14 回日本バーチャルリアリティ学会大

会,,2009-09. 

・バーチャルスタジオにおける現実物体を介した仮想物体操作，籔内 智浩, 舩冨 卓哉 , 飯山 将晃, 

角所 考, 美濃 導彦，電子情報通信学会 MVE 研究会,Vol.109 No.148 PP.1-6,2009-07. 

・チンダル現象を利用した物体表面の三次元位置及び法線推定，小山 亮, 舩冨 卓哉, 飯山 将晃, 角

所 考, 美濃 導彦，画像の認識・理解シンポジウム(MIRU)2009,p.1156-1163,2009-07. 

・複数視点画像からのテクスチャマッピングにおける模様の整合性の保存，飯山 将晃, 坂口 尚樹, 

豊浦 正広, 舩冨 卓哉 , 角所 考, 美濃 導彦，画像の認識・理解シンポジウム(MIRU)2009,2009-07.

・複数視点画像と事例画像を用いた超解像度テクスチャマッピング，飯山 将晃, 角所 考, 美濃 導

彦，電子情報通信学会 PRMU 研究会,Vo.PRMU2009-54, pp.89-94,2009 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

(4) 受賞 
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(5) 外部資金 

2008 年-2009 年度  

科学研究費補助金 若手研究(B): 

「大量の事例画像を用いた三次元モデルの超解像度化」研究代表者 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

(2) 全学における委員・組織運営 

全学情報セキュリティ幹事会 幹事 (2006-) 

高等教育研究開発推進機構 情報教育専門委員会 委員 (2006-) 

情報環境機構 教育用コンピュータシステム運用委員会 委員(2006-) 

情報環境機構 メディア運用委員会委員(2007-) 

情報環境整備委員会 計算機環境専門委員会委員(2007-) 

情報セキュリティ対策室運営委員(2009-) 

(3) 学会活動 

国際会議（ICOST2007）publicity chair 

国際会議（MMM2008）local arrangement committee member 

国際会議（ICCV2009） local arrangement committee member 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  稲葉
い な ば

 久子
ひ さ こ

 

2．所属講座  比較制度・政策講座 

3. 終学歴 ミシガン州立大学教育学部教育管理行政学科博士課程修了  

4. 終学位 Ph.D. 

5. 所属学会  Academy of Management、Jean Piaget Society、 

American Educational Research Association、 

Anthropology of Japan in Japan 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
 2007 年度 

学部  基礎 人的資源論（留学生対象）、基礎 組織行動論（留学生対象） 

大学院 Readings on Organizational Behavior （留学生対象） 

          Readings on Human Resources (留学生対象) 

全学共通科目 日本語 E-1A, E-1B (留学生向け社会科学のための学術日本語クラス) 

 2008 年度 

学部  基礎 人的資源論（留学生対象）、基礎 組織行動論（留学生対象） 

大学院 Readings on Organizational Behavior （留学生対象） 

          Readings on Human Resources (留学生対象) 

      Research Design A  

全学共通科目 日本語 E-1A, E-1B(留学生向け社会科学のための学術日本語クラス) 

経営管理大学 上級コミュニケーション A 

2009 年度 

学部  基礎 人的資源論（留学生対象）、基礎 組織行動論（留学生対象） 

大学院 Readings on Organizational Behavior （留学生対象） 

          Readings on Human Resources (留学生対象) 

      Research Design A  

全学共通科目 日本語 E-1A, E-1B(留学生向け社会科学のための学術日本語クラス) 

経営管理大学 上級コミュニケーション A 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

・武田記念留学生支援室の開室と運営による留学生指導（対象者 200 名近くのほか学外からも）メー

ルの問い合わせによる留学生指導 

・学部授業に従来の留学生以外の日本人学生参加。（2007 年度 2 名、2009 年度 10 名弱名） 

(3) 教材の開発 

留学生担当教員連絡会で、教員の留学生受け入れマニュアルの作成を行う。出版予定。 

留学生のためのオリエンテーション企画・実行 

(4) その他の教育活動・教育支援 

KUINEP 学生のチューター指導。 

留学生の問題（行方不明者、逮捕者、授業料滞納者）に対する指導と相談に対するカウンセリング。
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7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 多文化・多様性（異文化・ジェンダー等）を含む組織構成員に関する諸問題 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

・ 日本労働研究機構 2008 年 「アメリカ合衆国の職業訓練」、単独執筆 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
〔調査研究報告等〕 

1. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「アメリカ合衆国自動車産業：

UAW と Delphi の Labor Agreement を中心に」2007 年 6 月 
2. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「収入格差の是正措置； ミシ

ガン州労働政策「一人の労働者も置きざりにしない No Worker Left Behind Program」、「連邦 低賃

金変更」、「都市における女性賃金と男性賃金額の逆転」 2007 年 7 月－8月の動きとその背景 

3. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート「U.A.W.: 全米自動車労働組合(the 
United Automobile Workers Union) 」2007 年 9 月 

4. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート「AFL-CIO 会長によるＵＡＷスト

ライキの説明、それに対する批判： 望まれる組合運動とは？」 2007 年 10 月 
5. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「合衆国労働事情：  UAW FORD 

REPORT, November, 2007」2007 年 10 月―11 月 
6. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート「なぜアメリカ合衆国の自動車産

業が停滞下降しているのか:  ＵＡＷはどのような役割を果たしているのだろうか。  アメリカ合

衆国レポート」2007 年 12 月  
7. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート「合衆国労働省 2009 年会計年度

予算のあらまし」2008 年 2 月 
8. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート「合衆国自動車企業のバイアウト、

ストライキ、そしてその戦略批判」2008 年 3 月 

9. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「アメリカ合衆国 国際サービ

ス産業従事者組合（Service Employees International Union; S.E.I.U.）の動き」2008 年 4 月 

10. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「全米自動車産業の動向：減生

産、ストライキ、希望退職奨励金」2008 年 4 月 

11. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「被雇用者の多様性；政策、現

実、法」2008 年 5 月 

12. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート「Women’s Work 女性労働」2008
年 6 月 

13. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「アメリカ合衆国移民政策」 

2008 年 9 月 

14. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「アメリカ合衆国の職業訓練」

2009 年 4 月 

15. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「グロスポイントブルース」2009
年 5 月 

16. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポート 「性に関してのトレードオフ（交

換）」 2010 年 2 月 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
1. Why Is Advancement of Women in Japanese Higher Education So Slow?  American Educational 

Research Association, 2008 Annual Meeting, New York, March, 2008.  

2. A Comparative Case Study of American and Japanese Medical Care of a Terminally Ill Patient, 
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The XXII World Congress of Philosophy, Seoul, Korea, July, 2008. 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員レポートを執筆 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

・国際交流教育委員会委員 

(2) 全学における委員・組織運営 
・留学生センタ-運営委員会委員 

・高等教育開発センター運営委員会委員 

・外国語教育専門委員会委員 

・留学生担当教員連絡会議委員 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 
・国際交流: 実務活動  

・留学生のためのディトリップ「国会図書館関西分室」2007 年 

・留学生のためのディトリップ「わたしの仕事館」2010 年 1 月 

・武田記念留学生支援室開室運営 2007 年 4 月 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
・独立行政法人 労働政策研究・研修機構 委託調査員 2005 年から現在に至る 

・米国ミシガン州立大学労働産業関係学部客員研究員 2006 年 8月から現在に至る 
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1．氏  名
ふ り が な

 宇高
う た か

 淳郎
あ つ お

 

2．所属講座  国際経営・経済分析講座 

3. 終学歴 2001 年 3 月 大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了 

4. 終学位 2001 年 3 月 大阪大学経済学博士 

5. 所属学会  日本経済学会 

6 .教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度 
学部   市場構造と企業戦略、ミクロ経済学入門 
大学院  マーケティング経済論Ａ・Ｂ 

2008 年度 
学部   市場構造と企業戦略 
大学院  マーケティング経済論Ａ・Ｂ 
全学共通 現代の経済学 

 2009 年度 
学部   市場構造と企業戦略 
大学院  マーケティング経済論Ａ・Ｂ 
全学共通 経済英語 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

（2008 年度）学部ゼミ 2 回生：8 名、3 回生：3 名、研究生：2 名 

大学院   指導教員   M2:１名 

       副指導教員 D2：1 名、M2：1 名 

（2009 年度） 学部ゼミ 2 回生：8 名、3 回生：7 名、4 回生 7 名、研究生：1 名 

大学院   指導院生   M1：1 名、M2:１名 

        副指導院生 D4：1 名、D1：2 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

耐久財の経済分析 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
〔査読付き論文〕 
・“Pricing Strategy, Quality Signaling, and Entry Deterrence,” International Journal of Industrial 

Organization, Vol. 26, No. 4, pp. 878-888, July 2008. （単著） 
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・“The Timing of Upgrades,” forthcoming in Japanese Economic Review. （単著） 
• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

教科委員、図書委員 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

日本経済学会・プログラム委員（2009 年春季大会、専修大学） 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

 国際学術雑誌レフェリー 
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1．氏  名
ふ り が な

  江上
え が み

 雅彦
まさひこ

 

2．所属講座   ファイナンス工学講座 

3. 終学歴 2005 年 5 月修了 Department of Operations Research and Financial Engineering,

          Princeton University   

4. 終学位 2005 年 5 月 Ph.D. in Operations Research and Financial Engineering,  

Princeton University 

5. 所属学会 Bachelier Finance Society, Institute of Mathematical Statistics,  

Institute for Operations Research and Management Science,  

Society for Industrial and Applied Mathematics 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院)   

2007 年度 

 大学院  ファイナンス工学 

 全学共通 経済英語 

2008 年度 

学部   ファイナンス工学、派生証券論  

大学院  ファイナンス工学 1, 2 

2009 年度 

  学部  ファイナンス工学、派生証券論、基礎統計学 

  大学院 ファイナンス工学 1, 2, 特論Ａ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院) 

2008 年度 

学部ゼミ(3 回生 3 名、2 回生 8 名)、大学院（修士 1 名） 

2009 年度 

学部ゼミ(4回生以上 4名、3回生 9名、2回生 8名)、大学院（修士 2名） 

卒論主査 2件 

(3) 教材の開発 

レクチャーノートの作成（主として経営管理大学院「国際競争力のある金融・会計職業人養成 GP」

のため） 

(4) その他の教育活動・教育支援 

2007 年度  

大和証券寄附講座の運営 

2008 年度  

全学共通科目：ポケットゼミ。これに加えて大和証券寄附講座の運営に関して、関連する講義（遠

隔講義・全学共通課目）、その他の教育活動等を通じて本学学生の実践的金融業務への理解を深
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めることに貢献できたものと考える。 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

• 動的確率モデルを利用した意思決定分析における 適化問題・制御問題の数学的解法手法の発見

と実践的経済・経営問題への応用 

• 金融商品（オプション、信用リスク・保険関連など）の数理工学的分析による価格付け・ヘッジ

方法の研究 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

編著： 

『Recent Advances in Financial Engineering: Proceedings of the 2008 Daiwa International 

Workshop on Financial Engineering』（共編）World Scientific Inc. (2009)  

翻訳： 

『 Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 15 Financial 

Engineering』(Eds. J. Birge and V. Linetsky), Chapter 12. Incomplete Markets (pp. 

511-563) 『金融工学ハンドブック』朝倉書店（2009） 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

全て査読付論文 

[2007 年度に掲載されたもの] 

• The effects of implementation delay on decision-making under uncertainty,  

Stochastic Processes and Their Applications 117(3) 333-358, 2007. (共著) 

[2008 年度に掲載されたもの] 

• A direct solution method for stochastic impulse control problems of one-dimensional 

diffusions,  

SIAM Journal on Control and Optimization: 47(3) 1191-1218, 2008 (単著) 

• Indifference prices of structured catastrophe (CAT) bonds,  

Insurance: Mathematics and Economics 42 (2) 771-778, 2008 (共著) 

• Optimizing venture capital investments in a jump diffusion model,  

Mathematical Methods of Operations Research: 67 (1) 21-42, 2008 （共著） 

• An analysis of monotone follower problems for diffusion processes,  Mathematics of 

Operations Research 33 (2) 336-350, 2008  (共著) 

[2009 年度に掲載されたもの]  

• A framework for the study of expansion options, loan commitments and agency costs, 

Journal of Corporate Finance 15 (3) 345-357, 2009 (単著) 

• Optimal reinsurance strategy under fixed cost and delay,   

Stochastic Processes and Their Applications 119(3) 1015-1034, 2009 (共著) 
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• A continuous-time search model with job switch and jumps,   

Mathematical Methods of Operations Research  70 (2) 241-267, 2009 (共著) 

[2009 年度に掲載が決定したもの(2010 年度以降の掲載)] 

• A game options approach to the investment problem with convertible debt financing, 

Journal of Economic Dynamics and control (単著) 

• On the one-dimensional optimal switching problem, Mathematics of Operations Research

(共著) 

• A unified treatment of dividend payment problem under fixed cost and implementation 

delays, Mathematical Methods of Operations Research （共著） 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

[2007 年度] 

• (招待)一橋大学大学院国際企業戦略研究科 December 18, 2007（セミナー講演） 

• (招待)ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題」CSFI 大阪大学金融・

保険教育研究センター（日本オペレーションズリサーチ学会共催）December 1-2, 2007

[2008 年度] 

• (招待)研究集会「経済の数理解析」京都大学数理解析研究所, November 28-30, 2008 

• (国際・主催) 2008 Daiwa Young Researchers’International Workshop on Finance,

March 3-5, 2008 

• 日本オペレーションズリサーチ学会「春季研究発表会」 March 17-18, 2009. 

[2009 年度]  

• (国際・招待) KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009, Tokyo, 

August 3-4, 2009  

• (招待) 日本オペレーションズリサーチ学会、「不確実性下の意思決定モデリング」研究部

会, July 18, 2009 

• (招待) 慶應義塾大学、数理経済学研究センター「経済の数理解析」April 27, 2009 (セ

ミナー講演) 

(4) 受賞 

[2009 年度]  『信用リスク管理のためのアラームシステム構築』 

(株)金融工学研究所設立１０周年記念懸賞論文入選 （共著） 

(5) 外部資金 

[2008 年度]  

研究代表者 日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）No. 20530340,  

「複合リアルオプションによる経営戦略の動的分析」 2008－2011 (直接経費総額 3,300,000 円)

[2009 年度]  

研究分担者 日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）No. 22330098,  

「動学的 適化理論を応用した金融リスク管理・監督手法の開発」2010-2013、 

割当て直接経費総額 3,600,000 円(予定) （2010 年 4 月に交付内定あり） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

  個人レベルでは米国ミシガン大学数学科、学習院大学経済学研究科、大阪大学金融保険センター

との共同研究が進行している。 
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(7) その他の研究活動・研究支援 

本学本研究科を「ファイナンス工学研究・教育」の一大拠点としての地位を確立するため、 

• 海外での研究活動等で得たネットワークを活かし、2009.10 より内外の有力研究者・実務

家を招待してセミナーシリーズを開催し 8名を招聘した。（経営管理大学院・経済研究所の

協力のもと） 

• プロジェクトセンターの活動に関して、「理論・実証を統合する数理ファイナンス研究教育

拠点形成」というプロジェクトを代表者として立ち上げた。 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営(時期の記載なき場合は通年) 

[2007] 大和証券寄附講座運営(2007.8-2008.3)、教科委員(2007.10-2008.3)、 

学生委員（2007.10－2008.3） 

[2008] 大和証券寄附講座運営、教科委員(2008.4-2008.9)、学生委員(2008.4-2008.9)、同窓会

企画委員 

[2009] Kyoto Economic Review 編集委員、同窓会企画委員 

(2) 全学における委員・組織運営  

[2009] 入試関係の委員 

(3) 学会活動 

[2007]  大和証券寄附講座の運営関連で 2008 年 3 月には 2008 Daiwa Young Researchers’

International Workshop on Finance の運営委員の一人として従事した。国外から 9

名、国内から 12 名の優秀な若手研究者を招待し研究報告・人的交流を行った。参加者

のべ人数：91 名。 

[2008] 大和証券寄附講座の運営関連で 2008 年 8 月および 2009 年 3 月において 

 2008 Daiwa Lecture Series and International Workshop on Financial Engineering 

 2009 Daiwa Young Researchers’ Workshop on Finance 

の運営委員として従事した。前者は 4日間のレクチャーシリーズに加えて国外から 6名、国内か

ら 10 名、後者は国外から 8名、国内から 10 名の優秀な研究者を招待し研究報告・人的交流を行

った。参加者のべ人数はそれぞれ 213 名、130 名であった。 

(4) 国際交流活動 

特になし 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

なし 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

特筆すべきものはなし 
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1．氏  名
ふ り が な

  菊谷
きくたに

 達弥
た つ や

 

2．所属講座  国際経営・経済分析講座 

3. 終学歴 1987 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士課程（単位取得退学） 

4. 終学位  

5. 所属学会  日本経済学会、進化経済学会 

6 .教育活動 

(1) 担当授業科目 

2007 年度 

 学部     演習 

 大学院   比較制度・組織分析 

 全学共通 経済英語 

2008 年度 

学部   組織経済論 

大学院  比較制度・組織分析 

2009 年度 

 学部     入門演習・演習 

 大学院   比較制度・組織分析 

(2) 学生指導の状況  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度  

(学部)2 回生 4 人，3 回生 8 人，4 回生以上 12 人，（大学院) 副指導も合わせて 1 人 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1)現在の主要な研究テーマ 

企業組織の経済分析，企業間関係の経済分析，オープンイノベーション，成果主義賃金 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載)  

〔分担執筆〕 
・‘Business Portfolio Restructuring of Japanese Firms in the 1990s : Entry and Exit Analysis’, in Corporate 

Governance in Japan, edited by Aoki M., G. Jackson and H. Miyajima, Oxford University 
Press,2007.(with H. Itoh and O. Hayashida) 

・「完全子会社化はどのようなときに行われるか」，宮島英昭編『日本のＭ＆Ａ』第４章，東洋経済新

報社，145-178 ページ，2007 年．（齋藤隆志と共著） 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

〔査読付き論文〕  

・‘Complementarities among Authority, Accountability, and Monitoring:   Evidence from Japanese Business 

Groups,’ Journal of The Japanese and International Economies, 2008. (with H. Itoh and O. Hayashida)
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〔紀要論文〕 
・「部品の系列調達は内部調達に比べて競争優位性をもつか」京都大学経済学会・経済論叢第 181 
  巻第 5・6 号，1-19，2008 年．（成生達彦・李東俊と共著） 
〔ワーキングペーパー〕 
・”The Japanese Subcontracting System, Competition and Asymmetric Equilibrium,” Kyoto University  
  Economic Society Working Paper,No.102, 2009. (with Tatsuhiko Nariu;DongJoon Lee) 
・ ”Procurement System and Competitive Advantage,” Kyoto University Economic Society Working  
  Paper,No.105, 2009. (with Tatsuhiko Nariu;DongJoon Lee) 

〔調査研究〕． 
・ 「雇用調整の組織内構造」，経済産業省調査統計部『企業活動基本調査パネルデータを活用した我

が国企業活動の多角化行動と収益性に関する調査研究 平成 18 年度調査研究』第３章，66-106 ペー

ジ. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 
・‘Complementarities among Authority, Responsibility, and Monitoring: Evidence from Japanese 

Business Group,’ 2007.Trio Conference at Hitotsubashi University.(with H. Itoh and O. Hayashida) 
・‘Anti Bernheim and Winston Paradox,’ 2009. Far Eastern Meeting of Econometric Society at Tokyo 

University.(with K. Ogawa, T. Kawamura, and S. Oda) 
・‘Capabilities to Sell Technologies: Open Innovation and Internal Organization of Diversified Firms,’

EGOS at ESADE, Barcelona.(European Group for Organization Studies), 2009. (with Yasuo Sugiyama 

and Norio Sawabe) 

(4) 受賞 

(5)外部資金 
1. 科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）2006～2007 年 

「オープン･イノベーションの戦略とマネジメント・コントロールに関する経済分析」 
2. 科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ）2008～2011 年度 

「経済実験と質問紙調査を統合した成果主義賃金研究－賃金制度移行の経済分析」 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況：なし 

(7) その他の研究活動・研究支援：なし 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

 プロジェクトセンター室委員、大学院ＦＤ委員、HP 運用担当者 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

経済産業研究所コーポレートガバナンス研究会委員 2006 年～2010 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
〔非常勤講師〕 

京都産業大学経済学部  
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1．氏  名
ふ り が な

  草野
く さ の

 真樹
ま さ き

 

2．所属講座  市場・会計分析講座 

3. 終学歴 2006 年 3 月 同志社大学大学院商学研究科博士後期課程修了 

4. 終学位 2006 年 3 月 同志社大学商学博士 

5. 所属学会 日本会計研究学会、国際会計研究学会、日本簿記学会、日本会計史学会、 

財務会計研究学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

 2009 年度 

  学部   財務会計 

大学院  国際会計論 A，B 

全学共通 現代の経営学 B 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

公正価値会計に関する理論・実証研究 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

【分担執筆】 

1. 「公正価値会計の動向とその論点―金融商品の会計処理を中心として―」瀧田輝己先生還暦

記念論文集編集委員会編『社会規範としての会計』千倉書房，2008 年． 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

【査読付き論文】 

1. 「金融商品の公正価値会計と複式簿記―ローン・コミットメントを中心として―」『日本簿記

学会会報』第 24 号，2009 年 7 月，102-110 頁． 

【専門誌論文（査読なし）】 

1. 「公正価値オプションの制限による混合属性会計の再制度化」『企業会計』第 59 巻第 6 号，

2007 年 6 月，118-129 頁（高寺貞男氏との共著）． 

2. 「PAAinE 討議資料の収益認識アプローチの意義と課題」『企業会計』第 60 巻第 8 号，2008

年 8 月，48-56 頁． 
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3. 「金融商品の全面公正価値会計の課題―ローン・コミットメントを中心として―」『會計』第

174 巻第 4 号，2008 年 10 月，90-102 頁． 

4. 「金融資産の減損―FASB と IASB の会計基準の相違点と検討課題」『企業会計』第 61 巻第 7

号，2009 年 7 月，58-66 頁． 

5. 「金融負債の公正価値測定と無形財―要求払預金の会計処理を中心として―」『會計』第 176

巻第 4 号，2009 年 10 月，67-82 頁． 

【紀要論文】 

1. 「大（企業）GAAP と小（企業）GAAP の垂直的分化による混合属性会計の展開」『大阪経大

論集』第 58 巻第 1 号，2007 年 7 月，55-72 頁． 

2. 「サブプライム会計の批判的研究」『大阪経大論集』第 59 巻第 6 号，2009 年 3 月，179-186

頁（高寺貞男氏との共著）． 

【ワーキング・ペーパー】 

1. 「公正価値会計の動向とその論点―金融商品の会計処理を中心として―」，Osaka University of 

Economics Working Paper Series No. 2007-6，2007 年 12 月． 

2. 「全部公正価値会計の適用可能性―銀行業の金融商品の会計処理を中心として―」，Osaka 

University of Economics Working Paper Series No. 2007-9，2008 年 3 月． 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

【国際学会】 

1. “The Boundaries of Full Fair Value Accounting for Financial Instruments,” 20th Asian-Pacific 

Conference on International Accounting Issues, November 2008, Paris. 

2. “The Applicability of Full Fair Value Accounting: Accounting for Financial Instruments in Banks,” 9th 

Asian Academic Accounting Association, November 2008, Dubai. 

【国内学会】 

1. 「金融商品の公正価値会計と複式簿記―ローン・コミットメントを中心として―」日本簿記

学会第 24 回関西部会（於滋賀大学），2008 年 5 月． 

2. 「金融負債の公正価値測定と信用状態の変化」日本簿記学会第 25 回関西部会（於九州大学），

2009 年 5 月． 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

1. 2009 年度 科学研究費（若手研究 B）「保険契約の公正価値測定の基礎研究」研究代表者（2007

年度から継続） 

2. 2009 年度 全国銀行学術研究振興財団「公正価値測定と景気増幅効果」研究代表者 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

1. 2009 年 9 月～ 

日本会計研究学会スタディ・グループ「会計制度の成立根拠と GAAP の現代的意義」（主査：

京都大学・藤井秀樹教授）のメンバーと 2 回の研究会を行った． 
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2. 2009 年 11 月～ 

非営利法人研究学会西日本研究部会「非営利法人におけるアカウンタビリティ指向の業績評

価とガバナンスの包括的フレームワーク」のメンバーと 2 回の研究会を行った． 

(7) その他の研究活動・研究支援 

【研究報告（海外）】 

1. Université Paris-Dauphine で報告（論題：Fair Value Accounting and Procyclicality）2009 年 11 月

27 日 

【研究報告（国内）】 

1. 神戸大学経済経営研究所で報告（論題：公正価値測定と景気循環増幅効果）2009 年 8 月 29 日

2. 日本銀行金融研究所で報告（論題：金融資産の減損処理を巡る動向とその課題）2009 年 12 月

16 日 

3. 生命保険会計研究会で報告（論題：負債の公正価値測定と保険会計）2010 年 1 月 13 日 

8．学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

1. 教員評価 WG 

2. 学生委員 

3. 経済学会委員・監査 

4. 同窓会監査 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

1. 日本会計研究学会 学会誌『会計プログレス』編集事務局 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  坂出
さ か で

 健
たけし

 

2．所属講座  歴史・思想分析講座 

3. 終学歴  1994 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科修士課程（経営学） 

4. 終学位  1993 年 3 月 京都大学経営学修士 

5. 所属学会 アメリカ学会、アメリカ経済史学会、社会経済史学会 

経営史学会、政治経済学・経済史学会 

6 .教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

 2007 年度 

学部   経済史２、経済史・思想史入門、演習 

大学院  欧米経済史Ａ、欧米経済史Ｂ 

 2008 年度 

学部   欧米経済史、演習 

大学院  欧米経済史Ａ、欧米経済史Ｂ学部   

2009 年度 

学部   経済史２、経済史・思想史入門、演習 

大学院  欧米経済史Ａ、欧米経済史Ｂ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 米欧航空機産業史、国際産業政策調整、アメリカ民主主義外交 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
分担執筆 

・「アメリカ民主主義の輸出－中東民主化計画を中心に」（紀平英作編著『アメリカ民主義の過去と

現在－歴史からの問い－』（ミネルヴァ書房、2008 年） 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

・ 「アメリカ経済史学会大会レポート第 49 回全国大会共通テーマ－現代アメリカ経済・社会を考

える視点」（『アメリカ経済史研究』第 6号、2007 年 9 月） 

・ 「核不拡散レジームと軍事産業基盤－1966 年 NATO 危機をめぐる米英独核・軍事費交渉(1966 年

3 月～1967 年 4 月)－」（『アメリカ研究』第 42 号、2008 年 3月） 
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・「ワイドボディ旅客機開発をめぐる米英生産提携の展開（1967-69 年）」（『アメリカ経済史研究』

第 8号、2009 年 9 月） 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記)  

・ 「ワイドボディ旅客機開発をめぐるロウルズ－ロイス社の経営戦略（1967-69 年）」（経営史

学会全国大会、2008 年 10 月 12 日、於、立教大学） 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・文部科学省科学研究費補助金・若手研究（Ｂ） 

「航空機産業における国際産業政策調整の経済史的研究」（2006～2007 年度） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

・南山大学アメリカ研究夏期セミナー運営委員（2007 年より） 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

教科委員（2008 年 10 月～現在） 

(2) 全学における委員・組織運営 

共通教育Ｂ群科目部会委員（2005 年 4 月～現在） 

教職科目連絡小委員会（2009 年 4 月～2010 年 3 月） 

(3) 学会活動 

アメリカ経済史学会（2009 年 11 月～現在 理事） 

政治経済学・経済史学会（2002 年 11 月～現在 近畿部会幹事） 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  佐々木
さ さ き

 啓
ひろ

明
あき

 

2．所属講座 プロジェクトセンター 

3. 終学歴 2004 年 3 月 東北大学大学院経済学研究科博士課程後期 3 年課程修了 

4. 終学位 2004 年 3 月 東北大学経済学博士 

5. 所属学会 日本国際経済学会、日本経済学会、進化経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

・非線形マクロ動学モデルを用いた循環的成長の理論分析 

・長期カレツキアン・モデルを用いた長期レジームの分析 

・負債を考慮したカレツキアン･モデルの構築 

・南北貿易と不均等発展に関する理論分析 

・労働者と資本家の動学的 適化行動を考慮した場合の資本蓄積の動学分析 

(2) 主要業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

【査読付き論文】 

《和文》 

・ 佐々木 啓明・松永 巧（2007）「脱工業化と経済発展――3 部門モデルによる分析――」『研究

年報 経済学』第 68 巻第 2 号，東北大学経済学会． 

・佐々木 啓明（2009）「産業予備軍創出効果を導入したカレツキアン・モデル」『季刊 経済理論』

第 46 巻第 3 号，経済理論学会． 

《英文》 

・ Sasaki, H.（2007）“The Rise of Service Employment and its Impact on Aggregate Productivity Growth,”

Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 18, No. 4, pp. 438-459. 

・ Sasaki, H.（2008）“Classical Biased Technical Change Approach and its Relevance to Reality,”

International Review of Applied Economics, Vol. 22, No.1, pp. 77-91. 

・ Sasaki, H.（2008）“International Trade and Industrialization with Capital Accumulation and Skill 
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Acquisition,” The Manchester School, Vol. 76, No. 4, pp. 464-486. 

・ Sasaki, H.（2008）“Rate of Profit and Disproportionate Productivity Growth under a Constant Profit 

Share,” Evolutionary and Institutional Economics Review, Vol. 4, No.2, pp. 301-312. 

・ Sasaki, H.（2009）“North-South Ricardian Trade and Growth under the Balance of Payments Constraint,”

Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 31, No. 2, pp. 299-324. 

・ Sasaki, H.（2010）“Endogenous Technological Change, Income Distribution, and Unemployment with

Inter-Class Conflict,” Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 21, No. 2, pp. 123-134. 

【ディスカッション・ペーパー】 

・  Sasaki, H. （ 2007 ） “Endogenous Technical Change in a Kaleckian Model of Growth with 

Conflicting-Claims Inflation” Tohoku Economics Research Group Discussion Papers, No. 214. 

・ Sasaki, H.（2007）“International Trade and Industrialization with Capital Accumulation and Skill 

Acquisition” Tohoku Economics Research Group Discussion Papers, No. 215. 

・ Sasaki, H.（2007）“Deindustrialization, the Equilibrium Exchange Rate, and the Real Exchange Rate”

Tohoku Economics Research Group Discussion Papers, No. 216. 

・ Sasaki, H.（2008） “Endogenous Technological Change and Distribution with Inter-Class Conflict: A 

Kaleckian Model of Growth” Tohoku Economics Research Group Discussion Papers, No. 237. 

・ Sasaki, H.（2008） “North-South Asymmetry in Returns to Scale, Uneven Development, and the

Population Puzzle” Tohoku Economics Research Group Discussion Papers, No. 238. 

・ Sasaki, H.（2009）“Endogenous Technological Change, Income Distribution, and Unemployment with 

Inter-Class Conflict” Tohoku Economics Research Group Discussion Papers, No. 245. 

・ Sasaki, H.（2009）“Cyclical Growth in a Goodwin-Kalecki-Marx Model” Tohoku Economics Research 

Group Discussion Papers, No. 246. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

・佐々木 啓明「脱工業化、均衡為替相場、実質為替相場」日本国際経済学会関東支部大会（場

所：東北大学）2007 年 7 月 21 日． 

・佐々木 啓明 “Endogenous Technical Change in a Kaleckian Model of Growth with Conflicting-Claims 

Inflation” ポスト・ケインズ派経済学研究会（場所：二松学舎大学）2007 年 12 月 8 日．  

・佐々木 啓明 “North-South Ricardian Trade and Growth under the Balance of Payments Constraint” 立

命館大学経済学部でのセミナー（場所：立命館大学）2008 年 5 月 20 日． 

・佐々木 啓明 「マルクス的技術変化と所得分配および失業」 

ポスト・ケインズ派経済学研究会（場所：二松学舎大学）2008 年 12 月 13 日．  

・佐々木 啓明 「カレツキアン・モデルにおける循環的成長――産業予備軍創出効果の導入――」

ポスト・ケインズ派経済学研究会（場所：二松学舎大学）2009 年 6 月 27 日． 

・佐々木 啓明「グッドウィン=カレツキ=マルクス・モデルにおける循環的成長」 

中央大学経済研究所・非線形経済理論研究会（場所：中央大学）2009 年 8 月 7 日． 

・佐々木 啓明 “Conflict, Growth, Distribution, and Employment: A Long-Run Kaleckian Model” 制度
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的経済動学研究会（場所：京都大学）2009 年 12 月 24 日．  

・佐々木 啓明 “Conflict, Growth, Distribution, and Employment: A Long-Run Kaleckian Model” The 

2nd One Day Workshop on Analytical Political Economy in Japan（場所：一橋大学経済研究所）2010

年 1 月 23 日． 

・佐々木 啓明 “Trade, Non-Scale Growth, and Uneven Development” 東北経済学研究会（場所：東

北文化学園大学）2010 年 2 月 26 日． 

(4) 受賞 

2008 年 3 月 財団法人経和会記念財団優秀論文賞受賞 

受賞論文：Sasaki, H.（2007）“The Rise of Service Employment and its Impact on Aggregate Productivity 

Growth,” Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 18, No. 4, pp. 438-459. 

(5) 外部資金 

科学研究費補助金 若手研究（B）課題番号：21730182「南北間の非対称性が両国の発展経路に

与える影響：人口パズルの理論的解明」（2009-2010 年度）1,000 千円． 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  神事
じ ん じ

 直人
な お と

 

2．所属講座  比較制度・政策講座 

3. 終学歴 2001 年 5 月 University of British Columbia 

4. 終学位 2001 年 5 月 Ph.D. in Economics、University of British Columbia 

5. 所属学会 American Economic Association、 
Association of Environmental and Resource Economists、 
Canadian Economics Association、Econometric Society、IEFS Japan、 
Royal Economic Society、日本経済学会、日本国際経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2009 年度 

学部   国際経済学（前期） 

大学院  国際貿易論Ａ（前期）、国際貿易論Ｂ（後期） 

全学共通 経済英語Ｂ（後期） 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度 

・ 博士前期課程 副指導教員 １名、博士後期課程 副指導教員 １名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

・ 貿易と環境／貿易と再生可能資源 

・ 知的財産権の保護、技術のスピルオーバーと貿易 

・ 表示と貿易 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

【分担執筆】 

・ 「合理的な個人が形成する社会は地球温暖化問題を解決できるか？―社会的ジレンマと合理的選

択―」．土場学・篠木幹子（編著）『個人と社会の相克』（ミネルヴァ書房）pp. 19-52, 2008 年 3 月．

・ 「SPS 協定の経済学的意義」．山下一仁（編著）『食の安全と貿易―WTO・SPS 協定の法と経済分

析』（日本評論社）pp. 231-256, 2008 年 4 月． 

・ 山岡龍一・齋籐純一（編著）『公共哲学』（放送大学教育振興会）2010 年 3 月．6 章・13 章・14

章を担当． 
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• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

【査読付き論文】 

・ “Tariff Revenue Competition in a Free Trade Area: The Case of Asymmetric Large Countries.” (with Taiji 

Furusawa) Review of Development Economics, Vol. 11 No. 2, pp. 300-312, May 2007. 

・ “International Trade and Renewable Resources under Asymmetries of Resource Abundance and Resource 

Management.” Environmental and Resource Economics, Vol. 37 No. 4, pp. 621-642, August 2007. 

・ “Quality Differentiation, Welfare, and the Mode of Competition in a Vertically Differentiated Product 

Market: A Note.” (with Tsuyoshi Toshimitsu) Japanese Economic Review, Vol. 58 No. 3, pp. 407-416, 

September 2007. 

・ “A Note on Strategic Trade Policy and Endogenous Quality Choice.” (with Tsuyoshi Toshimitsu) Review of 

International Economics, Vol. 16 No. 1, pp. 173-185, February 2008. 

・ “Patent Citations, Technology Diffusion, and International Trade: Evidence from Asian Countries.” (with 

Shoji Haruna and Xingyuan Zhang) Journal of Economics and Finance, forthcoming (DOI 

10.1007/s12197-009-9078-2). 

・ “Is the Development of Agro-Processing Industry Pro-Poor? The Case of Thailand.” (with Michio 

Watanabe and Mitsuyo Kurihara) Journal of Asian Economics, Vol 20 No. 4, pp. 443-455, September 2009.

・ “Factor Market Monopsony and International Duopoly.” Journal of International Trade & Economic 

Development, forthcoming. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

・ “Illegal Extractions of Renewable Resources and International Trade with Costly Enforcement of 

Property Rights.” （The 3rd Annual meeting of Asia Pacific Trade Seminars (APTS)，上海財経大学，

2007 年 7 月 7～8 日）【国際コンファレンス】 

・ “Illegal Extractions of Renewable Resources and Trade.” （The 9th Annual Conference of European 

Trade Study Group (ETSG) at the Athens University of Economics and Business, Athens, Greece, 2007 年

9 月 13～15 日）【国際コンファレンス】 

・ “Illegal Extractions of Renewable Resources and Trade.” （日本経済学会 2007 年度秋季大会, 日本

大学, 2007 年 9 月 23～24 日） 

・ “Illegal Extractions of Renewable Resources and Trade.” （The 42nd Annual Meetings of the Canadian 

Economics Association at the University of British Columbia, Vancouver, Canada, 2008 年 6 月 6～8 日）

【国際学会】 

・ “Strategic R&D Policy in a Quality-Differentiated Industry with More than Two Exporting Countries.”

(The Fall 2009 Meeting of Midwest International Economics Group at the Pennsylvania State University, 

State College, PA, USA，2009 年 10 月 30～11 月 1 日）【国際コンファレンス】 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

【科学研究費補助金：研究代表者】 
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・ 「GATT/WTO体制における環境及び労働の問題に関する研究」若手研究 (B)，課題番号：18730168，

2006 年度～2008 年度，直接経費 340 万円． 

・ 「再生可能天然資源の保全と国際貿易に関する研究」基盤研究(C)，課題番号：21530221，2009

年度～2011 年度，直接経費 350 万円． 

【科学研究費補助金：研究分担者】 

・ 「日中韓三国間の技術スピルオーバーと企業・産業の生産性に関する理論・実証研究」基盤研究

(B)，研究代表者：春名章二（岡山大学），課題番号：19330052，2007 年度～2009 年度． 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

・ 教科委員 2009 年 10 月 1 日～2010 年 9 月 30 日 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  竹澤
たけざわ

 祐
ひろ

丈
ゆき

 

2．所属講座  歴史・思想分析講座 

3. 終学歴 2001 年 3 月 京都大学経済学研究科博士後期課程（研究指導認定退学） 

4. 終学位 1998 年 3 月 経済学修士 

5. 所属学会 経済学史学会（2000-）、社会思想史学会（1995-）、日本イギリス哲学会（1997-）、
政治思想学会（2001-）、史学会（1995-）、 

North American Conference on British Studies（2005-）、 
International Society for Intellectual History (2007-) 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度 
 学部   アカデミック・ライティング入門、思想史の方法と対象、経済史・思想史入門 
 大学院  社会思想史Ａ・Ｂ 
 全学共通 経済英語 
2008 年度 
 学部   アカデミック・ライティング入門、社会思想史、経済史・思想史入門 
 大学院  社会思想史 A・B 
 全学共通 ポケットゼミ 
2009 年度 
 学部   思想史の方法と対象、入門演習 
 大学院  比較社会思想史 A・B 
 全学共通 経済英語 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 
2008 年度 
学部：3 回生 3 名、4 回生 2 名、他ゼミ所属の 4 回生 2 名（卒業論文指導を含む） 

 大学院：博士後期課程 1 年 2 名、博士後期課程 2 年 1 名 
2009 年度 
 学部：2 回生 1 名、4 回生 4 名、研究生 2 名 
 大学院：博士後期課程 2 年 2 名、博士後期課程 3 年 1 名 

(3) 教材の開発 
 「アカデミック・ライティング入門」用レジュメ合計 57 頁（2006、2007、2008 年度） 
 「思想史の方法と対象」用レジュメ合計 86 頁（2007、2009 年度） 
 「社会思想史」用レジュメ合計 103 頁（2006、2008 年度） 
 「経済史・思想史入門」用レジュメ 24 頁（2006、2007、2008 年度） 
 「入門演習」用レジュメ 51 頁（2009 年度） 

(4) その他の教育活動・教育支援 
2007 年度 
 スペイン・サラマンカ学派に関する読書会（週 1 回合計 50 回、学部生 2 名対象） 
 アリストテレス『政治学』に関する読書会（合計 6 回、大学院生 8 名対象） 
 日本学術振興会特別研究員申請書に関する検討会（合計 5 回、大学院生 5 名対象） 
 経済史・思想史入門の復習ワークショップ（学部生 2 名対象） 
2008 年度 
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 イスラム思想に関する読書会（週 1 回合計 45 回、学部生 2 名対象） 
 経済史・思想史入門の復習ワークショップ（学部生 2 名対象） 
 アリストテレス『政治学』に関するワークショップ（合計 6 回、大学院生 8 名対象） 
2009 年度 
 日本学術振興会特別研究員申請書に関する検討会（合計 3 回、大学院生 3 名対象） 
 アリストテレス『政治学』に関するワークショップ（合計 6 回、大学院生 7 名対象） 
 入門演習専用ランチ・タイム・トークの開催（合計 8 回、学部生 10 名程度の参加） 
 J.G.A.ポーコックの思想史方法論に関する文献講読ワークショップ（合計 8 回、大学院生 2 名対象）

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

英国共和主義思想と経済学の成立問題との関係分析 

近世英蘭関係思想史 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
（紀要論文） 
・「マーチャモント・ニーダムの共和政論の決疑論的性格」、『経済論叢』、第 182 巻 5・6 号（2010 年）、

1－31 頁。 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 
（書評） 
・「書評：小野功生・大西晴樹編『帝国化するイギリス─17 世紀の商業社会と文化の諸相』（彩流社、

2006 年）」、『イギリス哲学研究』、第 30 号（2007 年）、133-135 頁。 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
・ 「ジェームス・ハリントンにとっての属州とはどこのことか？」、日本イギリス哲学会 第 30 回研

究大会、個人研究報告、京都、2007 年。 
・ 「ジェームス・ハリントンの Agrarian Laｗ」、日本イギリス哲学会 関西部会、京都、2007 年 
・ 招待講演「小講演：自学自習の伝統とライティング教育の試み」、第 14 回大学教育研究フォーラム

（京都大学）、2008 年。 
・ 「コメント：COE Workshop on Sustainability における T.C. Smout 教授の基調講演を巡って」、京都大

学 21 世紀 COE プログラム「先端経済分析のインターフェイス拠点の形成」、京都、2008 年。 

・ 「共和主義思想における徳論：マーチャモント・ニーダムを中心に」、日本イギリス哲学会 関西部

会、京都、2008 年。 

・「コメント：経済学史学会における古家弘幸氏の発表をめぐって」、経済学史学会、東京、2009 年。

・「英国共和主義思想と宗教性─J・ハリントンを事例に─」、日本イギリス哲学会 関西部会、京都、

2009 年。 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
2006-2007 年度  

科学研究費補助金・若手研究Ｂ：「十七世紀英国共和主義思想と封建社会論：ジェームス・ハリン

トンのプロパティ概念再考」、研究代表者、課題番号 18730138。 
2008-2010 年度  

科学研究費補助金・基盤研究Ｃ：「十七世紀英国共和主義思想と宗教性：ジェームス・ハリントン

を中心に─」、研究代表者、課題番号 20530168。 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 



 235

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 
留学生室 運営委員（2006 年 3 月～2008 年 3 月） 
論文入試検討委員会 委員（2007 年 4 月～） 
同窓会学内企画委員会 委員（2007 年 4 月～2009 年 3 月） 
図書委員会 委員（2008 年 4 月～2010 年 3 月） 
施設運営委員会 委員（2008 年 10 月～2010 年 3 月） 
学部図書室耐震改修工事 WG メンバー（2008 年 11 月～） 
FD 委員会 学部教育改善 WG メンバー（2009 年 4 月～） 

(2) 全学における委員・組織運営 

  広報委員会（2009 年 4 月～） 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 
  連合王国 セント・アンドリューズ大学 T.C. Smout 教授（1997 年～） 

連合王国 エディンバラ大学 H.T. Dickinson 教授、F.D. Dow 博士（1998 年～） 
連合王国 ケンブリッジ大学 J. Dunn 教授（1999 年～） 
アメリカ合衆国 ピッツバーク大学 J.H. Scott 教授（1999 年～） 
連合王国 英国議会史財団 J. Peacy 博士（1999 年～） 
イタリア シエナ大学 T. Barreta 博士（1999 年～） 
フィンランド ヘルシンキ大学 M. Peltonen 教授（2001 年～） 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

『京都大学新聞』からのインタヴューへの応対 
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1．氏  名
ふ り が な

  敦賀
つ る が

 貴之
たかゆき

 

2．所属講座  市場動態分析講座 

3. 終学歴  2005 年 6 月 オハイオ州立大学 

4. 終学位 2005 年 6 月 オハイオ州立大学経済学博士 

5. 所属学会 American Economic Association、Econometric Society、日本経済学会、 

日本金融学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 価格粘着性と金融政策（日本銀行・須藤直氏との共同研究） 

 価格粘着性と実質為替レート（ヴァンダービルト大学 Mario J. Crucini, 新谷元嗣氏、Temple 大

学 Hakan Yulmazkuday 氏との共同研究） 

(2) 主要業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

英文・査読付き論文 

1. Tsuruga, T. (2007) “The hump-shaped behavior of inflation and a dynamic externality,” European 

Economic Review, 51(5), pp. 1107-1125. 

2. Dupor B., T. Kitamura, and T. Tsuruga (2008) “Integrating sticky prices and sticky information,”

Review of Economics and Statistics, forthcoming 

3. Crucini, M. J., M. Shintani, and T. Tsuruga (2010) “Accounting for persistence and volatility of 

good-level real exchange rates: the role of sticky information,” Journal of International Economics, 

81(1), pp.48-60. 

4. Crucini, M. J., M. Shintani and T. Tsuruga (2010) “The law of one price without the border: the role of 

distance versus sticky prices,” Economic Journal, 120, pp. 462-480. 

英文・その他の学術論文 

1. Crucini, M. J., M. Shintani and T. Tsuruga (2008) "A comment on sticky prices and sectoral real 
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exchange rates: the impact of different pricing assumptions," Economic Society of Kansai University, 

Working Paper Series, F-29. 

2. Kato R. and T. Tsuruga (2009) "Flattened Phillips curve in Japan: the role of speed limit policies," 

Economic Society of Kansai University, Working Paper Series, F-35. 

和文・その他の学術論文 

1. 敦賀貴之・武藤一郎(2008)「ニューケインジアン・フィリップス曲線に関する実証研究の動向

について」 『金融研究』第 27 号 2 巻、 pp. 65-100 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記)  

1. Takayuki Tsuruga （2007 年 4 月） "Integrating sticky prices and sticky information," （報告論題

"Do sticky prices need to be replaced with sticky information?"） Royal Economic Society Annual 

Meeting, ウォーリック大学、英国（国際学会） 

2. Takayuki Tsuruga（2007 年 6 月） "Integrating sticky prices and sticky information," （報告論題"Do 

sticky prices need to be replaced with sticky information?"）  North American Meeting of 

Econometric Society, デューク大学、米国（国際学会） 

3. 敦賀貴之（2007年 11月）"Accounting for persistence and volatility of good-level real exchange rates: 

the role of sticky information," 第 9 回マクロコンファレンス、慶応大学 

4. Takayuki Tsuruga（2008 年 5 月）"Accounting for persistence and volatility of good-level real 

exchange rates: the role of sticky information," 2008 Midwest Macro Meeting, ペンシルバニア大

学、米国（国際学会） 

5. 敦賀貴之（2008 年 5 月）"Integrating sticky prices and sticky information," 日本経済学会、東北

大学 

6. Takayuki Tsuruga （2008 年 7 月）"Accounting for persistence and volatility of good-level real 

exchange rates: the role of sticky information," Far Eastern and South Asian Meeting of Econometric 

Society, シンガポール・マネージメント大学、シンガポール（国際学会） 

7. 敦賀貴之（2008 年 7 月）"A comment on sticky prices and sectoral real exchange rates: the impact of 

different pricing assumptions," 関西大学経済学会研究大会、関西大学 

8. 敦賀貴之（2008 年 9 月）"Accounting for persistence and volatility of good-level real exchange rates: 

the role of sticky information," 日本経済学会、近畿大学 

9. 敦賀貴之（2008 年 11 月）"Law of one price without the border: the role of distance versus sticky 

prices,"日本金融学会・関西部会、関西大学 

10. 敦賀貴之（2009 年 2 月）"Accounting for persistence and volatility of good-level real exchange rates: 

the role of sticky information," 第 1 回冬季マクロ経済研究会、一橋大学 GCOE 主催 

11. Takayuki Tsuruga（2009 年 4 月）"Law of one price without the border: the role of distance versus 

sticky prices," Royal Economic Society Annual Meeting, サリー大学、英国（国際学会） 

12. 敦賀貴之(2009 年 6 月）"Law of one price without the border: the role of distance versus sticky 

prices," 第 3 回マクロ経済研究会、内閣府経済社会総合研究所 
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(4) 受賞 

(5) 外部資金 

1. 科学研究費補助金 若手研究【スタートアップ】課題番号 20830121 「価格粘着性のミクロ

的基礎とそのマクロ経済学的含意」（2008 年度～2009 年度）、3,120 千円 

2. 村田学術振興財団 研究者海外派遣援助、「個別財の価格変更のハザード関数はなぜ右下がり

か？」（2008 年 8 月）、400 千円 

3. 科学研究費補助金 基盤研究(A) 課題番号 21243027「グローバル経済におけるバブルと金

融危機に関する研究：理論と実証（研究分担者）」(2009 年度～2011 年度) 研究分担者配分

金 920 千円 

4. 科学研究費補助金 若手研究(B) 課題番号 22730176「実質為替レートとインフレに関する

研究：財レベルの価格粘着性からのアプローチ」(2010 年度～2011 年度) 1,300 千円 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

1. Research Associate, Centers of International Price Research, ヴァンダービルト大学 米国、2009

年 9 月～現在 

(7) その他の研究活動・研究支援 

特になし 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

カナダ中央銀行 客員（2008 年 8 月 1 日～8 月 29 日）  

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  久野
ひ さ の

 秀二
しゅうじ

 

2．所属講座 比較制度・政策講座 

3. 終学歴 1995 年 6 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程中退 

4. 終学位  2001 年 9 月 北海道大学農学博士 

5. 所属講座  International Sociology Association: RC40、Rural Sociology Society、  
European Society of Agriculture and Food Ethics、日本農業経済学会、 

日本農業市場学会、政治経済・経済史学会、農業問題研究学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
 2007 年度 

  学部    現代経済事情 

大学院   国際農業分析、社会経済学古典研究 A 

全学共通  経済英語 A・B 

公共政策大学院  農業政策論 

2008 年度 

学部    農業経済論、国際農政論 

大学院   国際農業分析、社会経済学古典研究 2 

 2009 年度 

  学部    現代経済事情、農業経済論 

  大学院   国際農業分析、政策論基礎、フィールド調査（東アジアコース） 

  公共政策大学院  農業政策論 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年度 学部 3回生 2名、4回生 3名、オブザーバー2名、大学院修士 2名、博士 13 名（同上、

うち実質的指導は修士 1名、博士 5名） 

2008 年度 学部 2回生 4名、3回生 3名、4回生 2名、大学院修士 2名、博士 13 名 

2009 年度 学部 2回生 5名、3回生 4名、4回生 2名、大学院修士 1名、博士 10 名、研究生 2名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

2006～2009 年：京都大学経済学研究科 JICA 博士特別コース留学生 1名受け入れ 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 
農業・食料の政治経済学、農業バイオテクノロジーの政治経済学、多国籍アグリビジネス論 

(2) 業績 
• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
 [編著] 
− Ruivenkamp G., Hisano S., and Jongerden J., eds. (2008) Reconstructing Biotechnologies: Critical Social 

Analyses. Wageningen Academic Publishers. 
[分担執筆] 
− Hisano S. and Altoé S. M. ‘Brazilian Farmers at a Crossroads: Biotech Industrialization of Agriculture or 

New Alternetives for Family Farmers?’ Pp.243-265 in Otero G. ed., Food for the Few: Neoliberal 
Globalism and Agricultural Biotechnology in Latin America. University of Texas Press, 2008. 
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− Hisano S. ‘Ethicisation of Biotechnology Research, Politicisation of Biotechnology Ethics’. Pp.165-182 in 
Ruivenkamp G., Hisano S., and Jongerden J., eds. Reconstructing Biotechnologies: Critical Social 
Analyses. Wageningen Academic Publishers, 2008. 

− 久野秀二「多国籍アグリビジネスの事業展開と農業・食料包摂の今日的構造」、81-127 頁、農業問

題研究学会編『グローバル資本主義と農業』筑波書房、2008 年 
• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
[査読付き] 
− Sekine K., Boutonnet J.P., and Hisano S., 'Emerging "Standard Complex" and Corporate Social 

Responsibility of Agro-food Businesses: A case study of Dole Food Company'. The Kyoto Economic 
Review 77(1): 67-77, June 2008. 

− Sekine K. and Hisano S., ‘Agribusiness Involvement in Local Agriculture as a "White Knight"? A case 
study of Dole Japan's fresh vegetable business’. International Journal of Sociology of Agriculture and 
Food, 16(2): 70-89, October 2009. 

− Msuya E., Hisano S. and Nariu T. ‘An Investigation into Commerialization Constraints Facing Smallholder 
Farmers in Tanzania’. Journal of Rural Economics, Special Issue 2009: 551-558, December 2009. 

[その他学術雑誌] 
− オーラ・フラーテン、久野秀二「ノルウェー－将来危機に備える食料輸入国の食料安全保障政

策」『農業と経済』第 73 巻 8 号：129-136 頁、2007 年 8 月 
− 久野秀二「遺伝子組換え技術はどこへ向かうか」『農業と経済』第 73 巻 14 号：5-19 頁、2007 年

12 月 
− 久野秀二「書評論文－藤岡典夫・立川雅司編『GMO－グローバル化する生産とその規制』」『農

業問題研究』第 60 号：37-41 頁、2007 年 6 月 
− 久野秀二「多国籍アグリビジネスの再編と強まる農業・食料支配」『経済』第 140 号：31-44 頁、

2007 年 5 月 
− 久野秀二「バイオ燃料ブームの政治経済学－グリーンはどこまでクリーンか」『農業・農協問題

研究』第 38 号：16-27 頁、2008 年 2 月 
− 久野秀二「多国籍アグリビジネスと CSR－社会・環境基準の導入と普及をめぐる問題点」『農

業と経済』第 74 巻 7 号：15-28 頁、2008 年 7 月 
− 久野秀二「食料サミットと国際機関の対応」『農業と経済』第 74 巻 14 号：5-18 頁、2008 年 12 月

− 久野秀二「関係主体のネットワーク化を志向する有機農業の展開－オランダの事例から」『農業

と経済』第 75 巻 3 号：40-47 頁、2009 年 3 月 
− 久野秀二「食糧危機および金融危機下における多国籍アグリビジネスの経営状況」『農業・農協問

題研究』第 41 号：17-27 頁、2009 年 5 月 
− 久野秀二「国連『食料への権利』報告と求められる農政改革」『農業と経済』第 75 巻 6 号：37-48

頁、2009 年 6 月 
− 久野秀二「フードポリティクスを見据えた市民社会組織の新たな挑戦－オランダを中心に」『農

業と経済』第 76 巻 4 号：124-134 頁、2010 年 4 月 
• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 
− 久野秀二「いまどきの農業・食料事情に直言する」『くらしと自治・京都』337 号：6-7 頁、2008

年 5 月 
− 久野秀二「遺伝子組換え技術はなぜ受け入れられないのか－事実解きほぐし選択肢を検証する

社会的作業が前提」『ニューカントリー』652 号：14-17 頁、2008 年 7 月 
− 久野秀二「日本の食と農を考える」『ねっとわーく京都』235 号：37-41 頁、 2008 年 8 月 
− 久野秀二「食料価格高騰と国際社会の対応」『中酪情報』519 号：3-5 頁、2009 年 1 月 
− 久野秀二「国連『食料への権利』論と国際人権レジームの可能性」『信州自治研』2010 年 2 月号、

20-24 頁、2010 年 2 月 
(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
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[国際学会] 
- Sekine K. and Hisano S., ‘Can Agribusiness Intervention Help Japanese Farmers Out of the Crumbling 

Rural Economy? A Case Study of Dole Japan's Fresh Vegetable Business’. 22nd Conference of European 
Society for Rural Sociology, Wageningen: The Netherlands, 19-24 August 2007. 

- Ikejima Y. and Hisano S., ‘Rediscovering Locality? A case of traditional vegetables in Kyoto’. 1st

International Conference of Tailoring Biotechnologies: Reconstructing Agro-biotechnologies for 
Development?, Kyoto: Japan, 3-5 November 2007. 

- Hisano S., ‘Ethicisation of Biotechnology Research, Politicisation of Biotechnology Ethics’. 1st

International Conference of Tailoring Biotechnologies: Reconstructing Agro-biotechnologies for 
Development?, Kyoto: Japan, 3-5 November 2007. 

- Sekine K., Boutonnet J. P., and Hisano S., 'Emerging "Standard Complex" and Corporate Social 
Responsibility of Agro-food Businesses: A case study of Dole Food Company'. 3rd Fair Trade 
International Symposium, Montpellier: France, 15 May 2008. 

- Hisano S., ‘Actuality and Potentiality of Ethical Reflections for Reconstruction of Technology’. 4th CSG 
and ERSC Conference Genomics and Society: Setting the Agenda, Amsterdam: NL, 17-18 April 2008. 

- Msuya E. E., Hisano S., and Nariu T., 'Explaining Productivity Variation among Smallholder Maize 
Farmers in Tanzania', 12th World Congress of Rural Sociology, Goyang: Korea, 6-11 July 2008.  

- Ni Hui and Hisano S., 'Development of Contract Farming in Chinese Sericulture and Silk Industry', 12th

World Congress of Rural Sociology, Goyang: Korea, 6-11 July 2008.  
- Ikejima Y. and Hisano S., 'Commodification of Local Resource and its Paradox: A case of traditional 

vegetables in Kyoto', 12th World Congress of Rural Sociology, Goyang: Korea, 6-11 July 2008.  
[国内学会] 
- Msuya E. E., Hisano S., and Nariu T., 'An Investigation into Agricultural Commercialization Constraints 

facing Smallholder Farmers in Tanzania'. 2009 Annual Meeting of the Agricultural Economics Society of 
Japan, Tsukuba, 28-30 March 2009.  

(4) 受賞 
(5) 外部資金 
- 2005-2007 年度：農業市場の制度問題と分析モデルに関する統合的研究（科学研究費補助金・基盤

研究(B)、研究代表者＝岩手大学大学院連合農学研究科・玉真之介教授、研究分担＝農産物市場と

多国籍企業の制度問題） 
- 2007 年度：Tailoring Biotechnologies 京都会議 2007：農業開発に向けたバイオテクノロジーの再構

築を考える（財団法人京都大学教育研究振興財団・学術研究活動推進助成） 
- 2006-2008 年度：バイオテクノロジー・ガバナンスにおける専門知の学際化に関する国際比較研究

（科学研究費補助金・若手研究(A)、研究代表者：久野秀二） 
(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

 [国内] 
- 2005 年度～：北海道大学農学研究科 
- 2009 年度～：社会技術開発事業「科学技術と社会の相互作用－アクターの協働による双方向的

リスクコミュニケーションのモデル化研究」（拠点：北海道大学大学院農学研究員）アドバイザリ

ーボード 
 [国外] 
- 2005 年度～：オランダ Wageningen 大学 Network for Tailoring Biotechnologies and Genomics（編集委

員）、同大学社会科学部 Critical Technology Construction 部門および Technology and Agrarian 
Development 部門（研究交流協定交渉中） 

- 2007 年度～：ノルウェーNorwegian Agricultural Economics Research Institute: NILF（共同執筆） 
- 2007 年度～：フランス INRA-Montpellier, UMR Innovation（研究交流協定交渉  2009.2 締結） 
- 2008 年度～：International Conference on Innovation & Sustainable Development in Agriculture and Food 

(to be held on June 28 to July 1, 2010, Montpellier, France) 企画運営委員 
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(7) その他の研究活動・研究支援 

- 2007 年度：国際研究集会 Tailoring Biotechnologies Kyoto 2007: Tailoring Biotechnologies for 
Development? を 11 月に主催（財団法人京都大学教育研究振興財団・学術研究活動推進助成） 

- 2009 年度～：バイオマス産業社会ネットワーク／地球・人間環境フォーラム／FoE Japan「バイオ

マス資源の持続可能性に関する委員会」専門委員 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 
− 2007 年度：経済学会委員会、図書委員会、同窓会学内企画委員会、論文入試検討委員会、大学

院シラバス改訂 WG 
− 2008 年度：図書委員会、同窓会学内企画委員会、論文入試検討委員会、FD 委員会教員評価 WG
− 2009 年度：同窓会学内企画委員会、FD 委員会教員評価 WG、東アジアコース運営委員会副主任

(2) 全学における委員・組織運営 
− 2007 年度：ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理委員会、組換え DNA 実験安全委員会 
− 2008 年度：ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理委員会、組換え DNA 実験安全委員会 
− 2009 年度：ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理委員会、組換え DNA 実験安全委員会 

(3) 学会活動 
(4) 国際交流活動 
- 2005 年度～：オランダ Wageningen 大学 Network for Tailoring Biotechnologies and Genomics 科学諮問

委員・編集委員 
- 2006 年度～：京都大学経済学研究科 JICA 博士特別コース留学生受け入れ 
- 国際研究集会 Tailoring Biotechnologies Kyoto 2007: Tailoring Biotechnologies for Development? を主

催（財団法人京都大学教育研究振興財団・学術研究活動推進助成、2007 年 11 月） 
- フランス INRA-Montpellier, UMR Innovation と研究交流協定を締結（2009 年 2 月）  交流協定に

基づく研究者招聘（2010 年 3 月） 
- フランス Agropolis International と学術交流協定締結交渉（2009 年 10 月～） 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 
- 2007 年～『農業と経済』編集委員 
- 2009 年度～：バイオマス産業社会ネットワーク／地球・人間環境フォーラム／FoE Japan「バイオ

マス資源の持続可能性に関する委員会」専門委員 
(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
- 倫理的省察は科学と社会を架橋しうるか：農業バイオテクノロジーの場合（大阪大学 CSCD サイ

エンスカフェ@オレンジショップ）、2008.6.4：大阪大学豊中キャンパス 
- 日本の農業と食料を考える（大学生協京都事業連：食の安定・安全・安心を考えるシンポジウム）

2008.6.14：京都大学 
- 食料危機に直面する世界と日本（芦屋市公民館連続講座）、2008.8.23：芦屋市 
- 世界の食料危機と打開の方向（農業・農協問題研究所）、2008.8.30：東京 
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1．氏  名
ふ り が な

 松井
ま つ い

 啓之
ひろゆき

 

2．所属講座  ビジネス科学講座 

3. 終学歴  1998 年 月 東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了 

4. 終学位 1998 年 月 東京工業大学工学博士 

5. 所属学会  日本計画行政学会、日本社会情報学会（旧・日本都市情報学会）、 
 日本シミュレーション＆ゲーミング学会、 
日本オペレーションズ・リサーチ学会 
社会・経済システム学会、進化経済学会 
国際プログラム＆プロジェクトマネジメント学会（IAP2M） 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 
2007 年度 

 学部  経営情報論、意思決定論、計画理論、演習 

 大学院 組織情報通信システム論Ａ・Ｂ、マネジメント数学 

 経営管理大学院  情報システム・オペレーションズ、事業創再生ワークショップ I・II、  

          関連基礎ワークショップ、関連応用ワークショップ 

 公共政策大学院  行政における情報化 

 情報学研究科   情報システム分析論 

2008 年度 

 学部  経営情報論、意思決定論、演習 

 大学院 情報処理論Ａ・Ｂ 

 経営管理大学院  情報システム・オペレーションズ、統計分析、サービスモデル活用論 

 事業創再生ワークショップ I・II 、関連基礎ワークショップ、 

 関連応用ワークショップ 

 公共政策大学院  基礎統計学 

 情報学研究科   情報システム分析論 

2009 年度 

 学部  経営情報論、意思決定論、計画理論、演習 

 大学院 情報処理論Ａ・Ｂ、組織情報通信システム論Ａ・Ｂ 

 経営管理大学院  情報システム・オペレーションズ、統計分析、サービスモデル活用論 

 事業創再生ワークショップ I・II  

 公共政策大学院  基礎統計学、行政における情報化 

 情報学研究科   情報システム分析論 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

(2) 業績 
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• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

【分担執筆】 
1. Y.Shiozawa, Y.Nakajima, H.Matsui, Y.Koyama, K.Taniguchi, F.Hashimoto, Artificial Market Experiments 

with the U-Mart System, Springer-Verlag Tokyo Inc.,2008，161ページ（Chap.2 How to Use the U-Mart 
System Network Edition, P.23-48を担当） 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
1. 出口弘，榊俊吾，松井啓之，高島史郎，公的サービス領域での情報システム開発の問題 : 社会的

アーキテクチャデザインのためのシステム方法論，Journal of International Association of Project 
& Program Management，2(1)，1－8，2007 

2. 喜多一，森幹彦，辻高明，松井啓之，大橋俊夫，ものづくりにおける消費者参加の諸モデル，Journal 
of International Association of Project & Program Management，3(1)， 83－91，2008 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 
1. 松井啓之，システムの解析と設計：発想法，計測と制御，Vol.46，No.4，292－297，2007 
2. 松井啓之，仮想先物市場U-Martにおけるゲーミング教育，『秋田大学「特色ある大学教育支援プロ

グラム」ゲーミング・シミュレーション型授業の構築－社会的実践力を培う体験的学習プロジ

ェクト－平成19年度報告書』，47－53，2008 
3. 科学の知プロジェクト（情報学専門部会），『日本人が身に付ける科学技術の基礎的素養に関する

調査研究 21世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生きるための智～プロジェクト 情報学専

門部会報告書』，2008，95ページ 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
1. 松井啓之、シンポジウム「ゲーミング・シミュレーションにおける体験や学習をどう評価するの

か」，日本シミュレーション＆ゲーミング学会2007年度周期全国大会，2007 
2. 喜多一，森幹彦，辻高明，松井啓之，大橋俊夫，ものづくりにおける消費者参加の諸モデル，国

際P2M学会研究発表大会予稿集 2008(春季), 108-117, 2008 
3. 喜多一，出口弘，松井啓之，大橋俊夫，地方工業集積の課題と創造型産業の模索，社会・経済シ

ステム学会 第28回大会，2009 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 
・U-Mart プロジェクト（http://www.u-mart.org/） 

・21 世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生きるための智～プロジェクト

（http://www.science-for-all.jp/index.html）情報学専門部会 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

(2) 全学における委員・組織運営 
・学術情報システム整備委員（2002 年度～） 

・学術情報システム整備委員会学術専門委員（2002 年度～） 

・教務事務電算管理運営委員（2002 年度～） 

・スペース・コラボレーション・システム事業委員（2002 年度～） 

(3) 学会活動 
・日本シミュレーション＆ゲーミング学会（2001 年 4 月より理事、2003 年 4月より副会長） 

(4) 国際交流活動 
・ISAGA2003（International Simulation and Gaming Association） 
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第４３回大会 組織委員会委員（会場担当） 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

<2007 年度> 

朝日大学（大学院経営情報学研究科）意思決定支援システム特論Ⅰ、Ⅱ 

鳥取大学（工学部知能情報工学科） 特別講義Ⅰ 

宇都宮地域情報化推進専門会議委員 

国立教育政策研究所 科学技術振興調整費プロジェクトに係る専門部会委員 

<2008 年度> 

朝日大学（大学院経営情報学研究科）意思決定支援システム特論Ⅰ、Ⅱ 

東京工業大学（大学院総合理工学研究科） U-Mart シミュレーション演習 

宇都宮地域情報化推進専門会議委員 

<2009 年度> 

朝日大学（大学院経営情報学研究科）意思決定支援システム特論Ⅰ、Ⅱ 

東京工業大学（大学院総合理工学研究科） U-Mart シミュレーション演習 

宇都宮地域情報化推進専門会議委員 
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1．氏  名
ふ り が な

  矢野
や の

 剛
ごう

 

2．所属講座 統計・情報分析講座 

3. 終学歴 1999 年 3 月 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学 

4. 終学位 2001 年 7 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 経済統計学会、日本統計学会、中国経済学会、現代中国学会、 

East Asian Economic Association、アジア政経学会、日本経済学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 
 途上国、移行国経済の数量分析 
 途上国経済の企業金融における企業間信用の役割とその発展過程 
 途上国経済における企業家の生成 

(2) 主要業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
〔英文 査読付き学術論文〕 

・Yano, Go, Maho Shiraishi, Tetsuji Senda, Xiaohui Zhang, and Liqun Cao (2007), "Improvement in 
Performance due to Privatization of Township and Village Enterprises In China: Productivity and 
Profitability.", The Journal of Econometric Study of Northeast Asia, Vol. 6, No.1, pp. 77-101. 

・Yano, Go, Hu, Haiqing, and Maho Shiraishi (2008), "China’s Banks in the 1980s: Efficiency of Bank Lending 
to Small and Medium-Sized State-Owned Enterprises in Guangxi Province.",『中国経済研究』Vol. 5 No.2, 
pp. 1-24.  

・Shiraishi, Maho and Go Yano Yano (2010), "Efficiency of Production Organization in Planned Economy 
China: Empirical Analysis Using Historical Statistic Data.", East Asian Studies of Economic Statistics, Vol. 
1（仮)・日中経済統計学国際会議運営協議会, forthcoming.  

・Shiraishi, Maho and Go Yano Yano (2010), "Trade credit in China in the early 1990s.", Economic Change and 
Restructuring, forthcoming. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む)  
〔和文 紀要その他の学術論文等（予稿集）〕 

・Yano, Go and Maho Shiraishi (2007), "Trade Credit in China in the early 1990s.", proceedings: The Ninth 
Japan-China Symposium on Statistics, pp. 401-406. 

・ 矢野刚 (2008) 「中国企业金融中公司商业信用的作用— 种何 资金途径能实现新企业的市场参入？—」

第七届中日经济统计国际学术研讨会（報告要旨集）、pp. 45-47. 
   〔その他外国語 学術論文〕 
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・矢野剛(2007) 业「在改革初期引起中国国有企 “MPL-wage gap”之原因探析」『第六届中日経済統計学

国際会議論文集』、pp. 55-63． 
・矢野剛・白石麻保・李為貞 (2007)「中国1980年代银行对中小企业信用分配的效率分析-关于银行贷

款作用和银行的信用分配能力用广西省企业微观数据库的实证研究-」、第六届中日経済統計学国

際会議論文集』、pp. 239-251． 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
・ "中国企業間信用による資金配分の効率性：銀行融資との比較から", 2007 年 6 月,  中国経済学会第

6 回全国大会（於城西大学） 
・ "中国における企業間信用－その貢献とメカニズム－", 2007 年 6 月, 『ガバナンスの比較セクター

分析：ゲーム理論＋契約理論によるアプローチ』プロジェクト研究会（於法政大学） 
・"Trade Credit in China in the Early 1990s. ", 2007 年 9 月, The 9th China-Japan Symposium on Statistics（於

北海道大学）, 国際学会 
・"中国企業間信用：その 貢献とメカニズム －蘇南地域の実態調査から", 2008 年 6 月, 日本現代中国

学会 2008 年度関西部会大会（於関西大学）, 白石麻保との共同研究   
・"中国企業間信用：その貢献とメカニズム －蘇南地域の実態調査から", 2008 年 6 月, 中国経済学会

2008 年度全国大会（於一橋大学国立キャンパス）, 白石麻保との共同研究 
・ "Contribution of Trade Credit in Corporate Finance in China: What Financial Sources Support Entry of New 

Comer Firms into Market?", 2008 年 9 月, 第 7 回日本・中国経済統計学国際会議 （中国陝西省西安

市）, 国際学会   
・ "Property Right, Trade Credit and Entrepreneurship in China", 2010 年 5 月, ベトナム社会科学院哲学研

究所（ベトナム・ハノイ市）, 招待講演   

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
・科学研究費補助金 若手研究(B)「中国における企業間信用―その実態とメカニズム―」(2007-2008

年度) 3,300 千円 
・科学研究費補助金 若手研究(B)「中国企業間信用の探求－他のオルタナティブ金融との比較におい

て－」(2009-2010 年度) 3,300 千円 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

・共同フィールドワーク（2003-2007 年・江南大学等（中国）） 

・共同研究及び共同フィールドワーク（2008 年-現在・西安理工大学（中国）） 

(7) その他の研究活動・研究支援 

特になし 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  遊喜
ゆ う き

 一洋
かずひろ

 

2．所属講座  経済理論講座 

3. 終学歴  2002 年 ロチェスター大学大学院経済学科博士課程修了 

4. 終学位  2002 年 ロチェスター大学大学院 Ph.D.（経済学） 

5. 所属学会  日本経済学会、American Economic Association 

6 .教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007年度 

学部    マクロ経済学1 2、経済英語B、演習 

大学院  中級マクロ経済学（前期）、労働市場とマクロ経済学（後期） 

経営管理大学院 マクロ経済 

公共政策大学院 マクロ経済学 

2008年度 

学部  マクロ経済学1 2、演習 

大学院  中級マクロ経済学（前期）、労働市場とマクロ経済学（後期） 

経営管理大学院 マクロ経済 

公共政策大学院 マクロ経済学 

2009年度 

学部   マクロ経済学1 2、経済英語B、演習 

大学院  中級マクロ経済学（前期）、労働市場とマクロ経済学（後期） 

経営管理大学院 マクロ経済 

公共政策大学院 マクロ経済学 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など)      

2008年度 

学部   2回生 8名、3回生 7名、4回生 8名 

  大学院  D1 1名、D2 2名、D5 1名 

2009年度 

学部   2回生 9名、3回生 7名、4回生 8名 

   大学院  M1 1名、D1 1名、D2 1名、D3 2名、D6 1名    

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援  

7．研究活動 
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(1) 現在の主要な研究テーマ 

経済発展・成長のメカニズム、教育・技能訓練の理論的分析 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

〔分担執筆〕   

・「地域経済統合動学のシミュレーション分析」吉田・井堀・瀬島編『地球秩序のシミュレーション分

析』日本評論社、2009年3月、第10章 168-188ページ.  

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

 〔査読付き論文〕 

・Urbanization, Informal Sector, and Development, Journal of Development Economics 84 (1), 76-103, 2007.
・Determinants of Sectoral Composition in a Small Open Economy: Theoretical and Quantitative Investigations 

of the Philippines, The Developing Economies 47 (4), 391-436, 2007. 

・Sectoral Shift, Wealth Distribution, and Development, Macroeconomic Dynamics 12(4), 527-559, 2008.

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

・「気鋭の論点／サービス業務の海外委託－人材教育に成長なし」日経ビジネス 2010 年 3 月 10 日号、

96 (『日経 BP ムック 新しい経済の教科書』日経 BP 出版センター、2010 年所収). 

(3)学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記), 

・「地域経済統合動学のシミュレーション分析」京都大学ソウル大学共同国際シンポジウム 

「東アジア経済の競争力と発展持続性」、2008年12月18日, 京都大学法経東館大会議室 

(4)受賞 

(5)外部資金 

2005年度～ 

「グローバル公共財としての地球秩序に関するシミュレーション分析」（研究代表者：吉田和男

京都大学経営管理大学院教授）、科学研究費補助金 基盤研究 S、分担者 

(6)他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7)その他の研究活動・研究支援学会報告  

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

 大学院教育 WG、人権委員、ハラスメント相談員など 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  若井
わ か い

 克
かつ

俊
とし

 

2．所属講座  経済理論講座 

3. 終学歴 2002 年 5 月 Ph.D. in Economics, Yale University 

4. 終学位 2002 年 5 月 Ph.D. in Economics, Yale University 

5. 所属学会 American Economic Association、Econometric Society、 

日本経済学会、日本ファイナンス学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

 2008 年度 

  大学院  意思決定論 

経営管理大学院  行動ファイナンス 

 2009 年度 

  学部   ミクロ経済学 1、経済英語 

  大学院  意思決定論 

経営管理大学院  行動ファイナンス 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度：学部ゼミ生（1 名）、大学院博士課程：副指導教官 （1 名）  

(3) 教材の開発, 

2008 年度：講義ノートの準備 （意思決定論、行動ファイナンス） 

2009 年度：講義ノートの準備 （ミクロ経済学 1、経済英語） 

      講義ノートの改訂 （意思決定論） 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 
個人の意思決定の研究、心理学的バイアスが資産価格へ与える影響の研究  

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

〔査読付き論文〕 
・"A Note on Recursive Multiple-Priors", Journal of Economic Theory, Vol. 135 (1), July 2007, pp.567-571. 
・"A Model of Utility Smoothing", Econometrica, Vol. 76(1), January 2008, pp.137-153. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
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学会報告： 

・ Summer Workshop on Economic Theory (at Hokkaido University), July 31, 2007 

   - "A Model of Utility Smoothing" 

・ The Nanzan-Yokohama National University Finance Conference, Yokohama, February 17, 2008 

   (originally scheduled on February 16, 2008) 

 -"On Implementation of Momentum Strageties: A Case for Factor Returns" 

・ Summer Workshop on Economic Theory (at Hokkaido University), August 12, 2009 

   - "Modeling Non-Monotone Preference: The Case of Utility Smoothing" 

・ Far East and South Asia Meeting of the Econometric Society  (at University of Tokyo), August 3, 2009 

   - "A Model of Stochastic Utility Smoothing" 

大学等でのセミナー発表： 

・ Yokohama National University, November 29, 2007 

   - "A Model of Stochastic Utility Smoothing" 

・ Kobe University, January 19, 2008 

   - "Two Extensions of Utility Smoothing" 

・ University of Tokyo, March 10, 2008 

   - "Modeling Non-Monotone Preference: In the Case of Utility Smoothing" 

・ Keio University, June 29, 2009 

   - "Modeling Non-Monotone Preference: The Case of Utility Smoothing" 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

2008 年度－2010 年度 

科学研究費基盤（C）「「消費分散選好」という行動学的事象の経済学的分析」（20530146） 

（小樽商科大学で研究を開始し、2008 年 10 月より京都大学経済学研究科に研究費を移転） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

学生委員：2009.4－2010.3 

教科委員：2009.4－2010.3 

施設運営委員：2009.10－2010.3 

ハラスメント窓口相談委員：2009.4－2010.9 

学部教育改善ワーキンググループ：2009.4.16－2011.6.30 

国際交流教育委員：2009.10-2011.9 

プロジェクトセンタ―運営協議会委員：2009.11-2011.10 

大航海プログラム委員：2010.2-2013.1 
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教員人事 3 人委員（「公共政策」）2009 年度 

教員人事 5 人委員（「計量経済学」）2009 年度 

(2) 全学における委員・組織運営 
学生部委員会委員代理者：2009.10-2010.3 
教職教育委員会教職科目連絡小委員会：2009.4-2010.3 
全学共通教育システム委員会基礎教育専門委員会数学部会：2009.4-2011.3 

(3) 学会活動 

日本経済学会 2009 年年度春季大会運営委員 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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1．氏  名
ふ り が な

  渡辺
わたなべ

 純子
じゅんこ

 

2．所属講座  現代経済学講座 

3. 終学歴 1994 年 3 月 北海道大学大学院経済学研究科博士後期過程単位取得退学 

4. 終学位  

5. 所属学会  社会経済史学会、経営史学会、政治経済学・経済史学会、同時代史学会 

6. 教育活動  

(1)  担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部   演習 

大学院  史的分析概論（分担）、日本経済史Ａ、日本経済史Ｂ 

全学共通 日本語・日本文化研修、経済英語Ａ、経済英語Ｂ 

2008 年度  

学部   日本経済史、演習 

大学院  史的分析概論（分担）、日本経済史Ａ、日本経済史Ｂ、経済史ワークショップ 

全学共通 日本語・日本文化研修 

2009 年度 

学部   演習 

大学院  日本経済史Ａ、日本経済史Ｂ、日本経済史ワークショップ 

全学共通 日本語・日本文化研修、入門演習 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年度 

学部演習 3名（他、オブザーバー参加 2名）、研究生 1名 

2008 年度 

学部演習 4名（他、オブザーバー参加 4名）、研究生 3名、大学院（主指導教員 1名、 

副指導教員 1名） 

2009 年度 

学部演習 3名（他、オブザーバー参加 3名）、研究生 2名、大学院（主指導教員 3名、 

副指導教員 1名） 

(3) 教材の開発 

  学部・大学院向けテキストを執筆中 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 
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(1) 現在の主要な研究テーマ 
産業構造の変化と産業調整に関する経済史分析 

(2) 業績 

9. 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

【共著】（著書としては共著、論文としてはすべて単著） 

・渡辺純子［2007］「戦時下の民需産業」（石井寛治・原朗・武田晴人編、東京大学出版会、所収）

・渡辺純子［2008］「綿工業―企業間競争と過剰設備」（武田晴人編『戦後復興期の企業行動』有斐

閣、所収） 

・Junko Watanabe［2009］, ‘Le financement de l’industrie textile japonaise et de ses adaptations 

de 1945 à la crise’,Financer les entreprises face aux mutations économiques du XXe siècle, 
(dir.) Laure Quennouëlle-Corre et André Straus, le Comité pour l’Histoire Economique et 

Financière de la France (IGPDE), Paris 

・渡辺純子［2010（近刊）］「繊維産業における需給調整政策」原朗編『高度成長始動期の日本経済』

日本経済評論社.（原朗編『成長始動期の日本経済』日本経済評論社） 

・渡辺純子［2010（近刊）］『産業発展・衰退の経済史』有斐閣. 

・論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

【論文（査読なし）】 

・渡辺純子［2008］「日本の紡績企業の企業金融」（京都大学経済学会『経済論叢』第 180 巻第 1 号

（下谷政弘教授退職記念号）. 
【ワーキング・ペーパー】 

・渡辺純子［2007］「日本の紡績企業の企業金融（Le financement de l’industrie textile japonaise 

et de ses adaptations de 1945 à la crise）」（Kyoto University Working Paper, J-59 ).  

・渡辺純子［2007］「戦後復興期綿工業における企業間競争と過剰設備」（東京大学 COE ものづく

り経営研究センターDiscussion Paper, No.173） 

・Junko Watanabe［2008］, ‘International Trade Rules and Industrial Adjustment the Case of the 

Textile Industry’, Kyoto University Working Paper, No. 92.  

・渡辺純子［2008］「通産省の需給調整政策―繊維産業の事例」(Kyoto University Working Paper , 
J-69).  

【Proceedings（予稿集）】（国際会議のみ記載：国内学会については省略） 

・Junko Watanabe［2007］, ‘Le financement de l’industrie textile japonaise et de ses adaptations 

de 1945 à la crise’, Colloque « Financer les entreprises face aux mutations économiques du XXe 

siècle » (International Conference: Corporate financing faced with Twentieth centuryeconomic 

changes), organisé par le Comité pour l’histoire économique et financière, Institut de la Gestion 

Publique et du Dévelopment Economique, 15 et 16 mars 2007, Hôtel de la Monnaie, Paris. 

・Junko Watanabe［2007］, ‘International Trade Rules and Industrial Adjustment: the Case of the 

Textile Industry’, the 11th Annual Conference of the European Business History 

Association, 13-15 September 2007, University of Geneva, Geneva. 
【科研費報告書】 
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・渡辺純子［2008］「通産省の需給調整政策―1950 年代の繊維行政の事例」（平成 16-19 年度科学研

究費補助金基盤研究(A)(1)研究成果報告書「戦時・戦後復興期の企業と経済団体―閉鎖機関関係

資料郡の分析を中心に」所収）. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

【書評】 

・渡辺純子［2007］「書評：原朗・山崎志郎編『戦時日本の経済再編成』」（社会経済史学会『社会経

済史学』第 73 巻第 3 号） 

【会社史・団体史】 

・愛知県史編纂委員会『愛知県史資料編 30 近代７ 工業 1』、「綿工業」、2007 年. 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

【国際学会】 

・Junko Watanabe［2007］, ‘International Trade Rules and Industrial Adjustment: the Case of the 

Textile Industry’, the 11th Annual Conference of the European Business History 
Association, 13-15 September 2007, University of Geneva, Geneva. 

・Junko Watanabe［2007］, ‘The Process of Policy Making: Industrial Adjustment Policy in the 

Japanese Textile Industry’, The 4th East Asian Economic History Symposium : 
Comparative Study on the Patterns of Economic Development in East Asia, the 18th

September 2007, Jeju Island, South Korea. ※paper 提出のみ、台風による欠航のため当日

欠席 
・渡辺純子「産業調整に対する政策・企業の対応―日本の繊維産業の事例」（京都大学経済学研究科

上海センター主催・上海センター協力会後援国際研究セミナー「中国経済の構造転換―日本の

経験との比較―」、2009 年 11 月 28 日、京都大学芝蘭会館別館会議室）. 
【国内学会】 
・渡辺純子［2007］「日本の紡績企業の企業金融」政治経済学・経済史学会近畿部会、2007 年 10 月

7 日、於：京都大学. 

・渡辺純子［2007］「報告 2. 産業調整援助政策の形成過程―繊維工業を中心に―」パネル・ディスカ

ッション○1「戦後日本における産業調整政策の形成と展開」.、2007 年度政治経済学・経済史学

会秋季学術大会、2007 年 10 月 27 日、於：静岡大学. 

【セミナー等（一部のみ記載）】 

・渡辺純子［2008］「企業統治と投資行動：戦前期日本の綿糸紡績業の事例」、2008 年 3 月 13 日、於：

日本銀行金融研究所. 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 
【文部科学省科学研究費（研究代表者）】 

・2005-2008 年度、科学研究費補助金基盤研究(C)「産業の成長と衰退に関する歴史分析―日本の綿糸

紡績業の事例から」、課題番号 17530267 

【文部科学省科学研究費（研究分担者）】 

・2004-2007 年度科学研究費補助金基盤研究(A)(1) 

研究課題名「戦時・戦後復興期の企業と経済団体―閉鎖機関関係資料郡の分析を中心に」 
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課題番号 16203025 

研究代表者：原朗（東京国際大学経済学部教授） 

【文部科学省科学研究費（研究協力者）】 

・2008-2012 年度 

研究課題「20 世紀日本の市場経済と制度設計―世界経済・東アジア経済との関連を中心に」 

研究代表：原朗（首都大学東京教授） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

(7) その他の研究活動・研究支援 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営  

厚生補導委員、教科委員、経済学会委員、将来構想委員、同窓会学内企画委員、図書委員、 

入試電算管理委員、論文入試対策委員、セクシャルハラスメント相談委員、経済学部メンター 

点検・評価委員、清風会幹事 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

【委員・役員等】 

・2006 年 2月～2008 年 12 月、政治経済学・経済史学会理事（研究委員会担当） 

・2009～2010 年度、社会経済史学会評議員 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動, 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

・2005 年 2 月～現在 愛知県史編さん委員会調査執筆委員（近現代史産業経済部会） 
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1．氏  名
ふ り が な

  櫻田
さくらだ

 忠
ただ

衛
え

 

2．所属講座  現代経済学講座 

3. 終学歴 1972 年 3 月 立命館大学文学部 

4. 終学位  

5. 所属学会 経済統計学会、経済教育学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部   経済情報調査論 

大学院  経済情報調査論 

全学共通 ポケットゼミ 

2008 年度  

学部   経済情報調査論１、経済情報調査論２ 

大学院  経済情報調査論１、経済情報調査論２ 

2009 年度  

学部   経済情報調査論１、経済情報調査論２ 

大学院  経済情報調査論１、経済情報調査論２ 

全学共通 ポケットゼミ 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

   2008 年度 経済情報調査論１，２ それぞれ 136 名､90 名 

   2009 年度 経済情報調査論１，２ それぞれ 154 名､141 名 

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

   経済統計資料調査論、統計データ利用論、学部アーカイブズ 

(2) 主要業績 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

紀要論文 

 「ドキュメンタリストの役割と課題」『経済資料研究』No.37，2007 年。 

 「洛北染物労働組合争議と河上肇」『調査と研究』第 35 号，2007 年。 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 
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 「河上肇と左京の労働運動」『京都大学新聞』第 2402 号，2007 年 6 月 1 日。 

 「河上肇『経済原論』受講ノートについて」（総会での発言）『河上肇記念会会報』No.95、2010

年 1 月。 

(3) 学会報告  

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

   2010 年 3 月 「河上肇『経済原論』受講ノート」の電子化 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

   調査資料室運営委員（2001 年 4 月～）、図書委員（1996 年 4 月～）、情報システム整備委員（1981

年 7 月～）、基金管理委員(1996 年 4 月～)、広報委員（2003 年 4 月～）、財務・事務体制 WG（2007

年 7 月～2009 年 6 月）、教員評価 WG（2007 年 7 月～）、同窓会学内企画委員（2002 年 10 月～）

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

   経済資料協議会理事長(2000 年～2008 年) 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

   京都大学経済学部同窓会常務理事(2002 年 10 月～) 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

   京都女子大学非常勤講師(2000 年度～2008 年度) 
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1．氏  名
ふ り が な

 Dimiter
ディミスター

 Ialnazov
ヤ ル ナ ゾ フ

 

2．所属講座  経済理論講座 

3. 終学歴  1997 年 3 月 金沢大学大学院社会環境科学研究科 

4. 終学位  1997 年 3 月 金沢大学経済学博士 

5. 所属学会  日本比較経営学会、比較経済体制学会、進化経済学会、 

European Association for Evolutionary Political Economy、 

Bulgarian Macroeconomic Association 

6 .教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度  

学部    基礎比較経済論、基礎企業ガバナンス論  

大学院   Readings on Foreign Economic Affairs I、  

Readings on Foreign Economic Affairs II 

全学共通  日本語 E-2 A、日本語 E-2 B 

経営管理大学院  上級マネジメントコミュニケーション 

公共政策大学院  外国報道の分析 

 2008 年度 

学部    基礎比較経済論、基礎企業ガバナンス論  

大学院   Readings on Institutional Economics、 Readings on Foreign Economic Affairs

全学共通  日本語 E-2 A、日本語 E-2 B 

公共政策大学院  外国報道の分析 

2009 年度 

学部    基礎比較経済論、基礎企業ガバナンス論 

大学院   Readings on Institutional Economics、Readings on International Economics、

      フィールド調査論（東アジアコースの留学生のみ対象）  

全学共通    日本語 E-2 A、日本語 E-2 B  

公共政策大学院   外国報道の分析 

経営管理大学院   上級マネジメントコミュニケーション  

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2008 年度 

・経済学部の取り決めに従い、学部一回生（留学生）の半分と KUINEP 留学生の半分（2008 年度に

おいて、計 8 名）を直接指導しました。 

・その他の留学生（経済学部と経済学研究科を合わせて 200 名以上）の指導に協力していました。

・2008 年 10 月～2009 年 3 月に留学生支援室チューター（日本人学生 4 人）を監督していました。
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2009 年度 

・経済学部の取り決めに従い、学部一回生（留学生）の半分と KUINEP 留学生の半分（2009 年度に

おいて、計 8 名）を直接指導しました。 

・その他の留学生（経済学部と経済学研究科を合わせて 200 名以上）の指導に協力していました。

・2009 年 10 月～2010 年 3 月に留学生支援室チューター（日本人学生 5 人）を監督していました。

(3) 教材の開発 

(4) その他の教育活動・教育支援 

2007 年度 

・2007 年 12 月に日帰り工場見学旅行を実施しました。明治製菓の工場に 8人の 

留学生を引率し研修しました。 

・2008 年 1月に “Food Safety: Public Perceptions and Scientific Reality”という 

テーマで留学生向けのシンポジウムを開催しました。 

2008 年度 

・2008 年 6月に日帰り工場見学旅行を実施しました。森永乳業の神戸工場に 10 人 

の留学生及び 10 人の日本人学生を引率し共同学習・学生交流を促進しました。 

・2008 年 11 月に ”M&A in Japan from an International Perspective” というテーマ 

で留学生向けのシンポジウムを開催しました。 

2009 年度 

・2009 年 7月に、”Comparison of the Economic Transformation in Eastern Europe, CIS and East 

Asia”というテーマでベトナム・ラオス若手研究者と京都大学経済学研究科院生の交流セミナ

ーを開催しました。 

・2009 年 10 月に留学生研修旅行を実施しました。岡山県備前焼工房および香川県直島にある環境

リサイクルセンターや美術館に 28 人の留学生と 5人の日本人学生を引率して研修しました。

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

・「旧社会主義国におけるコーポレート・ガバナンスの比較研究」 

・「世界金融危機の欧州新興国への影響 − 各国が受けた打撃の度合いはなぜ異なるかについての考察」

・「国家社会主義からの離脱・進化の多様性 − 市場経済化の国家戦略の比較研究」 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

【分担執筆】 

・“Europeanization and the Evolution of Corporate Governance in Bulgaria”, in Yagi, K. and 

S. Mizobata (eds.), Melting Boundaries: Institutional Transformation in the Wider 
Europe, Kyoto University Press, 2008, pp. 180-207.  

 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

【査読付き論文】 

・“The Impact of EU Accession on Corporate Governance Reform in Bulgaria”, Acta Oeconomica, 

Vol. 57 (2) , 2007, pp. 157-190.  

・「ブルガリアの EU 加盟 — 課題と展望」,『ロシア・ユーアシア経済』 No. 901, 2007 年 8月, pp. 

2-16.  
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・ “The Evolution of Post-Communist Countries: An Interpretation from the Perspective in 

Cooperation”, Sociological Problems Quarterly, Vol. 3-4, 2009, pp. 156-174 (N. Nenovsky 

と共同執筆)  

【予稿集】 

・Ｔhe Emergence and Evolution of Bulgarian Business Groups, 比較経営学会第 33 回全国大会

予稿集、札幌大学、2008 年 7 月 4日-6 日 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

【論文についてのコメント】 

・Comments on the article by Dorothee Bohle “Race to the Bottom? Comparative Institutional 

Advantages? Competition of Capitalisms in the Enlarged EU”, in Mizobata, S. (ed.), 

Varieties of Capitalism and Transformation, Bunrikaku: Kyoto, 2008, pp. 179-184.   

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
（招待講演） 

1. “The Diversity of Post-Socialist Transformation Paths: A Comparison of Bulgaria and 

Romania”, The Institute of Philosophy, Bulgarian Academy of Sciences, 18 September 2007, 

Sofia, Bulgaria. 

2.「ブルガリアにおける市場経済移行―市民生活の変化を中心に」、京都府国際センター、2009 年 2

月 21 日、京都市。 

3. “The Economic Crisis in the New EU Member States”, National Economic Research Institute 

(NERI), 10 September 2009, Vientiane, Laos.  

4. “Comparison of the Post-Socialist Transformation in Eastern Europe, Russia and 

China”, School of International Politics, University College Dublin, 16 November 

2009, Dublin, Ireland.  

（国際学会報告） 

1.“The Diversity of Post-Socialist Transformation Paths and the Evolutionary-Institutional 

Approach”, The 2nd Forum of the World Association for Political Economy, 27-28 October

2007, University of Shimane, Hamada, Japan. 

2.The Financial Crisis in European Emerging Economies”, EACES Asian Workshop in Kyoto 

“Sustainability and Future Perspectives of Emerging Markets Through the Lens of Asian 

Dynamics”, 26-27 February 2009, Institute of Economic Research, Kyoto University, Kyoto 

Japan. 

3. “The Economic Crisis in the Southeast European Countries”, International workshop “The 

Global Shock Wave”, 31 May 2009, Institute of Economic Research, Kyoto University, Kyoto, 

Japan. 

4. “The Post-Socialist Trajectories of Bulgaria and Romania and the Impact of the Global 

Financial Crisis”, International workshop “Bulgaria and Romania Three Years after EU 

Accession”, 13 November 2009, GERME, University Paris Diderot, Paris, France. 

5. “The Impact of the Global Financial Crisis on Eastern European Economies”, International workshop 
“The Global Economic Crisis and Climate Change”, 28-29 January 2010, Kyungpook National 
University, Daegu, South Korea.  

(国際学会でのコメントおよびセッション座長)  
1. Comments to the paper by Ulrich Volz “An Empirical Examination of Firm’s Financing 

Conditions in Transition Countries”, presented at an international conference on 

“Monetary and Financial Transformation in Central and Eastern Europe”, 20 November

2008, Ecole Superieure du Commerce Exterieure (ESCE), Paris, France.  

 

（国内学会報告） 

1. 「ブルガリアにおける企業集団の生成及び進化」、日本比較経営学会弟 33 年次大会、2008 年 7 月 5
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日、札幌大学。 

2. 「東欧におけるコーポレート・ガバナンス」、RIEB（神戸大学経済経営研究所）セミナー、2009 年

1 月 16 日、神戸大学。 

3. “The Financial Crisis in European Emerging Economies”, 日本大学経済学部及び一橋大学経

済研究所共同ワークショップ「世界金融危機と東欧移行経済」、2009 年 3 月 19 日、日本大学。

 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

・2008 年度〜2011 年：研究課題名「国家社会主義からの離脱・進化の多様性：市場経済化の国家戦

略・制御能力の比較研究」、科学研究費基盤研究(B)、研究分担者（研究代表者：金沢大学経済学

部の堀林巧教授） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

・ブルガリアのソフィア経済大学 (UNWE-Sofia) Nikolay Nenovsky 教授およびロシアの Higher 

School of Economics (HSE-Moscow) Leonid Kosals 教授との共同研究を行っています。 

(7) その他の研究活動・研究支援 

 「Comparative Economic Systems」 という英文学術雑誌の編集委員 (2005 年以降) 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

・留学生室運営委員会委員 

・国際交流委員会委員 

・人権委員会委員 

・上海センター運営委員会委員（2009 年度以降） 

(2) 全学における委員・組織運営 

・留学生担当教員連絡会メンバー 

・ 英語部会委員 

(3) 学会活動 

・日本比較経営学会理事 (2005 年～2008 年) 

(4) 国際交流活動 

・留学生と日本人学生の交流を促すイベント（研修旅行、工場見学、新入留学生歓迎パーティ、講演

会、シンポジウム、交流セミナー）を常時開催しています。 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
・留学生担当教員研究会に参加し、2007 年 3 月に京都大学で研究会を開催 

・2005 年から Comparative Economic Systems の編集委員 

・京都・奈良 EU 協会（NPO 法人）理事（2008 年 2 月以降） 
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1．氏  名
ふ り が な

  川北
かわきた

 英隆
ひでたか

 

2．所属講座  経営管理大学院 

3. 終学歴 1974 年 3 月 京都大学経済学部経済学科卒業 

4. 終学位 2009 年 1 月 京都大学経済学博士 

5. 所属学会 日本ファイナンス学会、日本価値創造ＥＲＭ学会、 

ディスクローズ研究学会、日本保険学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

大学院  資本市場論 

経営管理大学院  証券投資論、証券投資とポートフォリオ、ワークショップ 

 2008 年度 

大学院  資本市場論 

経営管理大学院  証券投資論、証券投資とポートフォリオ、ワークショップ、 

アセットマネジメントの実務と法 

2009 年度 

大学院  資本市場論 

経営管理大学院  証券投資論、ファイナンシャルリスク管理、ワークショップ、 

アセットマネジメントの実務と法、証券市場のケース分析 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2009 年度は経営管理大学院の 2 回生 13 名、経済学部 2 回生 5 名、3 回生 10 名、4 回生 5 名の指

導を行った。 

(3) 教材の開発 

日本証券アナリスト協会通信講座テキスト「証券市場の機能と仕組み」、「経済活動と経済分析」

（共著）の改訂を行った。 

(4) その他の教育活動・教育支援 

文部科学省「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」において企業金

融分野の教育プログラスの開発と実践を実施した。 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ 

 証券市場分析、証券投資分析 

(2) 主要業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 
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【単著】 
1. 『株式・債券投資の実証的分析』中央経済社、2008.8 

【編著】 

1.  『総合分析 株式の長期投資』中央経済社、2010.3 

【共著】 

『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、2008.2 

【分担執筆】 
1. 『人を活かす企業が伸びる』勁草書房、2008.11 

2. 『現代のディスクロージャー』中央経済社、2008.11 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 
1. 「投資理論と経済環境」 『日本証券アナリストジャーナル』日本証券アナリスト協会、2007.7 
2. 「株式市場における投資家の行動」 『所報』ニッセイ基礎研究所、2008.3 
3. 「サブプライム問題の本質」 『企業会計』中央経済社、2008.10 
4. 「ライブドアの情報と株価」 『所報』ニッセイ基礎研究所、2009.3 
5. 「アセットクラスの定義と証券投資の再考」『証券アナリストジャーナル』日本証券アナリスト協

会、2010.1 
6. 「日本企業の利益構造と競争力」『所報』ニッセイ基礎研究所、2010.2 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

(3) 学会報告 (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 
1. 2007.11 「医療経営とファイナンス」経営行動科学学会 
2. 2009.9  「金融危機とその背景に関して」経済物理研究会 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載), 

(7) その他の研究活動・研究支援 
1. 2008.03 「平成 19 年度医療施設経営安定化推進事業 企画検討委員会報告書」（厚生労働省委託

調査、委員長） 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

(2) 全学における委員・組織運営 

(3) 学会活動 

日本ファイナンス学会・理事（1996 から） 

日本価値創造ＥＲＭ学会・理事（2007 年から、副会長） 

(4) 国際交流活動 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

2005.06～2009.06 日本証券アナリスト協会理事・副会長 

2006.01 から財政制度等審議会国有財産分科会臨時委員 

2006.04 から預金保険機構優先株式等処分審査会委員 

2006.10 から年金シニアプラン総合研究機構理事 

 2006.10 から私立学校振興共済事業団年金資産運用検討委員会委員長 
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2007.04～2008.03 財務会計基準機構アドバイザー 

2007.04～2010.03 企業会計基準委員会委員 

2007.07 から厚生労働省独立行政法人評価委員会委員・年金部会部会長代理 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 

【非常勤講師】 
2007 年度 同志社大学・政策学部、経済研究科 

2008 年度 同志社大学・経済研究科、総合政策科学研究科 

2009 年度 同志社大学・経済研究科、総合政策科学研究科 
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1．氏  名
ふ り が な

 原
はら

 良憲
よしのり

 

2．所属講座  経営管理大学院 

3. 終学歴 1983 年 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了 

4. 終学位 2005 年 京都大学情報学博士 

5. 所属学会  情報処理学会、電子情報通信学会、ACM(Association for Computing 

Machinery) 、京都大学経済学会、組織学会 

6. 教育活動 

(1) 担当授業科目(学部，大学院) 

2007 年度 

学部：イノベーションマネジメント概論（後期）、 

イノベーションマネジメント方法論（ゼミ演習・通年） 

経営管理大学院：研究・事業開発マネジメント（後期）、情報システム設計論演習（前期）、 

プロジェクト・オペレーションワークショップ I, II 

2008 年度 

学部：イノベーションマネジメント概論（後期）、 

イノベーションマネジメント方法論（ゼミ演習・通年） 

大学院：イノベーションマネジメント（後期） 

経営管理大学院：サービスモデル活用論（後期）、研究・事業開発マネジメント（後期）、 

情報システム設計論演習（前期）、 

プロジェクト・オペレーションワークショップ I, II、 

全学共通：経済英語（前期） 

2009 年度 

学部：イノベーションマネジメント概論（後期）、 

イノベーションマネジメント方法論（ゼミ演習・通年） 

大学院：イノベーションマネジメント（後期） 

経営管理大学院：サービス経営論（前期）、サービスモデル活用論（後期）、 

研究・事業開発マネジメント（後期）、 

プロジェクト・オペレーションワークショップ I, II、 

(2) 学生指導の状況(学部，大学院)  (学年別の指導する学生の人数など) 

2007 年度 

・経営管理大学院（Ｍ２：２名、Ｍ１：１名）、 

・経済学部ゼミ演習（３回生：３名、２回生：１０名、その他聴講生等） 

2008 年度 



 267

・経済学研究科（博士後期課程）： Ｄ１（２名） 

・経営管理大学院： Ｍ２（１名）、Ｍ１（２名） 

・経済学部（ゼミ演習）： ４回生（３名）、３回生（１０名）、２回生（１０名）、 

留学生（１名）、その他聴講生 

2009 年度 

・経済学研究科（博士後期課程）： Ｄ２（２名）、Ｄ１（１名） 

・経営管理大学院： Ｍ２（２名）、Ｍ１（２名） 

・経済学部（ゼミ演習）： ４回生以上（１０名）、３回生（９名）、２回生（１０名）、 

その他聴講生 

(3) 教材の開発 

サービスモデル活用論、サービス経営論の教材開発等 

(4) その他の教育活動・教育支援 

奈良先端科学技術大学院大学 技術経営公開講座「研究開発型ベンチャー起業のすすめ」講義

（2007 年 8月） 

7．研究活動 

(1) 現在の主要な研究テーマ  

サービス・イノベーション、イノベーション・マネジメント 

(2) 業績 

• 著書 (単著、共著、編著、分担執筆などの別に記載) 

(分担執筆) 

1.  原 良憲, コーポレートスピンオフによるオープン・イノベーション, 「グローバル競争を勝ち

抜く技術経営戦略」, （小野原正巳編集）, 企業研究会, pp.655 - 668, April, 2009. 

• 論文 (査読付き論文、紀要論文、予稿集などの別に記載) 

（査読付き論文） 

1. 中島伸介, 舘村純一, 原 良憲, 田中克己, 植村俊亮, 「重要な blogger 発見を目的とした blog

スレッド解析手法」, 知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌），Vol.19, No.2, pp.156-166．

2007. 

2. Quoc Trung Pham and Yoshinori Hara, "Combination of Two KM Strategies by Web2.0", Third 

International Conference on Knowledge, Science, Engineering and Management (KSEM), 

November, 2009, pp.322-334. (Lecture Notes in Computer Science 5914).    

（一般論文） 

1. 原 良憲，前川佳一，神田智子，「文理融合の知識を活用した『サービス価値創造プログラム』の

開発」，人工知能学会誌, Vol.25, No.3, pp.444-451, 2010. 

（予稿集） 

1. 原 良憲, 「共創型コーポレートスピンオフによるオープン・イノベーション」, 映像情報メデ

ィア学会技術報告（アントレプレナー・エンジニアリング）, Vol. 31, No. 58, pp. 31-34, 2007.

2. 隅田章広, 原 良憲, 「情報リテラシーによる探索行動分類」, 電子情報通信学会（Web インテ

リジェンスとインタラクション研究会, WI2-2008-02, pp. 7-12, 2008. 

3. 渡辺孝信, 原 良憲, 「サービス多角化戦略」, 映像情報メディア学会技術報告（アントレプレ

ナー・エンジニアリング）, Vol. 32, No. 20, pp. 29-32, 2008. 
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4. 劉 曄, 山川義徳, 原 良憲, 「ネット購買における生活者の商品情報収集行動分析に基づく情

報イノベーション研究」, データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2009), B8-2, 

March, 2009. 

5. 岡 宏樹, 山川義徳, 原 良憲, 「プレスリリースのキーワード検索に基づく企業戦略情報の獲

得」, データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2009), D7-4, March, 2009. 

6. 福士久美子，原 良憲，「協働化イノベーション － 京都市の取り組みを事例として －」，映像

情報メディア学会 アントレプレナ・エンジニアリング研究会，January, 2010. 

7. 市橋正太郎，山川義徳，原 良憲，「オンラインコミュニティ活性化のためのリーダーシップ分析」，

データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2010)，A7-3, March, 2010. 

8. 増田 央，姜 聖淑，山川 義徳，原 良憲，「動的な顧客満足度モデルの構築」，データ工学と情報

マネジメントに関するフォーラム(DEIM2010)，E10-1, March, 2010.  

9. 増井健人，山川義徳，高見 茂、原 良憲，「サービス化時代の知識活用手法の提案」，データ工

学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2010)，E10-2, March, 2010. 

10. 丹下翔太，山川義徳，岡 宏樹，原 良憲，「企業発信情報と消費者受信情報に基づく包括的な企

業評価手法」，データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2010)，E10-4, March, 

2010. 

11. 竹井慎平，山川義徳，田中克己，前川 聡，原 良憲，「信頼に基づくサービス価値創造を目指し

たオンラインプロモーション手法の提案」，データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム

(DEIM2010)，E10-5, March, 2010. 

• その他 (新聞、雑誌、その他の媒体に発表した記事などを含む) 

1. 原 良憲，「今こそ要素還元的な価値創出からの脱却 サービスというフィルターでとらえた社会

のふるまいに注目」，日経 BP 記事（インターネット），2009 年 8月 20 日 

2. 原 良憲，「ハプスブルグ家の伝統から開花したウィーンのサービス・イノベーション」，日経 BP

記事（インターネット），2009 年 10 月 15 日 

3. 原 良憲，「韓国のサービス・デザイン・イノベーション戦略」，日経 BP 記事（インターネット），

2009 年 12 月 3 日 

4. 原 良憲，「きょうと情報カードシステム(KICS-LLC) － 伝統組織とＩＴインフラの織りなすサ

ービス価値創造」，日経 BP記事（インターネット），2010 年 1 月 28 日 

5. 原 良憲，「大阪ガス・エルネットの行動観察調査 潜在意識を科学的に分析し、マーケティング

を高度化」，日経 BP 記事（インターネット），2010 年 3 月 24 日 

6. 原 良憲，「貴金属再生企業アサヒプリテック 共生・共創型の社会を組み立て」，日経情報ストラ

テジー，pp.122-123, 2010 年 5 月号 

(3)  学会報告  (国際学会、特別講演、招待講演は特記) 

（招待講演） 

1. Yoshinori Hara. Knowledge Exploratory for Service Management & Innovation: The 7th 

International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (PAKM2008), 2008. 

(Invited talk) 

2. Yoshinori Hara, Dimitris Karagiannis. Service Science Management & Engineering: A new 

discipline?: 13th BOC Strategic Partner Meeting (Vienna, Austria), (2009) (Invited) 

3. Yoshinori Hara. Service Innovation Research and Education: Service Design International 

Seminar （Sungkyunkwan University, Seoul, Korea）, (2009) (Invited) 

（国際学会） 

1. Yoshinori Hara, “Knowledge Exploratory in the Digitizing and Servicizing Economy,” 

International Conference on Informatics Education and Research for Knowledge-Circulating 

Society (ICKS), 2008. 

2. Akihiro Sumida and Yoshinori Hara, "Hypothesis and Verification based on Measurement of 

Information Literacy", International Workshop on Information-explosion and Next Generation 

Search (INGS'2008), in conjunction with APWeb 2008, April 26, 2008. 

（パネル討論、その他講演） 

1. 原 良憲，「イノベーションマネジメントの考え方」，関西アーバン経営塾，2007 年 9 月 
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2. 原 良憲，「研究開発からの新事業開発」，アジア経済研究所，2007 年 12 月 

3. 原 良憲，「サービス生産性向上とサービス・イノベーションの取り組み」，関西生産性本部（パ

ネル討論），2008 年 1 月 

4. 原 良憲，「サービス業での創造的知識労働者の育成について」，第 18 会産官学交流「京都 EDOS

会」，2008 年 7 月 

5. 原 良憲，「なぜ今サービス・イノベーションが必要か - ビジネスモデル創造とコア人材育成に

向けて -」，関西サービス・イノベーション創造会議，2008 年 9 月 

6. 原 良憲，「コーポレートスピンオフによるオープン・イノベーション－事例と課題－」，関西ベ

ンチャー学会，2008 年 11 月 

7. 原 良憲，「サービス分野におけるイノベーティブな人材育成に向けて」，サービス・イノベーシ

ョンセミナーin 関西（パネル討論コーディネータ），2008 年 12 月 

8. 原 良憲，「科学的工学的アプローチによるサービス革新」，サービス・イノベーションセミナー

in 関西シンポジウム (パネル討論)，2009 年 2 月 

9. 原 良憲，「サービスコンピューティングにどう取り組むか」，サービスコンピューティングシン

ポジウム（パネル討論），2009 年 3 月 

10. 原 良憲，「ホテル業のサービス・イノベーション」，第２回関西サービス・イノベーション創造

会議（パネル討論コーディネータ），2009 年 10 月 

11. 原 良憲，「知識技術を基盤としたサービス・イノベーション」，平成２１年電気関係学会関西支

部連合大会 (パネル討論コーディネータ)，2009 年 11 月 

12. 原 良憲，「イノベーション人材育成に向けた大学教育の新展開」，サービス・イノベーションシ

ンポジウム － イノベーション人材が切り拓くサービス産業の未来 － （主催：西武文理大学）

(パネル討論)，2009 年 11 月 

13. 原 良憲，「企業競争力と安心ある心豊かな社会シンポジウム（同志社大学 ITEC・ライフリスク

研究センタ―共催フォーラム）（パネル討論），2009 年 11 月 

(4) 受賞 

(5) 外部資金 

1. 文部科学省 2007 年度「サービス・イノベーション人材育成推進プログラム」(2,755 万円(連名))

  公募に採択された教育開発事業「サービス価値創造マネジメント」教育プログラム（35校応募し、

京大を含む 6校が採択） 

2. 委託研究「有望市場機会創出に向けた外部動向の調査」（2007 年度, 日本電気㈱中央研究所研究

企画部）（140 万円） 

3. 委託研究「次世代 C&C に関する研究」（2007 年度, 日本電気㈱C&C イノベーション研究所）(200

万円) 

4. 文部科学省 2008 年度「サービス・イノベーション人材育成推進プログラム」（２年目）(2,850 万

円(連名)) 

5. 委託研究「経営･経済学的視点からのイノベーションに関する 新の研究動向調査」（2008 年度, 日

本電気㈱中央研究所研究企画部）（136.5 万円） 

6. 委託研究「次世代Ｃ&Ｃに関する調査・分析」（2008 年度, 日本電気㈱C&C イノベーション研究所）

(210 万円) 

7. 奨学寄附金「サービス・イノベーション国際シンポジウムの開催」（2008 年度、NEC システムテク

ノロジー㈱）(10 万円) 

8. 文部科学省 2009 年度「サービス・イノベーション人材育成推進プログラム」（3 年目）(1,624 万

円(連名)) 

9. 委託研究「次世代 C&C に関する調査・分析」（2009 年度, 日本電気㈱C&C イノベーション研究所）

(105 万円) 

10. 委託研究「経営･経済学的視点からのイノベーションに関する 新の研究動向調査」（2009 年度, 

日本電気㈱研究企画部）（52.5 万円） 

11. 奨学寄附金「IJARC CORE5 Project 研究助成」（2009 年度、マイクロソフト㈱）（170 万円） 

12. 経済産業省 2009 年度「産業技術人材育成支援事業（サービス工学人材分野）」(1,389 万円(連名))

  （10 校応募し、京大を含む 3校が採択） 

13. 2009 年度科学研究費補助金基盤研究(A)「境界のマネジメントと日本企業のイノベーション」（研
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究代表者：武石 彰 教授）（40 万円（研究分担者） 

(6) 他大学等との共同研究の実施状況 (国外の機関との共同研究は別途記載) 

(7) その他の研究活動・研究支援 

（財）国際高等研究所「次世代情報サーチに関する総合的研究」プロジェクトメンバー（2007 年度、

2008 年度） 

8. 学内・学外・社会貢献活動 

(1) 部局における委員・組織運営 

1.  情報セキュリティ委員会委員（2007 年度～2008 年度; 経済学研究科） 

2.  京都大学経済学会委員（2007 年度; 経済学研究科） 

3.  留学生委員会委員（2007 年～2008 年度; 経済学研究科） 

4.  サービス・ワーキンググループ WG リーダー（2007 年～2009 年度; 経営管理大学院） 

5.  インターンシップ委員会委員（2007 年度; 経営管理大学院） 

6.  関西アーバン銀行寄附講座委員（2007 年度; 経営管理大学院） 

7.  人権委員会委員（2008 年度; 経営管理大学院） 

8.  ハラスメント委員会委員（2008 年度; 経営管理大学院） 

9.  安全衛生委員会委員（2008 年度; 経営管理大学院） 

10. 施設委員会委員（2009 年度; 経営管理大学院） 

(2) 全学における委員・組織運営 

1. 京都大学シニアキャンパス実施検討委員会委員（2007 年～2008 年度） 

(3) 学会活動 

1. 電子情報通信学会関西支部評議員(2004.12 ～ 2006.3) 

(4) 国際交流活動 

1.  国際インターンシップ（海外企業へのインターンシップ）活動の交渉 

2.  ICKS2008 国際会議支援（Keynote speaker, Invited speaker の招聘） 

3.  UC Berkeley との共同研究協定（MOU）準備、締結 (GCOE 海外連携関連)  

（2008 年 6月） 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/2008/news7/080626_1.htm 

4.  京都大学サービス・イノベーション国際シンポジウム開催（2008 年 11 月 14 日） 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2008/081114_1.htm 

5.  Knowledge Management for Service Innovation Workshop (in conjunction with PAKM2008) 

を企画・運営 （於 慶應大学 2008 年 11 月 21 日） 

  http://pakm2008.comp.ae.keio.ac.jp/ 

6.  オーストリア ウィーン大学派遣研究員（2009 年度）（2009 年９月１日～9月 15 日） 

7. 京都大学第２回サービス・イノベーション国際シンポジウム開催（2009 年 11 月 13 日） 

    http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2009/091113_1.htm 

7. オーストリア ウィーン大学知識ビジネス工学科との共同研究協定（MOU）準備、締結 (GCOE 

海外連携関連) （2009 年 11 月） 



 271

    http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2009/091130_2.htm 

(5) 学外の委員会・審議会等における活動 

1.  科学技術振興機構(JST) 科学技術未来戦略ワークショップ（白鳥分科会）メンバー 

（2007 年度） 

2.  筑波大学サービス・イノベーションプロジェクト外部評価委員会委員（2007 年～2009 年度） 

3.  慶應大学サービス・イノベーションプロジェクト外部評価委員会委員（2008 年～2009 年度） 

4.  筑波大学プレ戦略イニシアティブ推進機構分野別評価委員会委員（2008 年～2009 年度） 

5.  経済産業省サービス・イノベーション生産性向上支援事業公募審査委員（2008 年度） 

6. 「関西サービス・イノベーション創造会議」座長（2008 年～2009 年度） 

(6) その他の学内・学外・社会貢献活動 
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第 3 部 外部評価委員による評価 
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第 1 章 外部評価委員会の構成 

 
 経済学研究科・経済学部は，本報告書に基づく外部評価を実施するために，坂本達哉，

林敏彦，平松一夫の 3 氏から構成される外部評価委員会を設置した。外部評価委員の委嘱

期間は，坂本委員及び林委員が平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで，平松委

員が平成 22 年 12 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで、である。 
外部評価委員の委嘱に当たっては，委員候補者の教育・研究者としての業績及び見識，

専門領域，本研究科・学部との関係の有無（外部評価に影響を及ぼすような利害関係を有

しないこと）等を慎重に検討した。外部評価委員のプロファイルは，下記の表の通りであ

る。 
 

外部評価委員のプロファイル 

氏 名 所属・職名 略 歴 
坂本 達哉委員 慶應義塾大学経済学部教授 1984 年慶應義塾大学大学院経済学研究

科博士課程単位取得。1996 年経済学博

士（慶應義塾大学）。専門は社会思想史。

1996 年から現職。慶應義塾常任理事，

経済学史学会幹事等歴任。日本学士院賞

等受賞。 
林  敏彦委員 同志社大学大学院総合政策

科学研究科教授 
1972 年スタンフォード大学博士課程修

了（Ph.D.）。専門はミクロ経済学等。大

阪大学名誉教授。2010 年から現職。ス

タンフォード日本センター理事，大阪ガ

ス監査役等歴任。 
平松 一夫委員 関西学院大学商学部教授 1975 年関西学院大学商学研究科博士課

程単位取得。1987 年商学博士（関西学

院大学）。専門は会計学。1985 年から現

職。関西学院大学学長，アメリカ会計学

会副会長等歴任。日本会計研究学会太田

賞等受賞。 

五十音順。 
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第 2 章 外部評価委員の評価報告 

 
1． 坂本達哉委員の評価報告 
 
京都大学経済学研究科・経済学部（以下、京大経済と略称）は日本の経済学教育・研究

において長らく指導的地位を占めてきた。その中心にある理念は徹底した研究・教育の自

由であり、高度な経済学的知性の育成、経済社会にかんする広範で柔軟な見方・考え方を

有する指導的人材の養成であった。今回の報告書を通読し、そのような戦前以来の理念と

伝統が、グローバル化と激しい大学間競争という現代において着実に継承・発展されてい

ることを確認することができた。以下に委員会において私が述べた意見を要約する。 
 
1-1 研究について 
 京大経済の研究活動が国内外において高く評価され、多くの世界的な経済学者を各分野

において輩出してきたことは言うまでもない。今回の報告書には、そうした輝かしい実績

をさらに強化・発展させるための諸方針が示されている。研究科長からは、近年の京大経

済の研究活動や専任教員の構成が、マルクス経済学を中心とする戦後の流れからの大きな

変化を示している点が指摘され、耳を引いた。たしかに、各研究者の専門分野や研究業績

は、 新の経済学・経営学等の動向を反映して国際化・現代化している。各分野において

先進的・国際的な研究実績が積み上げられていることが各種データから読み取られるが、

その反面で、今後の京大経済の重点的研究分野は何かがかならずしも明確に読み取れない

憾みがある。日本の他の主要経済学部と同じく、京大経済も大きな学問的曲がり角にある

とも言えようが、長期的な教員人事政策とも関連して、とくに重点的に強化されるべき分

野や人材に対する戦略的展望がより具体的に示されればさらによかったと思われる。経営

管理大学院及び公共政策大学院が分離・独立した後の、京大経済固有のミッション・ステ

ートメントの再定義も必要であろう。 
 
1-2 教育について 
 大学院・学部をつうじて京大経済の教育内容と学生の質は国内トップクラスであり、国

際的にも有数であろう。すぐれた教員・研究者の存在がそれをささえていることは言うま

でもない。今回とくに印象に残ったのは、質の高い少人数教育の伝統が大学院・学部のカ

リキュラムに明確に反映されていることであり、留学生数の増加によって、その国際性が

着実に高まっていることである。図書室、各種データベース関連機器、遠隔教育用施設な

どハード面の充実も組織的に図られ、ポスドク院生を非常勤講師等として任用するなどの

研究者育成システムも迅速に整備されている。とくに評価できるのは、ＦＤの一環として
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の学生による授業評価・アンケート制度の整備であり、ネットを利用したシステムが実験

的に導入されている点である。委員会ではその問題点も指摘されたが、ぜひとも継続的な

運用が望まれる。英語だけで学位が取得できる大学院プログラムの存在も高く評価できる

が、今後は、そうした強みを活かして、東アジア以外の地域からの留学生の誘致、そのた

めの広報活動等の強化も期待したい。学部・大学院生のための短期海外派遣プログラムの

強化ものぞまれる。 
 
1-3 管理・運営・組織について 
 長い伝統と質の高い教員・学生を擁する京大経済の管理・運営は、基本理念である学問

の自由を基礎にした堅実なものと感じられる。他の多くの伝統校と同じく、教員全体に占

める自校出身者の割合がやや高いと思われるが、委員会では、京大経済以外を 終学歴と

する教員の比率が着実に高まっていること、外国人教員の数も増えていることが説明され

た。この傾向がさらに強化されれば、京大経済の国際的競争力もいちだんと高まるであろ

う。教員における教育・研究のバランスの問題はいずれの経済学部においても大きな課題

であるが、研究科長からは、大学の独法化、大学院重点化等の国立大学の急激な環境変化

に適切に対応するための各種政策の必要性と、容易でない課題の数々が具体的に示された。

たしかに、教職員数の頭打ちあるいは削減が財政的に不可避である状況下での教育・研究

体制の整備・強化は容易でなかろうが、委員会に出席された京大側委員の方々からの説明

には、そうした状況を乗り越えて京大経済の伝統を未来に繋げていこうとする意気込みが

十分に感じられた。伝統と革新という古くて新しい課題に対して京大経済がいかなる挑戦

をおこない、指導的なエコノミック・スクールとしてどのようなあたらしい教育・研究モ

デルを提示していくのか、多くの関係者が注目しているところである。 
 
 
2． 林 敏彦委員の評価報告 
 
報告書は全体として京都大学経済学研究科・経済学部（以下、貴学部といいます）の現

状を正確に反映し、真摯に自己点検を行い、現状改善への方向性を指し示すなど、妥当な

記述になっていると評価されます。その上で、いくつかの点についてコメントさせていた

だきます。 
 
2-1 大学院教育 
 貴研究科では他大学と並んで専門職大学院を設け、留学生を幅広く受入るなどして社会

のニーズに応える努力をしておられます。そのこと自体は大学の社会的責任として評価さ

れるところですが、貴研究科にとって基本的に重要なことは、やはり次世代研究者の養成

にあると思われます。 



276 
 

それについて報告は、「経済学の先端的課題や経済社会の諸問題に果敢に挑戦し、社会の

期待に応えられる研究者を養成することを目的とする」（p.7）と述べておられます。しかし、

その後に記述されている入試制度、カリキュラム、在籍状況等の外形標準だけからは、貴

研究科がどのような課題の研究に中心的役割を果たし、どのような社会の期待に応えられ

る研究者を排出してきたかが必ずしも明らかではありません。 
本来「自主と自由を尊重する気風」は、精神の自由を 大限尊重し、自由な発想から独

創的な研究を生み出すことに貢献してこそ価値ある学風かと思われます。その意味で、「京

都スクール」といった骨太の経済学が貴研究科から発展することを期待しています。アカ

デミズムとノンプロとの境界線が不明確になりつつある日本の現状を見るにつけ、単なる

社会工学的知識の切り売りではなく、思想と歴史研究に裏付けられたどっしりとした分析

と提案を生み出せるような学風をはぐくんでいただきたいと思います。 
 
2-2 学部教育 
 貴学部の人材育成理念は「真理の探究を通して、現在の社会が直面している様々な課題

の解決を目指し、激動絶え間ない現代社会の平和で調和ある発展に貢献する人材を育成す

る」（p.28）ことにあるとされています。その目的がどの程度達成されたか、達成されてい

ないかは、どのようにして評価すればよいでしょうか。 
確かにマスコミやビジネスで脚光を浴びる人材ばかりが社会を支えているわけではあり

ません。貴学部は大規模私学に比べて定員が少なく、卒業生もネットワークとして比較的

小さな政治的あるいは経済的影響力しか持ち得ないかも知れません。しかし９０年の歴史

の中で、どのような人材が育ち、どこでリーダーシップを発揮しているかを把握しておく

ことも重要ではないかと思います。アメリカの私立大学でしたら、それを 大の資産とし

て事あるごとに誇示すると思われます。 
 
2-3 研究活動 
 質、量共に大変活発であると評価します。 
 
2-4 教員組織 
他の評価委員からのコメントにもありましたとおり、京大博士課程の出身者がまだ多い

という印象を受けます。そのことには利点もありますが、欠点もあると思われます。欠点

の第一は、異なる研究環境で育った研究者を受け入れることで研究方法や価値観の多様化

が図られるはずですが、それができないという点です。伝統工芸の世界ではそのことが伝

統の継承と創造性を生むとも考えられますが、社会科学の研究は異なる意見の持ち主との

討議によって深まると思われます。 
欠点の第２は、教授会に師弟関係が持ち込まれると、自由な討議の場が失われる可能性

があるという点です。私自身は、これまで６つの組織に属しましたが、いずれも内部から
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の登用は１０％以下のところばかりでしたので、貴学部の教員組織と教授会の雰囲気を想

像することは困難です。 
 
2-5 情報システム 
 かなり高度なシステムが設置されているようですが、主としてどのような目的に使用さ

れているでしょうか。施設管理や学籍管理などではなく、国際的な研究者ネットワークを

作って、新しいアイデア創発のため、双方向の討論のためといった研究・教育目的に使用

されるよう期待します。 
 
2-6 国際交流 
 受入留学生が減少する傾向にあるようですが、その原因について分析する必要があると

思われます。 
 
2-7 教員の個人業績 

業績リストは、身分に関係なく教員名の５０音順でいかがでしょうか。 
 
2-8 後に 
全体として、学部自治の伝統から、研究・教育から学生、施設、入試、プログラム開発

などすべての管理業務まで教員がかかわっているようです。それは人材の非効率な使い方

だと思われます。筑波大学方式が望ましいとは思いませんが、学部内で教員、事務員、管

理・開発専門職を設けて、作業を分担してはいかがでしょうか。 
ともあれ、貴学部が日本の経済学研究のメッカとして輝きを維持されることを切望しま

す。蛇足ながら、学生時代に受けた穂積文雄教授の「支那貨幣考」の講義を思い出します。

なぜ「金融論」で中国の古銭の話ばかり出てくるのかと当時はいぶかしく思いましたが、

４５年たった今、妙に懐かしい思いにかられます。もうお一人印象に残った先生は、豊崎

稔先生でした。退官記念講義で一言「経済学の数字は人間だ」とおっしゃったことに全身

が震えるほどの衝撃を受け、それが私の経済学研究の原点になったと思います。これから

も学生が、そういう先生に４年間で一人でも出会えれば、京都大学経済学部としては十分

にその役割を果たしたことになるのではないでしょうか。 
 
 
3． 平松一夫委員の評価報告 
 
3-1 平松の所見 

『平成２２年度版自己点検・外部評価報告書』により、貴研究科・学部が研究・教育の

改善に鋭意取り組んでおられる様子を読み取ることができた。その尽力に対してまず敬意
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を表したい。京都大学経済学研究科・経済学部が、この分野におけるわが国の 高学府で

あることは衆目の一致するところである。そのことを承知した上で、ここでは優れた部分

ではなく、報告書を読んで明確でないなど疑問に思った点や改善を要すると思われた点を

中心に、私の所見を述べさせていただくこととする。 
 
3-2 総論 

京都大学は宿命として、東京大学にない研究・教育を求められている。その理念は「第

１章」でも述べられているが、さらに明確に提示し、実践されることが、期待される。 
第１次中期計画は平成16－21年度にわたるとされ、本報告書は当該計画の実施に係る取

組の「途中経過」を自己点検・評価するものとされている（p.1）。その中で平成22年度の

本報告書が途中経過とされていることの意味は何かが明らかでない。 
全般的に事実関係はよく記述されているが、計画における目標と達成度の対比において

評価するという観点が少ないように思われる。自己点検・評価においては、計画と実績の

分析をもう少し記述するのがよいと考える。 
 
3-3 各論 
3-3-1 第１章「はじめに」 

表1-1「京都大学経済学部・経済学研究科の沿革」（pp.5-6）は、第三者が沿革を理解す

る上で重要な資料であると思われる。しかし、表1-1の記述内容はその後に続く説明文に含

まれる重要項目を反映していないことがあり、説明文と整合しない箇所がある。重要な表

であるからこそ、表1-1において、沿革をもう少し充実させて記述するのがいいのではない

か。 
例えば、第2章の説明文では日本証券投資顧問業協会・投資信託寄附講座、みずほ証券寄

附講座（p.12-13）について説明されているが、表1-1には記述されていない。他方、みずほ

ＦＧ寄附講座については表1-1に記載されている。どういう方針で沿革を書いているかわか

りにくい。繰り返しになるが、外部者にとって表1-1がもつ意味を考えるならば、表1-1を拡

充し、それを見れば沿革の全体像がすべてわかるようにするのがいいと思う。 
 
3-3-2 第２章「大学院教育」 
基礎科目の充実（p.13）は評価されるが、それがどういう計画でなされたのか、また計画

との関係で十分なのか、あるいはなお課題を残しているのかを判断しにくい。 
多くのコースに英語による科目が設けられているが、近代経済学応用コース、歴史・思

想史コースには英語の科目が設けられていない（pp.15-16）。この点は特に触れられていな

いが、なにか事情があるのか。 
国立台湾大学との交流が記述されているが（p.18）、表2-10の「部局間交流協定一覧」

（pp.24-25）には掲載されていない。台湾大学との交流は部局間交流協定でないという理解



279 
 

でいいか。とすれば、これはどういう位置づけで行われているのか不明である。 
「現在本研究科が抱える問題を検討し、引き続き改革に取り組んでいく」（pp.26-27）と

されている。そして課題としては、授業評価、自己評価、後期課程における単位制導入の

検討が挙げられている。さらに今後の検討課題として後期課程編入入学試験のあり方が挙

げられている。その検討に向けた対応はなされているか。 
学生による授業評価はどのように活用されているかが、必ずしも明瞭ではない。なお、

学生による授業評価が問題点を含んでおり、その活用が容易でないことは広く理解されて

いる。 
 
3-3-3 第３章「大学教育」 

「人材育成・教育理念」（p.28）が掲げられているが、どのようにそれを行っているのか、

またその評価はどうか。 
入試の説明と表３－１「年度別学部入学者」の関係（pp,29-30）がわかりにくかった。ま

ず、外部者にもわかるように、現行入試制度の概要を説明しておくのがいいように思われ

る。 
入試制度改革の成果（p.29）とそれに対する評価はどうか。まだ時間がたっていないので、

現時点では評価しにくいかもしれないが、すぐれた学生を確保する上で重要なことなので、

改革の成果を評価することは是非していただきたい。 
「コース制の導入」と「入門演習の導入」（p.32）については、それぞれそのねらいが記

載されている。これに対する評価を行っておくことが肝要である。 
国際化に関連して、表3-10「学部国別正規留学生数」、表3-11「国別研究生留学生数」、

表3-12「交換留学制度による派遣・受入学生数」が掲載されている（pp.38-41）。国際化の

重要性に鑑み、これらに関連する計画値はどうであったのか、また実績は計画と比べてど

うか、それをどう評価しどういう対応策をとるのかを記載する必要があると思う。長期留

年者・退学者がいると記載されている（p.42）。その理由は何か。 
 
3-3-4 第４章「研究活動」 

研究活動の課題として、研究活動に割ける時間的余裕がない点が指摘されている（p.44）。
このことは京都大学経済学部・経済学研究科だけの問題ではないが、どうするかの方針を

記載する必要がある。 
 
3-3-5 第５章「教員組織」 

「女性教員が２名、外国人教員が１名とやや少ない」（p.53）との指摘がなされている。

これを解消する意図と方針はあるか。 
TA・RAの予算が厳しくなっているとされている（p.56）。これを克服するための考え方

や対応策はあるか。 
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3-3-6 第６章「管理・運営」 
職員定数の絶対的不足が問題点として指摘されている（p.61）。何か対策はあるか。 

 
3-3-7 第８章「施設・設備」 
「早期解決を、施設・環境部に要請している」（p.67）とある。何か回答はあったか。 

 
3-3-8 第１０章「国際交流」 
英語圏との交流も重要な課題となろうとされている（p.83）。また、ヨーロッパや東南ア

ジアとの交流をより充実させることや、インドなど新興国との交流を開拓することも重要

とされている。これらの指摘事項に対して、対応がなされる方向にあるか。 
 
 
《付記》 

外部評価委員の評価報告において指摘された問題点のうち，本報告書の編集・記載に関

するものについては， 終版の取りまとめに当たり，可能な限りでの改善・修正を施した。 
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参考資料 外部評価委員速記録 

 
 
 
 
 本報告書に基づく外部評価委員会を，下記の要領に基づいて開催した。この参考資料は，

同委員会において行われた議論及び質疑の概要を，外部評価委員の諒承のもとに，自己点

検・評価 WG の責任において，速記録として取りまとめたものである。 

 
日 時 平成 23 年 2 月 21 日 午後 13 時 30 分～15 時 30 分 
会 場 経済学研究科・経済学部 8 階リフレッシュルーム 
参加者 下記の通り。 
外部評価委員 

1. 坂本 達哉先生（慶応大学） 
2. 林  敏彦先生（同志社大学） 
3. 平松 一夫先生（関西学院大学） 

経済学研究科・経済学部 
①執行部 

1. 田中 秀夫教授（研究科長・学部長） 
2. 小島 専孝教授（評議員） 
3. 久本 憲夫教授（評議員） 
4. 劉  徳強教授（教科委員会主任） 

②点検評価 WG メンバー 
1. 黒澤 隆文教授 
2. 藤井 秀樹教授（自己点検・評価 WG 主任） 
3. 若林 直樹教授 
4. 遊喜 一洋准教授 

《陪席》藤岡 恭伸事務長，押谷 宗直総務掛長，井上 武男教務掛長 
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外部評価委員会の模様 
 
 
●田中 先生方、本日はお忙しい中、外部評価にご参集いただきまして、どうもありがと

うございます。京都大学の経済学部は、今年創立 93 年目で，７年後には 100 周年を迎えま

す。それなりの歴史を背負った部局ですので，どのような研究科・学部にするかというこ

とをつねに考えていかなければならないと，私どもは自覚しております。本日は先生方に、

いろいろ忌憚のないご意見をいただきまして、それを参考にして研究科・学部の改善につ

ないでいこうと思っています。本日の進行は，藤井教授が担当します。 
●藤井 藤井と申します。よろしくお願いいたします。先日先生方にお送りしたのは，本

日のご議論のたたき台にして頂くために外部評価委員資料として編集した『自己点検・外

部評価報告書』です。内容は「第１部・部局の状況」と「第２部・教員の個人業績」の２

部構成になっています。これに，本日のご議論と評価を「第 3 部・外部評価委員による評

価」として追加し， 終報告書とする予定です。そのために，今日のご議論につきまして

は録音させていただきたいと思いますので，その点どうかご諒承ください。 
 50 音順ということで誠に恐縮ですが、坂本先生、林先生、平松先生という順番でご発言

いただき，その後に個別の論点についてご議論いただければと思っております。それでは，

坂本先生、よろしくお願いいたします。 
 
単位制を前提とした幅広い研究指導 
●坂本 京都大学経済学研究科・経済学部は、日本を代表する経済学 economics school と
いうことであって、歴史的、社会的にも本当に尊敬すべき伝統を築いてこられた機関であ

りまして、全体を拝読しまして私自身も非常に学ぶところが多かったですし、自分が勤め

ている学校との違いというものが、やはり随所にありまして、その相違点から学ぶところ

が大変、多かったということで、外部の人間として評価をするということは、なかなか容

易ではないところがありますけども、いま藤井先生のお話もありましたので、率直に幾つ

か述べさせていただきたいと思います。 

外部評価委員会速記録
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 まず大学院教育のところから始めたいと思います。非常に基本的なところなのですが、

７ページにあります修士課程、博士後期課程の「教育理念」で、私の読んだ限りでは、研

究者を目指す、研究者養成ということが非常に強く大きく出ていると思うんですね。５年

間の一貫教育ということで、 終的には博士論文を書かせて学位を出すということを目的

としているということは多くの大学でもそうなのですが。 
 ただ、 近の社会的要請からすると、修士学位を取った段階で、さまざまなかたちで社

会に出ていく人も多いのではないか。あるいは、そういうニーズに応えようとしている修

士課程も割と 近、増えているのではないかと。 
 そういう点からすると研究者養成は、京都大学ですから当然のことだと言えば当然なの

ですけれども、いわゆる修士課程から幅広い、一般企業だけではなくて、さまざまな機関、

国際機関なんかも含めまして、高学歴者が修士号レベルの学識を使って活躍できる場が増

えていると思っていまして、その辺りの力点というのは、どうなんだろうかと思いました。 
 留学生についても、５年一貫の博士論文の作成を目指す学生を受け入れるという点が強

調されているように思います。同じように留学生についても、やはり修士号を取って社会

に出ていくというニーズは、いま、かなり増えているのではないかなと。その辺りが大き

い大学院教育の目的という点で一つ感じたところであります。 
 博士課程が単位制を取っておられないというのが、大変、私には印象的でありまして、

私が拝読したところでは二人の教員による指導体制というものをお持ちだと。ただ、これ

は も極端なケースでは二人の先生だけしか、その学生のことを知らないということも生

じ得るということかと思われます。また、 後の博士論文の審査のときには、ほかの審査

員の方も入るのかもしれないですけど、二人の人だけで、例えば後期博士課程ですと３年

間指導するということは、やや指導の幅というものが狭いのではないかと。 
 後の方で，博士課程への単位制の導入は現在検討中と書かれていたと思うのですが、

私も、その方向での検討が、なされてもいいのではないかと思った次第です。 
 もちろん博士課程ですから単位というものは、あくまで大前提であって、単位を踏まえ

た論文提出ということなのですけども、やはり、できる限り幅広い研究者、仲間の大学院

生、他分野の博士課程の院生との接触を確保するためには、やはり博士課程での単位制は

考えられてもいいのではないかなと思いました。 
 
印象的な授業評価制度 

●坂本 今度は学部の状況に関する発言です。学部留学生のための特別の指導ということ

をやられているということですが、38 ページの一番下に「特別の講義科目を担当して教育

および研究指導を行っている」と。留学生と、いわゆる帰国子女でしょうか。これについ

てのご説明があまりないように思いました。 
 これは正規の留学生だとすると正規の学生になるわけですので、入試の形態は違うと思

うのですけども、ひとたび入った後は、他の一般の日本人学生と同じ指導をするのが普通
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かなと思うんですけれども、「特別の講義科目」。これは日本語関係の科目とか、特に日本

の文化や生活になじむための科目という意味なのか、それとも専門科目についても何か留

学生、あるいは帰国子女向けの特別の講義をされているのかを伺いたいと思ったところで

あります。これは、どちらがいいということではないのですけれども。 
 これは、いい意味で一番印象的だったことの一つなのですけど、次の授業評価制度です

ね。これは 42 ページに記載されており、後でも出てくるところでありますけども、大変、

積極的にやられていることに感銘を受けたわけですけど、2005 年度以降やられていて、現

在ではウェブ上での評価の提出ということもやられている。 
 

 

坂本委員 
 
 これは私の勤務校が非常に遅れていて、外部評価機関からも指摘されていながら、なか

なか動かないものなので、非常に早くから、しかもウェブを使って。これは藤井先生の個

人調書にも出ているんですけど、学生の評価の分析なども非常に細かくされる。この辺り

のノウハウ、学生の評価制度というのは、非常に評価できると思います。 
 ここまで大きな大学、特に伝統校で、きちっとやられているところは、なかなか少ない

のではないかと思います。先生方のプライドも高いということもあって、なかなか導入し

にくい問題だと思うのですけど、迅速に進んでいるのは大変、立派なことだと思っており

ます。 
 それから、組織の問題でいきますと第５章ですが、これは、あえて指摘ということで申

しますと、やはり 53 ページにも書かれているとおり、女性教員２名、外国人教員１名とい

うのが、ファカルティーの規模から言って、いささか少ないのではないかと。 
 近は公募制で完全に人事を行うようになっているということなのですけども、そうい

う性別や国籍についての考慮は、おそらくされていないんだと思うのです。やり方によっ

ては、ある種の女性教員を積極的に登用しようとか、外国人教員を積極的に採用しようと

いうやり方を取っている学校も、おそらくあると思うので、この辺り、どういう方針を持

たれているのかと思ったわけです。 
 教員組織の関係で言うと、これは京大の経済学部で大変な伝統でございますから、当然
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のことだと思うのですけれども、京都大学が 終学歴という先生方が比較的、多いのかな

と。ざっと 50 人の個人調書を拝見したのですけど、 終学歴が京大でない方の数は、私の

見たところでは 18 名ぐらいであります。ほかの 32 名の方は京都大学の博士号が 終学歴

ということで。これは、これから公募を進めていくと、当然、変わってくると思うんです

ね。その辺の方針とかそういうものは、おありなのかどうか。伝統校では、みんな、どこ

でも悩ましいところだと思うのですけども、この辺りの方針を、先ほどの女性や外国人の

問題と重ねて伺いたいと思いました。 
 
少人数教育と学部ゼミ 

●坂本 また教員に戻ってしまうみたいなのですが、56 ページに関係しているのでしょう

か、少人数教育ということが全体に強調されていまして、学生数も私学に比べて大変、少

ないですし、教員の数が相対的に多いわけで、非常に少人数教育をやりやすい環境にある

と思うのですけども。例えば 56 ページに「学部ゼミナール」という表現があります。この

学部ゼミナールというものは、どういうものかということが、ほかのところでは、あまり

分からなかった。「演習」という言葉は、おそらく学則上の表現なのかなと思ったのですけ

れども、「ゼミナール」の具体的な中身や在り方とか、その辺が、やや分かりにくかったと

いうことがあります。 
 学生個人に対するケアということで言いますと、学術的なこと、教育面だけではなくて、

メンタル面とか、後の方で出てくる就職等が、いま厳しい状況の中で留年を選ぶ学生も増

えているというようなことで、京都大学ですらも、そういうことなのかと思いましたけれ

ども。生活全体に対する学生個人へのケアというものが、どう行われているかが、あまり

明確に書かれていない。 
 おそらく、心のケアとかそういうものは、大学全体の機関で扱われているのだと思うの

で、これは、どちらの大学も同じだと思いますけども、ただ直接、経済学部生、院生等に

対して、少人数教育とはちょっと違う問題なのですけど、個別のケアみたいなものは、ど

うされているかということが、あまり分からなかったということがございました。 
 図書館の設備・情報関係は大変、進んでいらっしゃるということが非常に分かりました。

特に学部単独、研究科単独で国際会議もできる遠隔室、80 ページに写真が出ておりますけ

ども、こういうものを備えているということは私学からすると、うらやましい立派な設備

だなと思いまして、感心をした次第であります。 
 国際交流のところで、85 ページ辺りの「留学生の受入状況」で、ここに表が平成 17 年度

から平成 21 年度まで出ているのですけども、218 名が 155 名になっているということで、

どちらかというと減っているのではないかなと。これは、かつては多すぎたものが適正化

したということかもしれません。この辺どういうことなのか。どこのスクールでも留学生

を増やすということになっていますので、背景に要因があるのかどうかということを伺い

たいと思います。 
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 国立大学は、日本人学生を、短期留学も含めて，海外へ送り出す数が、やはり非常に少

ないのかなという感じはいたします。派遣実績では 14 名などという数になっておりますの

で。この辺りも本当は、もう少し多くてもいいのではないかなという気がいたします。一

年間の留学というのは難しいにしても、何か短期の交換協定などを使った送り出しという

ことが、もう少しされてもいいような気はいたします。 
 
留学生対象の開講科目 

●藤井 ただいま坂本先生から全体的なコメントと所見をいただきました。その中で、大

きく４点の質問事項があったように思います。これからのご議論に関わるかもしれません

ので、手短にお答えさせていただければと思います。 
●遊喜 留学生に対しましても基本的には、普通の日本人学生と同じ講義を受けさせてい

ますが、33 ページに「平成 21 年度以降入学者専門科目一覧」がございまして、上から三つ

目の「専門基礎科目」の下カラムに留学生の対象の科目として、「基礎比較経済論」、「基礎

企業ガバナンス論」等の４科目が、留学生担当教師から提供されております。これも留学

生に基本的な経済学と経営学の知識を習得させるために提供されているわけですけれど、

それ以外は通常の科目を履修させる方針になっています。 
●坂本 この科目は、どうして留学生のために特に設けられているのですか。 
●遊喜 留学生の場合、やはり日本の経済、あるいは経営に対する知識というのが、通常

の学生と比べて不十分ではないにしても、ある程度ということもありまして、基本的な知

識を提供する目的で設けられています。 
●藤井 半年や１年の短期で来日する、学位を狙わない留学生のためのプログラムなんで

すね。卒業を考えている留学生については、先生が先ほどご指摘のように、一般の学生と

同じ授業科目、カリキュラムで履修しています。 
●坂本 正規学生ですね。卒業を希望している学生に対する日本語教育というのは，どう

いうものでしょうか。これは、おそらく学部の問題ではないかもしれませんが、どうなっ

ていますか。 
●遊喜 基本的には全学レベルで一般教育のコースが設けられておりますので、こちらを

受講することは可能です。卒業単位としては認定されないのですけども。 
●坂本 義務付けてもいらっしゃらないということですか、日本人と同様に。 
●遊喜 入学試験の形態からして、そもそも、かなり高い日本語能力を持つ―正規学生の

場合にはですけれども―留学生が入ってきていますので、正規学生に関しては、それほど

心配はないですね。こちらは、先ほどありましたように短期の留学生です。 
 
女性・外国人・京大卒外の教員採用 

●藤井 ご質問の２点目です。これは教員採用の方針に関連するご質問だろうと思います。

外国人や女性の登用が少ない。また、京大外の 終学歴をお持ちの方の登用が少ないとい
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うことですが、これについて何か方針はあるかということです。 
●若林 これについては若干の修正があります。外国人教員は、実は２名です。あまり大

した比率の上昇はないのですが。 
●坂本 ２名。１名ではなくて２名ということですね。 
●若林 ええ。明確に外国籍で採用している方は２名です。ご指摘の点は、全学でも経済

に対して強く指摘されております。採用の際には、女性と外国人について一切差別はない

し、むしろ優遇するようなことを募集要項には書いているのですが、結果として、なかな

か応募がないというところでは、改善の必要があります。 
●田中 京大全体で、女性教員が非常に少ないということは、総長以下、みんなの共通認

識になっています。特に経済は低いと指摘されています。全国のメジャーな国立大学の中

でも 下位になりました。それで急きょ、戦略定員でもって、国際化ということも含まれ

ていますけども、女性教員を優先的に採用するプロジェクトがあれば申請するようにとい

うようなことが、いま出てきております。しかし、女性教員を優遇するアファーマティブ・

アクションみたいなことは、これまでとくにやってきませんでした。 
 われわれのところも今度、戦略定員で、ぜひ女性教員を採用したいなと思っています。

本部が認めてくれますと採用できるようにはなります。男女平等参画の社会をつくってい

かないといけないということは意識しておりますので。 
 

 
田中研究科長 
 
●藤井 戦略定員と申しますのは、学部に配当された定員外に本部がプールした定員がご

ざいまして、これを大学本部の戦略的判断に基づき特定のプロジェクトに対して有期で配

当するという制度です。 終学歴で京大卒外の教員が少ないのではないかというご意見に

つきまして，何かございますか。 
●久本 この数年，教員採用はすべて公募で行っていますので，われわれの認識としては，

京大卒外の教員の比率が上がってきていると見ているのですけど、世間的には確かにおっ

しゃるとおりかもしれません。 
●坂本 54 ページにあります 近の公募とその実績を見ますと，採用された教員のうち京
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大の出身者というのは矢野先生だけではないかと思うんです。准教授で 2007 年以降は、で

す。あと、もう一人いらっしゃったかな。だから， 近のトレンドで見れば，京大外の教

員が増えているといえる。 
●藤井 田中先生、何か、それに関連して、方針に関わることがありましたら追加で、お

願いします。 
●田中 古い世代では京大出身者が多かったのですけど、今は昔です。 近は競争で，残

念ながら京大の卒業生が負けてしまっているという、それはまた別の意味で非常にゆゆし

き問題だと思いますけどね。 
●坂本 まったく同じ議論を私も勤務先でしていますので、よく分かります、はい。 
 
学生の生活全般へのケア 
●藤井 ３点目のご質問です。少人数教育に関連いたしまして、留年生等も含めました学

生の生活全般へのケアについて、どういう取り組みがなされているかですね。 
●田中 これは本当に大きな課題として認識しています。まず、メンタルな問題を抱えて

いる学生が増えているという現実がありますが、そういう学生は学校に出てこないんです

よね。出てこない学生をどうやって把握するかということで、いま苦慮しています。 
 ３回生ぐらいになった段階で、親御さんが突然訪ねて来るというようなことが、 近増

えました。実はわれわれは、いままで十分に対策を取っておりませんで、それについては

深く反省しています。そこで、学生委員会というような組織を立ち上げ、そこでメンタル

な問題を抱えている学生をまず把握して、どういう指導ができるかを検討しようと、まだ、

そんな段階なのですけど、そのように考えています。全学的には，カウンセリングセンタ

ーや保健管理センターと連携しながら、やれるのですけれど、学生自身がそういう所に出

てこなければ、やはりいかんともしがたいのです。だから，学生の状況を把握するところ

から再スタートしようという段階です。 
●坂本 卒業できない学生の問題もあるということが、ちらりと書かれています。その人

数とか、具体的なことは触れられていないのですけれども、例えば中退者の数が増える傾

向にあるとか、その辺りはいかがでしょうか。 
●田中 数字的には、つかめていないのではないかな。どうですか、どなたか。印象とし

ては特に増えているわけではないけども。留年は３割ぐらいありますね。 
●坂本 3 割はすごいね。それも４回生の数が多いのが、ちょっと驚きです。卒業、就職そ

の他のために卒業しないということですか。 
●田中 単位が取れずに、という学生もいますね。 
 
留学生の受入状況 

●藤井 それでは４点目、 後のご質問なのですが、報告書の 85 ページに表がございまし

て、これは年度別の「留学生の受入状況」に関するものです。数字を見ますと減っている
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ということでございまして、その理由は何かということです。これは黒澤先生ですか。 
●黒澤 黒澤です。この章を担当しました。平成 18 年４月に経営管理大学院と公共政策大

学院ができまして、そのとき学生の７～８割がそちらに移りました。修士の 70 人台から 30
～40 人への減少というのは、ほとんど、それに起因しています。ただその影響を除きまし

ても、10 名ぐらいは減ってはいるかなという感じはします。全体として、経営管理と公共

政策という二つの専門職大学院と、研究者養成を主目的とした経済学研究科の関係が、外

部の方には少し分かりにくい作りになっているかもしれません。 
●坂本 留学生比率という点では、本当に十分に高いと思うんですね。大学院では３、４

割と、確かどこかで書かれていたと思うのですが。方針としては、これでもう適正な水準

にあるというお考えなのか。それとも、まだ増やす余地があるというお考えなのか。 
●田中 留学生のクオリティーの問題がかなり深刻だと，一部の教員は思っております。

ですから、もっと優秀な学生、大学院生を採りたいと思っているのですが、そのためには、

それなりの努力をしなければならないなと。いままでのやり方では必ずしも十分ではない

と思っています。では，どういう方法で海外の優秀な学生を確保するかを、これから考え

る必要があるのですけども、なかなか名案がない。長期的に京大経済のプレゼンスが高ま

れば、いい学生が来るのだろうと思っています。どうプレゼンスを高めるかということは、

そういう意味では，重要ではないかと思っております。 
●黒澤 84 ページで少しだけ触れているのですが、平成 21 年度に東アジア国際人材開発コ

ースを開設しました。定員が 5 名と少なく、初年度は想定の応募者層とのずれが幾分あり

ましたが、２年目の今年は非常に皆さん優秀で、そういう意味では創設した目的が、ある

程度は達成されたかなと思っております。 
●藤井 いま 初の坂本先生のご所見と、それに関するご質問ということで議論を進めて

おりますが、それに関しまして林先生や平松先生、もし追加の関連質問等がございました

ら頂戴したいと思います。 
 
経済学研究科と経営管理大学院の関係 

●平松 ５年間の研究者養成コースあるいは修士課程で入学者が減少しているのではない

かと坂本先生が指摘された点ですが，先ほどのお答えは，経営管理大学院と関連している

と理解したんですけど、そういう理解でよろしいでしょうか。 
●田中 従来、経済学研究科では社会人コースというものを設けておりました。それで修

士の定員を一時は 94 名まで増やしたのですが、その大半を、経営管理大学院をつくりまし

たときに、そちらの定員に移したのです。ですから大学院を２年で終わるという人は、専

門職大学院で勉強してもらって社会に戻ってもらうということになっています。ただ，経

済学研究科に入学したけれど、修士号を取得して社会に出たいという人もおります。 近、

特に留学生で，そういう傾向が出てきております。そうしますと、経済学研究科において

は５年間で研究者を養成するという制度の趣旨が損なわれることになりかねませんので，
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それについては対策が必要だと思っております。 
 

 
平松委員 
 
●坂本 公共政策と経営管理は、それぞれ professional school なわけですけども、やはり

経済学の master degree というものは別の意味を持っていると思うんですね。修士号を取

得していろいろいなところに就職するということについても、これからは需要があるんじ

ゃないですか。ただ、それは新しい二つの専門職大学院の仕事であって、経済学研究科は

そうではない、あくまで研究者養成だというのも一つのお考えだと思うので、これは、ど

ちらなのかなということをお伺いしたいかということです。拝見する限りでは，５年間の

研究者養成というものを基本にされているということですね。 
●田中 それを基本にしています。しかし、それだけの院生を取れないんですよね。実は

定員を満たせていない。経済学研究科で５年間，研究者を目指して勉強したいという人材

が、十分にはいないのです。それが問題で、現に平成 23 年度の博士コースは、おそらく十

数名の欠員になるだろうという感じです。ですから、もう１回、研究科のミッションを練

り直して、いろいろなところから優秀な人材を集める取組みが必要ではないかなというこ

とで、いま検討を始めております。 
 しかし他方で、博士学位取得者の出口は限られています。博士を仮に定員通り 44名採り、

研究者として養成しても、大学等の研究機関に十分なポストはありませんから、そこが大

きなネックになります。団塊世代がこれから定年で大学を辞めていきますから、短期的・

一時的には少しは状況が緩和されるかもしれませんけども、長期的には，非常に深刻な状

態になっているという認識です。 
●平松 意外な発言を聞いてしまいました。逆に、われわれ特に私学の立場から言うと、

皆さん、京都大学や国立大学のドクターコースへ行ってしまうので、われわれのところが

悲惨な状況になっていると。ですから十分に定員も満たしておられるかなとは思ったりし

たのですけど、そうでもないということですね。 
●田中 定員は満たしてないですね。以前、東大の総長をやっていた佐々木毅さんが任期

中に、「博士学位取得者を、官界とか産業界でも採用してくれ」ということを言い続けまし
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た。しかし，状況は変わりませんでした。 
●藤井 申し訳ありません。ご議論の途中で恐縮ですが、いま事務担当者から資料が参り

ましたので、ご紹介申し上げます。先ほど坂本先生から生活全般へのケアに関連しまして、

中途退学者は何人くらいいるかというご質問がございました。直近の２～３年の状況です

が，各学年に約 250 名の学生が在籍しておりますけども、そのうち事務で中途退学者とし

て確認できているのは２～３人ということです。大学院生につきましては、ほとんどなし

ということです。 
●坂本 それは本当に少ない数ですね。 
 
京大経済が目指すもの 

●林 京大の出身者がマジョリティーだということに関連して、変な聞き方をしますが、

教授会の中で自分が習った先生がいるファカルティーメンバーの数はお分かりですか。 

自分が、かつて指導を受けた先生と同じ教授会の席に座っているというのは、私の経験で

は極めて風通しが悪い。 
 私が勤めた阪大の経済学部では，阪大の経済学部を卒業した人の割合は２割以下でした。

外人部隊が大多数でした。放送大学にも行きましたけれども、放送大学出身者はゼロです。

京大経済では立派な研究者を育てられているということは、そのとおりだと思うのですが、

反面、教授会の風通しが悪いのではないかなと、ちょっと余計な心配をした次第です。こ

れは、お答えいただかなくて結構です。研究科の皆さんが笑っておられるということで、

だいたい見当がつきました。私もここで，少しコメントさせていただいてよろしいですか。 
●藤井 はい、結構です。 
●林 第一は、世の中が激動時代を迎えていて、日本国民のみならず世界の人々が、いろ

いろな問題に直面している中で、京大経済学部としては、どういう経済学を目指している

のかという点です。つまり、時代とどう格闘しているのか。私の印象ですが、このカリキ

ュラムや研究科目はやや古いのですね。しかし，看板は古いけど中身は新しいんだという

ようなことがあるかもしれない、その辺のことを聞かせていただければと思います。 
 私は、経済学自身が悩んでいると思うんですね。経済学のフロントも拡大していってい

ますし、経済学という学問は外部の人から見ると、別に「経済学」という名前でなくても

いいのではないかというぐらいに問題が拡散していると思うんです。そういう中で「京大

の経済学部はここなんだ」という気概といいますか、そういうものを見せていただきたい

なと思うんです。 
 日本の経済政策には、金融政策、財政政策あるいは規制の問題などがありますが、私が

見るところ、軽薄なマスコミの論調に左右されているケースが非常に多いと思います。ど

っしりと事実を見据えて、歴史や思想の観点から、ものごとを考えることが大切です。東

京にない京大の経済学から出てくる提言が、人々の幸せにどうつながっていくかというこ

とを、皆さんはいろいろ考えていらっしゃるだろうから、それを聞かせていただきたいな
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と思います。 
 経済学はやや社会工学的な学問になりつつあります。どのボタンを押せば何色の旗が揚

がるかというようなことがありますけれども、そうではないのではないかと。少なくとも、

私が京大の経済学部に対して持っているイメージは、そうであってほしくないなという気

持ちがあるものですから、それを 初に基本的な問題として、お話しさせていただきたい

と思います。 
 

 
林委員 
 
京大経済学部の顔 

●林 ２点目は，外国の大学でよく「アウトリーチ活動」と言いますけども、研究・教育

の内容を、いかに社会に伝え，働きかけていくか。これは先生方が個人的に、例えば講演

会、シンポジウム、学術論文あるいは新聞論評を通じて、いろいろなさっていると思うの

ですが、この報告書を見させていただいたところ、どうも京大経済学部の顔が見えてこな

い。 
 例えば、自分のホームページを持っていらっしゃる先生方が、かなりいらっしゃる。そ

こを見ると一人一人の先生が何をしているのかはよく分かるので、これは素晴らしいこと

だと思うのですが、京大経済学部として、こういうことをやっているよということが見え

るような、そういうことはできないのかなと思います。 
 ３点目は、ホームページを見たところ、私の印象では約半分の先生が、ご自分のホーム

ページを英語でつくっておられるんですね。これは素晴らしいことですが、それでは京大

の経済学部に英語オンリーの講義はあるでしょうか。留学生の質や優秀さということが問

題になりますけれども、日本語以外の言語で自分の考えを深めたり述べたりするというコ

ースをお考えでしょうか。多くの大学で英語の講義は熱心にやっておりますけれども、こ

ちらでは、どうなのでしょうかということです。 
 ４つ目は、生涯教育ということに対して京大経済学部は本気で取り組むのか、「いや、そ

れは、うちの仕事じゃない」と考えておられるのかという問題です。先ほど社会人の大学

院生という話がありました。その人たちも何か資格を得て自分の仕事に生かすという発想
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かもしれませんが、私は変な大学におりまして、放送大学というところで、93 歳で卒業す

る学生がいるんですね。この人たちは勉強したことで社会に、もうひと花咲かせようとか、

仕事をしようというのではなくて、本当に学問が好きで勉強をしているという人がいるの

です。そういう人を含めた生涯教育を自分のところで、おやりになることがあるのかどう

かをお聞きしたい。 
後にもう一つ、先ほど来、学生の優秀さというお話がたくさん出ていて、これは何で

測るのかなという問題があります。あるいは「京大経済学部 93 年の歴史の中で、京大経済

学部が生み出したアウトプットは何ですか」と言われたときに、外形標準的なことは分か

ります。卒業生が何名いる、その中で社長になったやつが何パーセントいるとか、そうい

うことはあるかもしれませんが、「京大経済学部が 90 年かかって生み出したのは、これだ」

という、何か手応えみたいなものが欲しいなという気がするんですね。 
 それは例えば、京大経済発で世界の人々の考え方を変えてしまったような新しい発想が

あるとか、どういう人材を輩出したかとか、せっかく 90 年も歴史があれば「やってきたこ

とは、これだ」ということが、かなり確信を持って言えるのではないかなと。 
 大学院というところは「自学自習の精神」だと 初に書いてあります。これは悪く言う

と放し飼いだということですね。よく言えば自由に研究してもらうということです。けれ

ども放し飼いだということになると、では京大経済学部は装置産業ですかと。マージャン

屋さんですか。雀卓は用意してあります、図書館はあります、先生はいます、だけど学生

は勝手に遊んでくださいということなのですかと。非常に意地の悪い言い方ですけど。 
 多くの大学では、どういう人材をつくりたいかを必死に考えて、そのためにどうしたら

いいか、成果がどう上がったかということを非常に気にしているのですが、そう意味では、

一人一人の先生方が、ものすごく優秀だということは疑い得ないところなのですけれども、

その装置の中で何が生まれてきたのかなという部分を、もうちょっと自信を持って「これ

だ」とおっしゃっていただいたら分かりやすいのかなという気がいたしました。 
●藤井 非常に深いところからのご提言、ご質問であったと拝察いたします。大きく５点

のコメントをいただいたわけですが、これは、やはり田中研究科長からお答えいただくこ

とになるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 
 
京大経済のプレゼンスの弱さ 

●田中 全体として古い看板でやっているとおっしゃいましたけども、そういうところは

残っていると思います。いまから７～８年前にカリキュラム改革をやりまして、かなり大

胆に学部教育を変えました。 
 そのときは、科目選択は学生の自主性に任せながら、他方では誘導的な積み上げ方式の

講義カリキュラムをつくりまして、学生に知的刺激を与えて切磋琢磨してもらうというこ

とを意図してやったわけです。当初は東北大学などの経験を参考にしていたのですが，そ

れを京大がやっていっていいかということを考えたときに、京大全体の建学の精神が「自
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学自習」で，それが重要な伝統ということですから、やはり compulsory に学生をぎゅうぎ

ゅう締めつけるのは良くないだろうということになりました。 
経済学部のアウトプットについては、一部には非常に立派な仕事をする人も出てきてい

るということです。研究者としては、森嶋通夫さんのような人が出ております。そういう

人がもっと出てほしいし、官界や政界や財界や産業界等で活躍するような人も、たくさん

出てほしいとは思っています。 
 残念なことは、やはり学生の定員が少ないということですね。いかに学生が優秀でも、

数が少ないとプレゼンスが弱いわけで、東京大学に比べましても学生の定員がずいぶん少

ないですし、まして慶應などに比べますと５分の１ですかね。そうすると見える成果とし

ては、やはりマイナーにならざるを得ない。その点、残念に思っています。 
 学部はそういうことですが、しかし大学院には 44 名の定員がありますので、これを何と

か維持し、充実したかたちで教育をしていきたいと思っています。しかし，大学院のとく

に博士コースについては課題があり、坂本さんが指摘されましたように単位制を取ってい

ませんから、二人の指導教員で、場合によっては一人の指導教員だけで，研究指導すると

いうようなこともなきにしもあらずです。そういう点は改善していきたいと考えています。 
 生涯教育につきましては、われわれは今まで、あまり深く議論したことがありません。

ただ、以前は社会人コースを持っておりましたので、民間企業を定年退職した人が社会人

コースに入ってきて、勉強をして修士論文を書く、そしてさらにドクターに進んで博士学

位を取るというというケースはありました。しかしそれはほんの少数で、これから長寿社

会を迎え、60 幾つで定年になった後に勉強をしたいと考えている人が京大の門をたたいた

ときに、どう受け入れるかということは、真剣に考えてみる必要があると思っています。 
 英語オンリーの講義があるかという件につきましては、先ほど黒澤さんが説明したと思

いますけど、東アジア国際人材開発コースがまさにそれです。日本語は使いますけど，基

本的に英語だけで教えています。  
●林 英語だけで卒業できるんですか。 
●田中 ええ、英語だけで卒業できます。ただ設置して今年で３年目ですので、まだ博士

学位の取得者は出ておりません。京大経済の顔が見えないというのは確かに痛いご指摘で、

何とか顔が見えるような部局にしていきたいと思っています。 
●藤井 先ほどの林先生の５点目のコメントとご質問に関連するところです。「自学自習」

というのは、ともすると放し飼いの教育体制になるのではないかというご批判でした。全

学の教育に関わる基本理念では、「対話を根幹とした自学自習」ということを言っています。

つまり、教員との対話を前提としたうえでの自学自習ということです。対話というところ

で，放し飼いに歯止めをかけるという考え方です。 
 
学部ゼミ必修化の必要性と問題点 

●黒澤 学部のゼミについては，平成 21 年度に 1 回生配当の入門演習が導入され，１～４
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の全回生でゼミが履修できるようになり，2 回生以上についてはそれを学生が自由に選ぶと

いう体制になっています。 
●坂本 ゼミは卒業のための必修科目ではないということですね。ゼミに入らない学生は、

どのくらいいらっしゃるか分かりますか。 
●田中 ３～４回生で２割ぐらいですよね、だいたい。 
●坂本 そうすると、その２割は，一度もゼミに入らずに卒業するということですか。 
●田中 そうですね。だから１回生配当の入門演習を設けて、せめて１回生にはゼミ的な

ものに触れさせようとしたわけです。 
●小島 それを必須にしようと、いま努力をしているところです。 
●坂本 慶應の事例で恐縮ですが、かつてゼミに入りたくて入れない学生の不満が表面化

したときに、親が怒鳴り込んできたこともあるのです。同じ授業料を払っているのになぜ

だと。就職の時期になりますと、ゼミを通じての先輩・後輩のつながりで、ゼミに入って

いないと就職が不利になるということは、はっきりしています。だから、これからますま

す、アカデミックな意味だけではなくて、社会的な意味でも、ゼミ教育というのは非常に

重要になるのではないかなと思います。 
 ゼミに入りたくない学生は入れる必要はないというのは、われわれも、そういう考えで

やってきたのですけど、長い目で見た場合には、本当は無理にでもゼミに入れた方が本人

のためなのかもしれない。その辺のお考えを、もしあれば伺いたいなと思います。 
●小島 ゼミの必修制を導入しようと努力しているのですけど、そうすると、やる気のな

い学生がゼミに入ってきて、ほかの学生が迷惑を被るという問題が生じる可能性がありま

す。 
●坂本 それは常に問題です。 
●小島 だから、まだゼミの必修制は導入していないのですけど、その方向に持っていく

努力はしているということです。 
●林 一つの情報ですけども、同志社大学に総合政策学部という比較的新しい学部があり

まして、週刊誌情報によると、ここの卒業生は同志社の中での就職率が抜群にいいんです

ね、九十何パーセントということで。その秘密は何かというと、１年生から小規模教育で

ゼミに入らせるんですね。ですから何を勉強したかとか、どういう知識を身に付けたかと

は別に、普段から先生とディベートやディスカッションをするという訓練を４年間積んで

くると、これは非常に下世話な話ですけど、就職試験に有利なんですよ。何を聞いてもき

ちんと答えると。だから、学生さんが何か言うときには，「あなた、こっちの方が得だよ」

というような状況にしてあげるといいかもしれません。 
 
学生による授業評価の在り方 

●久本 ウェブによる授業評価ですけれど、答えてくれる学生が少なくて，やはり紙に戻

そうかという話をしています。せっかく、お褒めいただいたのですけれども。 
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●坂本 慶應がなかなか、どの学部も授業評価の実施に踏み切れないので，勉強をさせて

いただこうかなと思って。紙に戻さないで、むしろ思い切ったやり方で、例えばウェブで

授業評価のアンケートに回答しなければ単位が出ないぐらいにやれば、学生もさすがに回

答せざるを得ない。 
●田中 なるほどね。 
●坂本 アンケートは僕らも何度も取っているのですけど、学生が非常に恐れているのは、

成績が決まる前にそれを出すと、誰がネガティブな評価を出したか、特に教師がアンケー

ト用紙を集めるというやり方だと、名前を書かなくても字体から分かってしまう。それを

恐れている学生は意外と多いんですね。だけど、こういうふうにウェブを使えば匿名性が

完全に守られて、むしろ私は、それを出さないと成績が来ないぐらいにされれば、必ず学

生はやる。 
●田中 それは非常に建設的なご意見です。 
●坂本 逆に、そういうことになると、第１回目の授業から受講態度が真剣になると思う

んですね。授業評価を、ちゃんと書かなければ成績が付かないのですから、授業を真面目

に聞こうとするんじゃないですか。ですから教育効果も非常に上がるのではないかと。こ

れは慶應に帰って提案しようかと思います。 
●林 ある大学で授業評価をするときに、「あなたの評価は、この先生のプロモーション、

その他の人事に影響することがある」ということを 初に示して、それで答えなさいと言

うんです。だから言いっ放しの無責任なことを言うと、いろいろなところに迷惑が掛かる

よと言っておく。そのうえで，アンケートに回答させるということです。そうしないで、

匿名性を保証すると，言いたい放題ということになります。 
●坂本 誹謗中傷ですか。 
●林 そうです。そういうやつは、たいがい授業を真面目に勉強していないやつで，そう

いうやつが，いろいろなことを言うのです。 
 もう一つの例は、放送大学は全部で約 10 万人学生がいるので、授業評価は、ものすごく

熱心にやっていて、それは全部、教授会に出てくるわけです。そこで私も、たくさん授業

評価を受けましたけれども，経験から言うと、あれは限界がありますね。「目からうろこが

落ちた素晴らしい講義だった」という人もいれば、「こんな程度の低い講義だったら授業料

を損した」とか、もう全然違うことになります。両極端が出てくるんですよ。ですから、

その評価は，人事の資料にならないんですよ。 
 もう一つは授業評価をやったときに、それを受けて、どうフィードバックできるかとい

うことです。翌年度のカリキュラムの内容を変えるようにするとか、何かフィードバック

のメカニズムがあればいいですけど、そうでなければ、やりっ放しで「あんなものは放っ

ておけばいいよ」となります。 
●平松 いまの点で一つ質問です。何年か前、岡山大学に授業評価の視察に行かせてもら

ったことがあって、そのときは処遇に影響させるということをやっていましたよね。京都



297 
 

大学では授業評価の使い方は、どんなものなのだろうというのを、私は後で聞こうと思っ

ていたのです。私のところは少なくとも処遇、給与とか、そういうものには反映させない、

教員が自らの授業を改善するためだけに使うということで、ようやく教員の理解を得てい

るのですが、こちらではどうですか。 
●田中 同じような状況です。 
●平松 そうですか。 
●坂本 学生の回答の回収率は何パーセントぐらいですか。 
●田中 ウェブでの回答を導入した初年度に、かなり落ちました。それまでは紙媒体でや

っていまして、ウェブに切り替えた途端に，半分ぐらいに落ちたんじゃなかったかな。 
●遊喜 相当、落としましたよね。修士の各学年で，10 パーセントから 20 パーセント程度

です。 
●坂本 紙のときは 50 パーセント。 
●遊喜 紙のときは、そうですね。その当時は、授業に出席していた学生が対象でした。 
●平松 後の授業で集めるというやり方ですか。 
●田中 終の前の授業です。 
●黒澤 終の授業で回収すると， 終の授業だけ，しかも遅れて来る学生がいるので，

信頼性のある回答が期待できないという趣旨です。 
●平松 なるほど。 
●林 アンケートは自由記述ですか。 
●黒澤 自由記述とマーク式の両方です。 
●林 それで役に立った、これはよかったというような事例はありましたか。 
●田中 どうですか、経験された先生方。 
●小島 ぼろくそ言われて、いいことは何もない。 
●黒澤 設備とかマイクの音が聞こえにくいとか、そういったテクニカルなものもありま

すので、その次元であれば、すぐ対応できるのですが，授業の中身に関してはケース・バ

イ・ケースです。 
●平松 もう一つ、いまのことに関連した質問です。授業評価の結果は、どこまで公表さ

れますか。また、誰に対して公表されますか。 
●田中 教員全員です。 
●平松 教員は全員、互いの授業評価を見られるのですか。 
●田中 教員は、そうですね、見られますね。 
●平松 個々の教員に対する授業評価を他の教員も見ることができるとは、かなり厳しく

やっていますね。 
●藤井 この問題についてはさらにご議論はあると思うんですけども、まだ平松先生から

全体にわたるコメントをいただいておりませんので、申し訳ないですが，平松先生にご発

言をお願いしたいと思います。 
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計画・目標に照らした評価の必要性 

●平松 まず総論的に、「自己評価」という観点からコメントをさせていただきます。平成

16 年度から平成 21 年度までの 6 年にわたる第１次中期計画は，平成 21 年度でひとまず終

わっているわけですよね。そして，本報告書は，平成 22 年度版となっています。ところが，

本報告書の 1 ページを読むと，「途中経過を自己点検・評価する」という書きぶりになって

いるんですね。これは、どういうことなんだろうと。つまり、本報告書は、第１次中期計

画の成果を報告するものかなと思ったのですが、実はそうではなさそうです。その辺の事

情が理解できなかったというのが一つです。 
 それから、自己評価という場合に，その前提として中期計画があるはずです。中期計画

で挙げられたものの中には，数値目標も含めた具体的な目標があるわけですから、そうい

う目標がどれだけ達成されたかを報告して、分析・評価をするといういきかたがあると思

うのですが、本報告書において，そういう観点は比較的少ないかなと思いました。 
 先ほど林先生からご指摘があった「東京にないもの」、そういう京大経済の特色を明らか

にするべきだということがあり，その前提として「対話を根幹とした自学自習」いう大学

全体としての一つの大きな理念がある。また経済学研究科・経済学部としての特色として、

「京都大学らしい経済学」というものがある。とすれば、それを発展させていくために，

どういう目標を立て、その目標をどれだけ達成したかというような記述がもっとあれば、

先ほどの議論に結びつくのかなと思いました。 
 次に、ややテクニカルなことになるのですが、第１章の「はじめに」で非常に役立った

のは、 初の５ページから６ページにかけての「沿革」なんですね。私のような外部評価

委員は、これを見たときに京大経済の沿革が非常に分かりやすい。しかし，本文の記述と

沿革が必ずしも整合的ではなくて、書きぶりに一貫性がない。例えば９講座の一部は沿革

に載っていて，他のものは載っていないとか、先ほどから話題になっている東アジア国際

人材開発コースの設置は、大変重要な取組みだと私は思ったのですが、この表には載って

いない。どういう方針でこの表を書かれたかという疑問を感じます。 
 教育・研究に関する評価を主にということでしたので，それに関連して幾つか。先ほど

来、例えば林先生のご指摘の中で、英語の科目のことがありました。14～16 ページを見ま

すと、近代経済学応用コースと歴史・思想史コースには英語の科目がないのですね。国際

化ということと、コースの特性が関連しているのか，関連していないのか。また，東アジ

ア人材開発コースに英語科目があるということと、その他の幾つかのコースに英語科目が

ないということは、どういう考え方によるものだろうと思いました。 
 授業評価のことも気になりました。26～27 ページの大学院教育の課題の中で、授業評価

のことが挙がっています。自己評価、そして後期課程における単位制の導入については、

先ほど坂本先生が指摘されたことも含めて，すでに検討されているということですね。 
 さらには今後の検討課題として、後期課程編入試験の在り方が挙げられているわけです
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けれども、私は当初、この辺りのことをやはりお聞かせいただきたいなと思いました。ど

ういう対応をなされているのか、あるいは「今後の」検討課題ということは、まだ対応が

なされていないということでしょうが、どういうことを考えておられるのかなと思った次

第です。 
 
国立大学における理念の提示の難しさ 

●平松 学部教育であります。先ほど来、話題になっておりますように、28 ページで人材

教育の理念が述べられているわけですけれども、これをどう具体化していくか。  
私学には通常，明確な理念というものがあって、この辺は私学の方がやりやすいのかな

と，私のように同じ私立の学校に 51 年もいる者は思います。しかし国立には、そうできな

い部分があるんですね、「全ての人に」という前提がありますから。 
 慶應，同志社，関学の例でいいますと、著名な建学者や創立期の功労者がいて，そうし

た先人の唱えた理想をもとにして大学の理念を掲げることができるので，私学の理念は非

常に明確で分かりやすいものとなります。それぞれの学校の特性が，そこに出てきます。

しかし国立の場合は、「あまねく」という前提があるので、特定の個人やその個人の理想に

結びつけて大学の理念を掲げることができません。しかし他方で，先ほどのお話だと，「自

学自習」、その前に「対話を根幹にした」が付くということでしたけども、そういう大学の

理念と，人材育成・教育の方針や取組みはどう関わると，先生方は理解しておられるのか。

そしてまた、先生方に対して理念についてのＦＤやそれに関連するトレーニングのような

ものが行われているのだろうかということが，気になりました。京都大学に期待されてい

るのは何だと，お考えでしょうか。この辺り、私学の人間としては非常に関心のあるとこ

ろです。 
 入試制度の改革や、先ほどのコース制、入門演習の導入、こういったことも、まだ比較

的 近のことかと思います。時間がたっていないから、十分評価はされていない、できな

いかもしれないと思いつつ、やはり、この自己評価のところでは何らかの評価を、少なく

とも次は入れていただきたいなと思いました。 
 36 ページに学生学習研究支援経費というのが載っていて、何に使うのかがちょっと読め

なかった。具体的には、どんなものだろうという疑問を持ちました。 
 先ほど留学生の数が減っているという指摘もございました。これに関連して 36～41 ペー

ジで，学部の国際交流のことが書かれておりまして、非常に盛んに行っているわけですけ

れども、これも計画に照らしてどうだったのかということが見えないんですね。その計画

や目標との対比において、実績がどうだったのかということの評価，それに対して何か対

策が必要ならばどういう対策を取ったか、あるいは取ろうとしているかということについ

て，分析が欲しかったなという気がしております。 
 研究活動に割ける時間的余裕がないということが，44 ページで指摘されております。こ

れは，京大や京大経済だけの問題だけではなくて、どの大学も、それで悩んでいると思う
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のですけれども、「では，どうするんでしょう」というのが、私などはむしろ聞きたいとこ

ころです。われわれも困っております。私学も同じような状況に置かれているということ

であります。 
 56 ページに TA・RA の予算が厳しくなっていると。次の時代を支える TA・RA にとって，

当該業務によって得る資金は、広い意味では奨学金的な性格を持つと思います。それは，

次世代の研究者を養成する上で非常に重要な意味を持っていると。この予算が減っていく

ことにどう対応しますかということが，お聞きしたい点としてあります。 
 職員の管理運営については、職員の定数が絶対的に不足しているという問題がありまし

た。この問題について対策はあるのでしょうか。 
 もう一つ、施設・設備に関連する問題です。私の認識では、国立大学は教育・研究条件

に恵まれているのですが、施設・設備については必ずしもそうではないかもしれません。

67 ページに「研究室不足の早期解決を，施設・環境部に要請している」というような記述

がありますが、その後の進展はいかにということが気になっています。 
 第 10 章の国際交流では、かなり多彩で積極的な取組みがなされていて、今後は英語圏と

の交流も重要な課題になるとか、ヨーロッパや東南アジアの国々との交流をより充実させ

るとか書いてあります。京都大学の力量を持ってすれば可能だとは思うのですが、さあ、

具体的にはどうするのでしょうかということです。目標として書かれたことは、後の評価

において「どうしましたか」と聞かれるので、私も気になっているところです。われわれ

のところも小さい大学ながら「世界市民の行く末」などと言いながら、どうするのだとい

うことを自ら問うているわけで、ここに書かれていることを経済学研究科としてどう具体

化されるのか、ちょっと気になりました。 
 
学生学習研究支援経費 

●藤井 ありがとうございました。すぐ分かるところだけ，私の方からお答えいたします。

１ページで「途中経過」という書き方をした理由ですけども、第一期中期計画期間は平成

16 年から平成 21 年までの 6 年間で、その後半の３年間を本報告書はカバーしています。

つまり，後半の３年間に計画がどのように実施されてきたかを経過観察するという趣旨で、

そのような書き方をしました。６年間の全体的な成果の分析と総括につきましては、平成

22 年度以降の仕事になるという位置づけです。 
●平松 いまの説明で、「途中経過」の趣旨がよく分かりました。 
 
●藤井 表 1-1 の「沿革」につきましては、先生がご指摘のとおりでございまして、整合性

が欠けるところがあったので、 終版では加筆させていただこうと思います。 
 学生学習研究支援経費は、１件当たり 10 万円を上限に、主に学部ゼミの学習研究活動に

対する支援経費として交付しているものです。具体的には，ゼミで行った共同研究やフィ

ールド・スタディーの成果を冊子体に取りまとめて刊行する場合に，その印刷・製本代を
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実費支給しています。ゼミの指導教員が事前申請を行い，報告書が出来上がった際に報告

書の現物と領収証を事務に提出すれば，実費が交付されます。 
●田中 だから，この経費が支給されるのは，学習研究に熱心なゼミだけでして、そうで

ないゼミには，お金は出ません。 
●平松 ピンポイントの質問を、もう一つだけ。18 ページに国立台湾大学との交流がある

という記述がある一方で，24～25 ページの部局間交流のところには、それが載っていない

のですね。それは別の仕組みでやっているのですか。 
●若林 国立台湾大学との協定は経営管理研究部が窓口になっていることと，部局の具体

的な取組みは経営管理研究部所属の教員が中心に行っているということで，このような書

き方になっています。 
●田中 18 日に国立台湾大の学生と先生が来て、経営管理でワークショップがありました。

同志社の学生も来ていまして、参加者は 60 人ぐらいですかね。私は、そこで挨拶しろとい

うので行きましたが，なかなか活発にやっていました。７回目ということでした。 
 
京都大学に期待される人間像 

●藤井 そのほか、かなり理念的なもの、あるいは大きな方針に関わるコメント、それと

関連したご質問があったと思います。 
●田中 学部教育・大学院教育の理念というものは、特定のものに絞るわけにはいきませ

んので、どうしも総花的になるんですよね。「国家」という言葉を使わずに「地球市民」と

か「地球社会への貢献」という言葉を使っているのが，京都大学の特徴です。しかし，京

都大学あるいは京都大学経済学研究科・経済学部に期待される人間像は、こういうものだ

よということを categorical に言うことは、なかなか難しくて、どうしてもこういう書き方

になってしまいます。 
 しかし、個人的な幸福だけを追求するという個人主義ではなくて、社会貢献にも積極的

に参加するような公共心を持った人間を養成するということは，意識的に強調しています。

研究時間がない現状をどう改善するかというのは，極めて深刻な問題ですね。 
●平松 どの大学もそうですよね。 
●田中 いま教員は、前期と後期を併せて，平均 20 単位を担当しています。ですから通年

４単位で５科目ですね。これは私学では、とっくに当たり前のことかもしれませんけども。

かつての京都大学は、准教授は３コマでよかった時代がありました。それから比べますと、

負担は非常に増えています。 
 他方，小さな部局なのに全学委員会には応数の委員を出さなければならないということ

がありますし、部局内部でも、いろいろな委員会を立ち上げていますので、そういう委員

としての仕事が増えていきます。 
 頑張っている若手の教員は、睡眠を削って研究をしているというのが、たぶん実態だと

思います。だけど、これは長続きしません。だから私個人は，授業負担を減らしたい，学
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部は特にと，思っているんですよ。経済学部では１学年約 250 名の学生に対して 200 を超

える授業科目を提供しています。そのため、授業によっては 2～3 人しか受講しないケース

があるのです。それが本当に有効かどうか、もう１回考え直してみたいと思っています。 
 ＴＡ・ＲＡの予算も、悩ましい問題です。これは国から来るお金で、本部で配分します

から、部局で自由に増やすわけにはいきません。施設がお粗末であるということは、まっ

たくご指摘のとおりです。 
●坂本 私は、そんなふうには全然思わないんですけどね。学部・研究科で独立の建物を

持っていること自体，慶應にはないわけですから。 
 
業務の増大と研究時間の保証 

●田中 執行部は，研究はもうできない、諦める。その分、執行部でない先生には少しで

も時間を保証して研究をしていただくというつもりでやっています。授業負担の軽減は先

ほど述べた通りですが，無駄な書類書きなども、もうやめると。文科省のプロジェクト助

成でも「こういうプロジェクトならお金を出すよ」というのが毎年来ます。いつもそれに

飛びついて，教員を動員して一所懸命，申請書を書いても通らない。ずいぶん失敗してき

ました。ただ大航海は通りました。これは成功した例です。しかし，プロジェクトは通っ

たら通ったで，教員の負担はかなり増大します。 
●久本 １点だけ追加の説明をします。学生の多様化ということで、入試の数がものすご

く増えています。いま 16 とか、それぐらいあるんじゃないですか。そうすると、それぞれ

に問題をつくり，採点し，合否を判定しなければならないですね。ちょっと入試の数が多

過ぎると思われます。 
 例えば，東アジア国際人材開発コースをつくると、それに伴って当該コースの入試が実

施されますし，面接もあります。そういうものが増え続けていて、編入試験もそうですけ

れども、さりとて入試業務を減らすわけにもいかない。ジレンマなんですね。 
●平松 先ほどの中途退学者の件ですが，経済学部は人数が少ないということだったので

問題はないのですが、あるいは何かの理由で成績不振に陥るとか，休学するとか。そうい

う場合、私学では、保護者に直接成績表を送るんです。そうしたら保護者が実情を把握し

て、危ない学生の保護者は大学に連絡してくるので，大学はその学生の状況を追跡できる

ということがあります。 
●田中 経済学部でも，単位取得状況が芳しくない下位３分の１の学生の親御さんには，

成績表を送っています。 
●平松 私のところは全員に送っていて、中には送るなという学生もいます。 
●坂本 慶應は、つい 近まで親にしか送っていなかったんですよ。私が常任理事のとき

に、学生を子ども扱いするのはよくないので、成績表は学生に送るべきだと言ったのです

けど、結局は両論併記で、いまは両方に送っています。学生はウェブで打ち出しちゃうか

ら、コストはほとんどかからないのですけど、親に引き続き郵送するとなると，手間もコ
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ストも大変です。郵便ですからね。 
●若林 細かい点なのですけど、ＴＡ・ＲＡと施設・設備の話です。ＴＡ・ＲＡの予算に

関しては基本的に本部が決めるので、われわれは何も言えません。見かけ上、確かにＲＡ

の予算は減っているのですけど、その分、研究支援推進とか、総長経費の方が増えていま

す。ですから，ＲＡ予算は見かけ上、減っているという話で、去年は３人に研究支援推進

が付きました。 
施設・設備に関しては、増床要求は引き続きしているのですけども、なかなか認めても

らえないという事情があります。それとは別に現在、経済学部の自主財源で教室の増床を

進める計画を煮詰めています。しかし，これは、平成 22 年度以降の動きなので、本報告書

には記載されていません。 
 
東アジア国際人材開発コースの現状と課題 

●黒澤 東アジア国際人材開発コースに関してなんですが、先ほど、コースとの関係が分

かりにくいというご指摘があったと思うのですけれども、このコースと修士の通常の６コ

ースとは，制度上まったく別立てです。たとえば，通常の修士は４月入学ですが、東アジ

ア国際人材開発コースは 10 月入学です。 
●平松 分かりました。 
●坂本 国立大学は、国費生を採りやすいというのが大きいですよね。私学には国費生は

後の 後に回ってくるという感じですから。優秀な留学生を採るには，留学生の提供元

を独自に開拓しないといけない。そうすると戦略的に、非アジアにも目を向けようという

話になってくる。ちょっと関連質問でよろしいですか。いまのアジア人材開発コースで、

これは平松先生のご質問と重なるのですが、84 ページの下の説明では「当コースでは主に

英語による授業で学位取得」と書いてありますよね。 
●久本 はい「主に」です。 
●坂本 この「主に」を取ってしまうと、後で大変なことになってしまう。 
●久本 大変なことになりますね。 
●坂本 ここは意外と重要なポイントで、「主に」があると、やはり少しでも日本語ができ

ないと，コースが修了できないというニュアンスが出てしまうのですね。要するに１科目

でも日本語ができないと修了できないようになっていると。 
●久本 日本語ができないと研究科の資源を有効に活用できませんという、うたい文句は

入っております。 
●坂本 本当に「主に」が取れて、完全に英語によって取得できると謳えれば、東アジア

以外からの留学生が来る可能性はぐっと増えるのではないでしょうか。 
●久本 なにぶん，つくったばかりですから。いまは体制が追いつきません。 
●坂本 いまは「主に」が必要なんですね。しかし，将来的には「主に」が取れるような

方向で検討すると。 
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●久本 将来的には取りたい。 
●黒澤 いま開講している科目の７～８割が，英語で行われていると思います。しかし、

残りは院生の選択に任されています。日本語が苦手な院生は、そこは避けて通るというこ

とにならざるを得ないと思います。 
●坂本 それを避けても、修了に必要な単位はそろうということですね。 
●黒澤 必要な単位はそろいます。問題は，科目そのものよりも、むしろ日常生活や窓口

対応に関わる部分です。日本語能力が多少備わっていないと、日本社会で留学生として生

活していくのは大変です。 
●坂本 そうなんですよね。そこは留学生センター等との連携が必要で。これは各大学が

みんな悩んでいるところなのですけども。慶應も、もちろん立派なことは言えないのです

けど、英語だけで単位が取得可能なコースを始めたところなのです。それは、日本語能力

がまったくゼロでも受け入れるというコースです。だけどそれは，いま指摘されたような

問題もあり，実態としては非常に細々とやらざるを得ないということです。 
●黒澤 あと，undergraduate でも受けてほしいというリクエストもあるのですが、なか

なかそちらの方は難しくて。 
●久本 英語で学部留学生の相談に乗るのは難しいと思う。 
●坂本 難しいな。 
●黒澤 大学院でも、提供科目数が全体として少ないという問題があります。それから，

担当教員をどう確保するかということも，大きな問題です。 
●田中 54 ページに、 近の人事は公募でやっているという記述があり，ここで採用され

た教員は英語で講義ができるということを条件に採用しています。事実，公募の選考プロ

セスでは、面接や模擬授業の一部を、英語でやってもらっています。だから，この人たち

は英語で授業ができるという建前です。 
●林 もう時間が残り少なくなってきたので、 後に２点だけ申し上げたいと思います。 
 一つは、どういう人物を育てるかという人物像は絞り切れないし、枠にはめることは難

しいということをおっしゃって、それはそのとおりだと思うんです。しかし、本報告書の

「はじめに」でいいことが書いてあって，「アカデミックで独創的な研究を大切にする伝統」

とあります。この「独創的な」というところを、アカデミックな研究に限定するのではな

く、ビジネス、あるいは政治や国際関係などの領域においても独創的な発想ができる人間

を育てるというふうに解釈して読めば、京大経済で育てるのは，そういう広い領域で活躍

できる優秀な人物だというイメージを持つことができると思いました。それが第一点です

ね。 
 あとは非常にマイナーな問題です。この報告書の 93 ページから始まる個人業績に目次を

付けていただきたかったなと思います。これではどの先生の個人業績が何ページに掲載さ

れているか分からない。依田さんがトップに来ているということは、五十音順かと思うん

ですが、どうも単純な五十音順ではない。改訂の機会があるときに，もう少し分かるよう
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にしていただきたい。 
 
上海センターから東アジア経済研究センターへの名称変更 

●藤井 それは、是非そうさせて頂きます。時間が迫って参りました。ただ今，林先生か

らはまとめのコメントを頂戴しました。坂本先生、平松先生、 後に何かございましたら、

一言お願いいたします。 
●坂本 では１点だけ、平松先生が先ほど指摘された沿革の関係です。83 ページに上海セ

ンターを北京の人民大学に移されたということは、かなり重要な方針転換です。私は両大

学を知っていますし、上海センターで昔、京大の看板が掛かっていたのを覚えているんで

すけども、沿革の方には、そのことが出ていないのです。上海センター開設までは出てい

るのですが、北京に移ったというのは出ていない。これは沿革に記載された方がよい。で

きたら、なぜ移ったのかも。 
●劉 私は，東アジア経済研究センター長を務めている劉と申します。去年の４月に従来

の「上海センター」を「東アジア経済研究センター」に名称変更いたしました。もともと

の上海センターという名称は、いろいろな意味で誤解が多く，活用しにくいものでした。

私たちは，上海のことだけを研究しているわけではありません。センターの活動範囲は，

上海だけではなくて、中国だけでもなく、「東アジア」であるということを明確に表すため

に，このような名称変更を行ったわけです。 
 次に支部移転の理由です。もともと復旦大学の日本研究センターに支部を置いておりま

したが、そこのときは部屋の借料として年間約 40 万円を払っておりまして、その資金は総

長裁量経費で賄っていました。ところが，平成 20年度から総長裁量経費の配分がなくなり、

それで借料が払えなくなってしまいました。そのときに，人民大学が助け船を出してくれ

たのです。 
●坂本 分かりました。 
●藤井 平松先生、何か 後に一言頂戴できますでしょうか。 
●平松 私も、こういうことにかなり関わってきているので申し上げるのですが，皆さん

「自己評価疲れ」というものはございませんか。今日は，いろいろ嫌なことばかり言いま

したけども、このような作業が大変な労力を必要とすることは、よく承知しております。

このことを 後にコメントさせていただきます。 
 
学生 5 千人の事務処理を 5 名の職員で担当 

●久本 すみません、一つだけお尋ねします。先生は先ほど、職員の定員削減は、私学で

も同じだとおっしゃいましたが。 
●平松 もっと厳しいと思います。 
●久本 平成 18 年に専門職大学院の経営管理大学院と公共政策大学院ができたときに，済

学研究科と事務部を分けなかったんですね。事務量は増えているのですが，それでいて、
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なおかつ、どんどん定員削減を迫られます。 
●坂本 しかし、事務職員は 20 名以上いらっしゃるんですよね、非常勤を入れて。慶應で

は，５千人の経済学部・経済学研究科学生の事務処理を５名でやっています。 
●田中 ５名でやっている。 
●若林 教員が外部資金を取って来るのですけど、経営管理の方は、それに伴って仕事が

どんどん増えます。 
●坂本 全学的なセンターはないのですか、そういう外部資金の事務処理センターみたい

なところは。 
●若林 ないですね。 
●坂本 ああ、そうですか。慶應では、それは全学的な事務処理センターでやってもらっ

ています。 
●若林 概算要求で、その予算も要求したんですけども、落とされました。 
●坂本 相当、厳しいですね。 
●藤井 まだ積み残した論点もあるかと思いますが、予定の時間が参りました。本日は密

度の濃い、本当にありがたいお話を，外部評価委員の先生方から頂戴できたと思います。

とくに，先生方にはお忙しいなか，本報告書を細かく読んで頂いたうえで，本日ご来臨く

ださったことを感謝申し上げます。 後に経済学研究科長から、御礼のごあいさつを申し

あげます。 
●田中 本日は率直なご意見を賜りましたこと、感謝申し上げます。耳の痛いことも多か

ったのですが、頂戴したご意見や助言は，部局の 100 周年に向けて建設的に生かし，本研

究科・学部における教育・研究活動の改善に努めて参りたいと思っております。本日は，

長時間どうもありがとうございました。 
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