
マクロ経済学研究 

秋山 太郎 

● 講義概要 

 これまで経済学は数多くの失敗を繰り返し、経済金融危機を防ぐどころか、それを助長した極め

て有害な学問であったという批判も出るほどに、その有意性に疑問が投げかけられている。確かに、

経済学は「科学」であると言い切り難いほどに、不確かで頼りないものであるのかもしれない。しかし

ながら、それでも経済が私たちの社会の、そして生活の極めて重要な要素である以上、経済学は

必ず必要であり、それを理解するための「科学的な探求」への努力は続けなければならない。本講

義は、代表的な経済成長モデルを学習することを通じて、受講生の経済的現象を科学的に分析

する基礎力を養うことを目的とする。 

● 学修到達目標 

➀ 科学的思考力および分析力を身に付ける。 

② 主要なマクロ経済学モデルを学習することを通じて理論的な分析力を身につける。 

③ 簡単な数値計算・シュミレーションができるようになる。 

● 講義計画 

第１週 数学的準備 

第２週 新古典派経済成長モデル 

第３週 ルーカス批判とミクロ的動機付け 

第４週 最適成長モデル 

第５週 世代重複モデル 

第６週 リアルビジネスサイクルモデル 

第７週 数値計算・シュミレーション演習 

第８週 ニューケインジアンモデル 

● 事前事後学習  

  事前学習としては、できるならば学部で学んだマクロ経済学の内容を復習しておくことが望ましい。事後

学習としては、授業で学んだ分析手法を使って、自発的に様々な問題に取り組んでいくことが望ましい。 

● テキスト  

特になし。配布資料をもとに講義をおこなう。 

● 参考資料 

  George, McCandless(2008), The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic 

Models. Harvard University Press. 

● 成績評価方法 

  出席状況、受講態度、提出課題の内容などから総合的に評価する。 

● その他留意事項 

  あくまで履修者が「科学的に分析する基礎力を養うこと」に主眼を置いており、履修者の理解や

要望に合わせて講義を進めるため、場合によっては内容を変更する可能性がある。数値計算のた

めにパソコンを使うことがあるが、持参できない場合は履修後に相談可。 

 

 

 



社会経済学研究 

阿部 太郎 

● 講義概要 

本講義では、マルクス派、ケインズ派といった非主流派経済学に依拠しながら、資本主義経

済の特徴について学ぶ。「非主流派」と呼ばれることから分かるように、これらの諸潮流はしばし

ば等閑視されてきたが、主流派にはない豊かな内容をもっている。マルクス派は、歴史的視点、

階級などの権力関係、ケインズ派は、有効需要や所得分配といった点を重視している。本講義

を受けることにより、それらの観点がより深い資本主義理解に役立つことに気づくであろう。 

講義を中心に考えているが、受講生の希望があれば文献の輪読なども行いたい。 

● 学修到達目標 

 主流派経済学と異なる理論を理解し、現実経済に関する複眼的な視点をもてるようになること。 

● 講義計画 

第１週 社会経済学の課題 

第２週 資本主義経済の基礎 

第３週 生産・雇用理論-マルクス 

第４週 生産・雇用理論-ケインズおよびポストケインズ派 

第５週 恐慌・景気循環理論-ハロッド 

第６週 恐慌・景気循環理論-ミンスキー 

第７週 資本主義経済の変容 

第８週 まとめ 

● 事前事後学習 

   普段から新聞などを読み、講義後には関連文献を探し出し自習すること。 

● テキスト 

   なし 

● 参考資料 

   宇仁宏幸他『入門社会経済学』ナカニシヤ出版 2010年 

置塩信雄他 『経済学』 大月書店 1988年 

● 成績評価方法 

   受講態度 

● その他留意事項 

   講義内容が若干変更になる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計量経済学研究 

野村 益夫 

● 講義概要 

計量経済学は、統計学を経済学向けに変更したものである。計量経済学を本格的に研究する

のであれば、統計学と数学の知識が必要である。計量経済学は、方法論の研究と方法論の応用

研究の２分野に分けることができる。 

方法論の研究として、回帰分析を取り上げて、最小２乗回帰推定量の特性、仮説検定、自己相

関の検定、見せかけの回帰、単位根検定、共和分検定等について研究する。方法論の応用として、

統計学・計量経済学専用のソフトウェアを用いて方法論を日本経済のデータに適用して研究する。

授業目的は回帰分析のやり方を理解して、ソフトウェアを用いて回帰分析を行うことができることで

ある。計量経済学ソフトウェアとして、フリーソフトの gretlを用いる予定である。 

受講生が有料のソフトウェアを用いても良いのであれば、相談して利用ソフトウェアを決めたいと

考えている。下記のテキストを用いない場合には、受講者と相談してテキストを決定する。 

● 学修到達目標 

目標は、多変数回帰モデルでの回帰分析を理解することである。さらに、計量経済学ソフトウェ

アを用いて回帰分析を実行できることである。 

● 講義計画 

第 1週 正規分布 

第 2週 カイ 2乗分布、t分布、F分布 

第 3週 単純回帰モデルと最小自乗法 

第 4週 最小自乗推定量と回帰係数の仮説検定 

第 5週 重回帰モデルにおける仮説検定 

第 6週 重回帰分析の応用 

第 7週 線形制約の検定 

第 8週 ダミー変数と構造変化 

第 9週 不均一分散の検定 

第 10週 系列相関の検定 

第 11週 操作変数法 

第 12週 2段階最小自乗推定量 

第 13週 パネルデータと OLS 

第 14週 Hausman検定 

第 15週 回帰分析の応用と様々な検定 

第 16週 まとめ 

● 事前事後学習 

講義開始前に統計学を復習する必要がある。授業の事前の予習と事後の復習が必要である。 

● テキスト 

羽森茂之『ベーシック 計量経済学』中央経済社、2009. 

● 参考文献 

Hamilton, J.M., Time series Analysis, Princeton University Press, 1994. 

Fuller, W.A., Introduction to Statistical Time Series  



 (Second Edition), New York: John Wiley & Sons, Inc, 1996. 

事前必読文献として、 

森田優三・久次智雄『統計学概論』日本評論社 

豊田利久・大谷一博他『基本統計学（第 3版）』東洋経済新報社 

等がある。 

● 成績評価方法 

授業の輪読発表・レポートに基づいて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



情報経済論研究 

児島 完二 

● 講義概要 

Joseph Schumpeter の指摘通り、技術革新が経済成長にもたらす影響は極めて大きい。現代で

は ICT（情報通信技術）の進展が、経済活動やコミュニケーションに大きなインパクトを与えている。

インターネットが社会に受容されるにつれ、従来は不可能であった個々の経済主体から生成される

各種データを蓄積できるようになった。ユーザの行動データを活用したビジネスは、アグリゲータの

強みとなってネットビジネス関連分野で際立っている。ビッグデータの活用から AI（人工知能）や

IoT（モノのインターネット）が最新のトピックスになっているのも、このようなトレンドに他ならない。 

新興 ICT 企業のサイトでは、リアルの業務をネットに置き換えただけでなく、システムの随所に市

場メカニズムの考え方を取り入れている。その一例として、インセンティブを利用した参加・評価を

促すアーキテクチュアがあり、これについて考える。Web2.0 は、Tim O'Reilly 氏の論文‘What Is 

Web 2.0：Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software’を嚆矢とする。

2005年に発表された論文にあるWeb2.0の「７つの原則」を元にしてWebの変容を捉えれば、近年

の動向が理解しやすいと思われる。具体的な事例研究を通じ、Webがどのように進化を続け、社会

に浸透してきたかを捉える。さらに、今後どのようにインターネットを利用したビジネスが進展するか

について研究する。 

本講義では、新しいビジネスが生まれる背景や実例について研究する。個別のテーマとして、

Lawrence Lessig のクリエイティブ・コモンズの考え方、クラウドを活用した資金調達、デジタル通貨

のブロックチェーン、ビックデータ時代のインフラとなる IoT などを予定している。 

● 学修到達目標 

授業目的は、IT 革命の現代的意義を深く認識できることである。講義で取り扱うインターネットの

歴史およびWeb2.0の本質、イノベーションの普及などを理解することにある。学習到達目標は、受

講者全員が日常使用する ICT サービスを経済学・経営学との関わりから理解できることである。 

● 講義計画 

第 01週 プロローグ：技術革新と景気変動 

第 02週 インターネットの歴史：軍事的利用から商業利用、初期 C/Sシステムへ 

第 03週 インターネットの歴史：WWWの発展とブラウザ 

第 04週 Webの進化：初期ブラウザから e コマース・Semantic Webへ 

第 05週 Webの進化：超高速ブロードバンドの普及とデジタルコンテンツ 

第 06週 Webの進化：Web2.0からクラウド、そしてビックデータへ 

第 07週 技術革新と経済社会：デジタルコンテンツの流通 

第 08週 技術革新と経済社会：クリエイティブ・コモンズ 

第 09週 技術革新と経済社会：クラウドファンディング 

第 10週 技術革新と経済社会：IoT とビックデータ 

第 11週 技術革新と経済社会：AIによる産業の変化 

第 12週 技術革新と経済社会：インダストリー4.0 

第 13週 技術革新と経済社会：ブロックチェーンの応用 

第 14週 技術革新と経済社会：：イノベーションの普及 

第 15週 エピローグ：IT革命の現代的意義 



● 事前事後学習 

決められた課題の範囲については、必ず予習をし、ディスカッションできるよう準備しておく。 

● テキスト 

Tim O'Reilly，‘What Is Web 2.0：Design Patterns and Business Models for the Next Generation 

of Software’， 2005/09/30   

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-Web 2.0.html 

● 参考資料 

事前必読書 

1. Lawrence Lessig， "The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World"， 

Random House Inc ; 1 版 2001（山形浩生訳，『コモンズ』，翔泳社，2002） 

副読本 

2. 『ネットワーク・大衆・マーケット 現代社会の複雑な連結性についての推論』（2013）共立出版 

3. Alec Ross, “The Industries of the Future”, Simon & Schuster, 2016/2 （依田光江訳：アレッ

ク・ロス，『未来化する社会 世界 72 億人のパラダイムシフトが始まった』，ハーパーコリンズ・ノ

ンフィクション，2016/5） 

4. Nicholas Carr, "The Big Switch: Rewiring the World, From Edison to Google", W W Norton, 

2008/1 （村上彩 訳：ニコラス・G・カー,『クラウド化する世界』，翔泳社，2008/10） 

5. Thomas L. Friedman, "The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century", 

Farrar Straus & Giroux (T)，2007/8 （伏見威蕃訳：トーマス・フリードマン，『フラット化する世

界 経済の大転換と人間の未来 増補改訂版』日本経済新聞出版社，2008/1） 

6. Joseph A. Schumpeter，"Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung"，1912 （中山伊知郎，東

畑精一訳，『経済発展の理論（上）（下）』，岩波文庫，1977） 

● 成績評価方法 

講義（ネットも含む）への参加程度、学期末レポートなどによる。 

● その他留意事項 

実際に自ら体験しながら理解することが重要であることから、各種 Web サービスを利用する。ま

た、受講者の希望にもよるが、Skypeなどを利用した双方向ライブ講義も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際経済論研究 

伊沢 俊泰 

● 講義概要 

この講義では，標準的な国際経済学（国際貿易論）を中級レベルから学び，上級レベルへの橋

渡しをすることを目指す。国際経済学の理論と実証は，近年は国レベル・産業レベルの分析から進

んで，企業レベルの異質性を考慮して輸出行動や海外直接投資行動を分析するように発展してき

た。大学院初年次レベルの国際経済理論を理解することは，学問的研究のみならず，経済の最前

線で働くビジネスパーソンにも有益である。 

たとえば 2011年 3月の東日本大震災の被害は，東アジア新興国の経済発展に伴って生まれた

緻密な生産分業・貿易ネットワーク（電子機器や自動車生産）に，日本企業が位置していることをま

ざまざと見せつけた。震災直後から日本の貿易収支や経常収支の動向も赤字あるいは黒字縮小

傾向にあり、震災を一時的な日本経済へのショックと言うわけにはいかない状況である。グローバ

ル経済において日本経済や日本の産業界にどのような変化が起きたのか? こうした現実的なテー

マを正しく理解するために必要な知識・理論を伝授したい。そして、世界のなかの日本，そして日

本のなかの世界経済という視点で現代日本経済を捉える能力の修得をこの講義の目的としたい。 

そのためには基礎的な貿易理論の学習を地道に積み上げていくことが必要である。また経済理

論の学習だけにとどまらず新聞や経済雑誌を題材に時事的な国際経済問題も取り上げて，理論と

現実の整合性を意識して進めてゆくつもりである。 

主たる内容は，以下の通りである。 

① 国際貿易の源泉と貿易パターンの決定（リカード・モデル，ヘクシャー＝オリーン・モデル） 

② 新しい貿易理論（製品差別化と産業内貿易，フラグメンテーション理論，企業の異質性） 

である。基本的には講義形式で進めるが，テキストブックや資料論文の輪読を，受講者がレポータ

ーとなって報告しながら議論を進めていく方法も採り入れる。 

現在，下記のようなスケジュールを考えているが，受講者の興味関心を考慮したうえで取り上げ

る内容を変更することもある。詳細は講義初日のディスカッションで打ち合わせるので受講希望者

は各自の関心，研究の方向について意見を申し出てもらいたい。 

● 学修到達目標 

国際経済学の標準的理論を大学院初年次レベルで理解し、その理論を世界が直面する課題や

現象に適用できる応用力を身につける。特に一般均衡分析の視点で，国際貿易や，直接投資な

どの資本移動が一国に与える影響を捉えられる能力を身につけることが目標である。学問的にもビ

ジネスの現場でも一歩先を行く国際経済理解を目指す。 

● 講義計画 (1週に 2 コマ分の授業を開講) 

第 1週 イントロダクションおよび受講者とのディスカッション 

第 2週 国際収支表の基礎理解 

第 3週 国際貿易の基本モデル（二部門一般均衡モデル）概説 

第 4週 比較優位と貿易パターンの決定 ①リカード・モデル ②HOSモデル 

第 5週 新・貿易理論： 規模の経済性，製品差別化と不完全競争 

第 6週 グラビティ方程式と国際貿易： 距離・国境の存在は貿易にどのような影響を持つか？ 

第 7週 企業行動と新しい貿易理論 ①オフショアリングとフラグメンテーション理論 

第 8週 企業行動と新しい貿易理論 ②企業の異質性と国際貿易 



● 事前事後学習 

事前学習： 学部レベル初・中級のミクロ経済学・マクロ経済学の基礎的知識を再確認することを

要請する。レベルとしては，参考資料として以下に挙げたテキストを基準に考えている。また講義で

は，大学院初年次レベルの講義として，ある程度数学を活用する。必要な数学は講義内でも解説

するが，基本的な演算，方程式や関数グラフの理解のほかに，予め指数関数・対数関数および基

礎的な微分を理解して講義に臨んで欲しい。以下の参考資料に挙げた経済数学のテキストを参照

して欲しい。 

事後学習： この講義は，段階的な積み重ね学習となっているので，毎回の講義内容を復習し

たうえで次回講義に臨んで欲しい。そして講義内容に関連して，担当者が紹介する論文や記事な

どを読み込み，講義で学習した経済理論の現実に対する説明力を確認するようにして欲しい。 

● テキスト 

受講者のこれまでの学修履歴や個別の関心について相談のうえ，1冊のテキストを指定する。現

在のところは以下のテキストから選択することを考えている。 

阿部顕三・遠藤正寛 『国際経済学』 有斐閣アルマ，2012年． 

小田正雄 『現代国際経済学』 有斐閣，1997年． 

クルーグマン=オブズフェルド『クルーグマンの国際経済学 （上 貿易編・下 金融編）』 

丸善出版，2014年． 

若杉 隆平 『国際経済学 第 3版 (現代経済学入門)』 岩波書店，2009年． 

● 参考資料 

適宜指示するが，国際経済学について学部時代までに学習したことがなければ，以下の文献は

初学者向けに有用である。事前に一読してほしい。 

伊藤元重 『ゼミナール国際経済学入門 （改訂 3版）』 日本経済新聞社，2005年． 

石川城太・菊地徹・椋寛 『国際経済学をつかむ（第 2版）』 有斐閣，2013年 

 

国際経済学は，ミクロ経済学やマクロ経済学の応用分野である。講義の理解に役立つ標準的な

ミクロ経済学・マクロ経済学のテキストとしては，例えば以下の文献が有用である。 

石井安憲・西條辰義・塩澤修平 『入門・ミクロ経済学』 有斐閣，1995年． 

神取道宏 『ミクロ経済学の力』日本評論社，2014年． 

八田達夫 『ミクロ経済学〈1〉市場の失敗と政府の失敗への対策』 

 (プログレッシブ経済学シリーズ) 東洋経済新報社，2008年． 

八田達夫 『ミクロ経済学〈2〉効率化と格差是正』 (プログレッシブ経済学シリーズ) 

 東洋経済新報社，2009年． 

 齊藤誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久 『マクロ経済学』有斐閣，2010年． 

 

  また、経済学で用いる数学的手法については以下の文献が初学者にとっても有用である。 

  尾山大輔・安田洋祐『改訂版 経済学で出る数学: 高校数学からきちんと攻める』 

日本評論社，2013年． 

  川西 諭 『経済学で使う微分入門』 新世社，2010年． 

  A.C. チャン・K. ウエインライト 『現代経済学の数学基礎 〈上・下〉』 ,シーエーピー出版，

2010年． 



● 成績評価方法 

出席状況が良好であることがまず前提である。そのほかに講義期間中に数回のアサインメント（宿

題）の消化や講義内容に関連するエッセイの提出を求める予定である。これらの内容をもとに成績

評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本経済史研究 

笠井 雅直 

● 講義概要 

これまでの経済学ではとりあげられることのなかった観光をテーマにとりあげたい。最近､刊行さ

れた、Ｓ、ページ(木谷直俊ほか訳)『交通と観光の経済学』(日本経済評論社、２００１年)によれば、

海外においても１９８０年代、１８９０年代に観光関係の研究論文が数多くでてきているが、そこでは、

著者の観点である観光と交通との関係についてはまったく意識されていないという。いってみれば、

観光ビジネスの手法に焦点がかたよっており、歴史的な位置づけや、その発展過程をひろく社会

経済的な諸条件(交通革命が決定的)と関連付けては明らかにされることはなかったということにな

る。 

日本においても同様であり､鉄道史学会が本格的に観光と交通の歴史的な関係についてとりあ 

げたのは、１９９３年と比較的最近のことであった（その後、２０１１年にも「観光と鉄道」と題して検

討）。その背景には､観光が学際的なアプローチを必要としていることや、その発展原理について

懐疑的な認識があることによる。しかし、鉄道史学会での研究発表などの成果として、中西聡『旅

文化と物流―近代日本の輸送体系と空間認識―』(日本経済評論社、２０１６年)が刊行された。講

義では同書を参考としながら、テキストの研究成果を中心に講義をすすめたい。 

いずれにしても、現下の日本経済においては、観光がビジネス・チャンスの焦点として注目され

ていることも事実であり､歴史的にも、昭和恐慌期の前後に観光ブームが生み出されたことからも、

観光は経済を写す鏡であるだけでなく、国民経済の発展に重要な貢献をしてきたし、することが期

待されている。 

講義は、テキストによって、これまでの研究史を検討して、その上で、特定の地域(温泉地)を取り

上げ、関係資料を検討する。戦前日本における資本主義の展開との関連に留意しつつすすめら

れる。受講生による分担報告の形式ですすめるが、随時、解説、私見の説明を織り込みたい。 

● 学修到達目標 

講義を通して、歴史的アプローチの有効性について修得するとともに、観光の経済的側面につ

いての認識を深めることを狙いとする。 

● 講義計画 

第１週  講義概要とすすめ方についての説明 

第２週  温泉観光に関する最新の研究論文の検討 

第３週  近代旅行業の始まり 

第４週  国内旅行隆盛と国策 

第５週  戦時体制と旅行 

第６週  修学旅行と旅行の定着 

第７週  戦前の団体旅行の変遷 

第８週  戦前の海外旅行 

● 事前事後学習 

テキストの範囲の内容について理解するとともに、関連する文献資料にあたること、講義で取り上

げた内容や論点を事後的に自己確認することが求められる。 

● テキスト 

白幡洋三郎『旅行ノススメ』中公新書、１９９６年 



● 参考資料 

〔１〕笠井雅直「両大戦間期における豊川鉄道の経営多角化と観光開発」(『名古屋学院大学論

集 社会科学篇』３８―４、２００２年。 

〔２〕笠井雅直「両大戦間期の下呂温泉と鉄道網の発達―温泉観光ブームの創出―」(『名古屋

学院大学論集 社会科学篇』４０―１、２００３年。    

〔３〕笠井雅直「企業家と地域経済史―盛岡電気工業・花巻温泉・花巻温泉鉄道の事例か 

   ら―」『名古屋学院大学論集 社会科学編』４２―３、２００６年。 

〔４〕笠井雅直「湯の山温泉と四日市鉄道―戦前における地域開発の担い手と運動に関す 

   る事例研究―」『名古屋学院大学論集 社会科学編』４３―３、２００７年。 

〔５〕笠井雅直「戦前期温泉地間競争と交通網の革新（上）」『名古屋学院大学論集 社会科学編』

４９－１、２０１２年。 

〔６〕中西聡『旅文化と物流―近代日本の輸送体系と空間認識―』、日本経済評論社、２０１６年。 

● 成績評価方法 

毎回の分担範囲の報告・発表と、討論への参加によって、評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アジア経済史研究 

河原林 直人 

● 講義概要 

本講義では，歴史的経済活動を通して，アジア地域の経済的特質と経済構造を学び，アジアへ

の理解を深めることを目的としている。とりわけ，アジア地域において資本主義のインパクトが顕著

に現れた近代を中心に講義を進めていく。 

資本主義経済は，ヨーロッパで生まれた概念・システムであり，アジア側からすれば「輸入」され

たものである。それ故，アジア各地域に根差した伝統的な政治・文化，そして，経済活動や経済構

造との摩擦や「融合」が不可避であった。従って，近代以降のアジア地域は，ウェスタン・インパクト

を受け止めつつ，欧米とは異なる経済システムを形成することになる。このプロセスと特質を知るこ

とが，現代に至るまでのアジアを理解する上で，重要な前提となる。これらを学ぶ舞台として，本講

義では台湾に着目したい。 

● 学修到達目標 

アジアの近代史を経済学的に理解できること。 

アジアの資本主義的再編の実態と，歴史的意義を客観的に捉えられるようになること。 

● 講義計画 

第 1週  ガイダンス＆受講のための基礎知識 (アジアの地理的特徴と文化) 

  経済史理論概説 (段階発展論からグローバル・ヒストリーまで) 

第 2週  近世のアジア  (アジア三角貿易を通した国際経済関係) 

 近代の画期 (アヘン戦争とウェスタン・インパクト) 

第 3週  列強のアジア進出 (19世紀末台湾の経済構造と労働力移動) 

  「中華」の並立・奪取［日清戦争］ (台湾割譲＆植民地化の世界史的意義) 

第 4週  台湾経済の再編 (米糖業の発展，茶業の展開) 

 貿易統計から見る台湾と世界市場 (金本位制，関税と物流) 

第 5週  近代化の意味(１) 近代法制度と経済 (工業所有権と華僑) 

 近代化の意味(２) 同業組合と商業活動 (台湾茶商公会と台湾総督府) 

第 6週  東南アジアと世界経済 (華僑ネットワーク，南進論) 

 1930年代の歴史的意義 (商人の合理的選択とアジア市場再編) 

第 7週  属性と国籍 (華僑から学んだもの) 

 15年戦争と貿易 (戦時経済，大東亜共栄圏) 

第 8週  植民地台湾の特殊利害 (植民地官僚の存立意義と日本帝国) 

● 事前事後学習 

テキストの精読(事前)，毎回の講義箇所に関する論点の整理(事後) 

● テキスト 

河原林直人『近代アジアと台湾』世界思想社，2003年 

※受講生との相談によって変更する可能性もある 

● 成績評価方法 

授業準備(10％)，取組み(20％)，課題(レポート：70％)の総合評価 

● その他留意事項 

進め方や進度等は適宜受講生と相談しながら調整する予定 



政治思想史研究 

荻原 隆 

● 講義概要 

この講義では、近現代における規範的政治思想を取り上げ、その内容と特徴を紹介しつつ、政

治社会における善と正義について考えてみようとするものである。まず、自然権思想を、ついで功

利主義を検討し、そして近代における政治的理想主義について考察する。さらにアメリカにおける

実証主義・科学主義の政治理論を概観したのち、現代における規範的政治理論の復権を展望す

る。 

● 学修到達目標 

 学問とは物事を原理的に考えることである。この講義では政治社会について抽象概念を使って

思考する能力を育成したい。 

● 講義計画 

第１週 はじめに 

第２週 自然権思想と社会契約論（１） 

第３週 自然権思想と社会契約論（２） 

第４週 自然権思想と社会契約論（３） 

第５週 功利主義（１） 

第６週 功利主義（２） 

第７週 功利主義（３） 

第８週 近代の政治的理想主義（１） 

第９週 近代の政治的理想主義（２） 

第１０週 近代の政治的理想主義（３） 

第１１週 科学としての政治理論（１） 

第１２週 科学としての政治理論（２） 

第１３週 現代における規範的政治理論（１） 

第１４週 現代における規範的政治理論（２） 

第１５週 現代における規範的政治理論（３） 

● 事前事後学習 

あらかじめ藤原保信『二０世紀の政治理論』（１９９１年、岩波書店）、藤原・飯島編『西洋政治思

想史』Ⅰ・Ⅱ（１９９５、新評論）を通読し、とくにテキストに指定した藤原保信『自由主義の再検討』

（１９９３年、岩波文庫）をよく読んで、各章各節ごとに毎週簡潔なレポートにまとめ、それを報告して

もらう。このレポートに沿って、講義と議論を行う予定。 

● テキスト 

藤原保信『自由主義の再検討』（１９９３年、岩波文庫） 

● 参考資料 

藤原保信『二０世紀の政治理論』（１９９１年、岩波書店） 

藤原・飯島編『西洋政治思想史』Ⅰ・Ⅱ（１９９５、新評論） 

● 成績評価方法 

課題レポート６０％、平常点（出席など）４０％  

 



比較経済システム研究 

家本 博一 

● 講義概要 

本講義では、｢ロシア革命｣(1917 年 3 月)～｢ソ連邦の消滅｣(1991 年 12 月)にかけて存立してい

たソ連邦国家社会主義体制の現実とその特徴、基本性格及び問題点を明らかにすると共に、国家

社会主義体制が何ゆえ自己崩壊したのかについても、その現実と歴史的な意義を明らかにする。

このため、受講生には、歴史年表、VTR/DVD映像、写真集など様々な資料を活用して、その実相

と現実を理解していただく。 

● 学修到達目標 

 本講義では、国家社会主義体制が崩壊したその要因・問題点を理解するだけでなく、その際に、

どのような現実状況が、どのような指導的な人物が、さらには、どのような偶発的な出来事がそれぞ

れ登場したのかについて具体的に理解し、崩壊過程の複相性を学ぶことを目標とする。 

● 講義計画 

第一週 ｢ロシア革命｣の実像と虚像 

第二週 ｢戦時共産主義｣時代～｢新経済政策｣時代と｢レーニンの死｣ 

第三週 第二次大戦前のスターリン時代－工業化論争と農業集団化、党と軍の大粛清 

第四週 第二次大戦期のスターリン時代－「大祖国戦争」（独ソ戦） 

第五週 第二次大戦後のスターリン時代－東欧の社会主義化、東西両陣営の対立構図 

第六週 ｢スターリン批判｣（1956年）と東欧の激変 

第七週 1970年代における東西経済関係の新展開 

第八週 1980年代における国家社会主義体制の危機から崩壊へ 

－ゴルバチョフ「ペレストロイカ」、｢1989年東欧革命｣と｢1991年ソ連邦の消滅｣ 

● 事前事後学習 

 事前学習として、履修者は、1917 年「ロシア革命」～1991 年「ソ連邦の消滅」を対象としたソ連

邦現代史に関する書籍を少なくとも一冊読んでおくこと。 

 事後学習として、履修者には、課題レポートの提出を求める。その際、テーマは、履修者が選

択することができるように配慮する。 

● 教科書と参考文献 

家本が用意する文献と資料に基づいて講義する。 

● 成績評価方式 

課題レポート 70%と出欠状況 30%に基づいて評価する。 

● その他留意事項 

 講義の中で、履修者には、適宜重要人物についての報告を求める。 

 

 

 

 

 

 

 



経済政策論研究 

水野 晶夫 

● 講義概要 

本講義は、近年の経済トピックに対して、経済学的視点から分析し、その評価と課題を検証する

とともに、その論点に対して再考することを目的とする。 

本年では、特にアベノミクスとその基礎となるマクロ経済学理論に焦点を当て、指定教科書の輪

読形式を基本とする。  

● 学修到達目標 

教科書の内容が十分に理解でき、政策議論が授業内でできることを目標とする。 

● 講義計画 

第１週 講義ガイダンス 

第２週 日本経済概観 

第３週 日本経済の成長 

第４週 GDP 

第５週 有効需要 

第６週 乗数理論 

第７週 財政政策 

第８週 金融政策 

第９週 国際収支 

第 10週 外国為替市場と円の実力 

第 11週 アベノミクスとは 

第 12週 アベノミクスの評価と課題 

第 13週 財政再建 

第 14週 マイナス金利政策 

第 15週 まとめ 

● 事前事後学習 

講義前に事前に指定のテキストをよく読みこんでおくこと。講義後は、関連する日経新聞の記事

やインターネット情報を活用して復習すること。 

● テキスト・参考文献 

三橋規宏他『新・日本経済入門』日本経済新聞出版社 

● 成績評価方法  

発表、課題レポート、授業態度の総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政学研究 

水田 健一 

● 講義概要 

本講義では、政府が市場経済に介入する根拠（市場の失敗）を理解することから出発して、政府

財政を巡る理論的側面について、公共経済学的な分析手法を用いて考察を行う。講義は理論的

な説明を行うとともに、わが国の今日の課税制度ならびに政府間財政を巡る制度的な問題や、拡

大する社会保障支出や財政赤字問題など、今日のわが国の財政が抱える諸問題についても考察

を行う。 

具体的には、先ず厚生経済学・ミクロ経済学の手法を用いて市場メカニズムの効率性について

考察し、政府財政が存在することのすることの意義を説明する。次いで、外部性や公共財の最適

供給ならびに所得再分配政策について、理論的な考察を行う。次いで、公共投資と社会資本、公

営企業と規制産業について考察する。最後に租税制度とその効果について考察する。 

● 学修到達目標 

市場経済において政府財政が存在することの意義を正しく理解する。 

財政政策の資源配分機能、所得再分配機能ならびに経済安定化機能を理解する。 

社会的余剰やパレート効率性の観点から、市場の効率性と財制裁策の効果についての評価基

準を、正しく理解する。 

財政政策がそれぞれの機能を発揮する際の理論的メカニズムを正しく理解する。 

今日のわが国の財政の現状と、その課題について理解する。 

● 講義計画 

第 1週 プロローグ 

第 2週 日本の財政の仕組み 

第 3週 市場メカニズムと効率性 

第 4週 外部性 

第 5週 公共財 

第 6週 社会厚生と再分配政策 

第 7週 効率性と再分配政策 

第 8週 財政の景気安定化機能 

第 9週 公共投資と社会資本 

第 10週 所得課税 

第 11週 法人課税 

第 12週 消費課税と資産課税 

第 13週 公的年金・医療・介護 

第 14週 育児・教育・生活保護 

第 15週 財政収支と財政の持続可能性 

第 16週 エピローグ 

● 事前事後学習 

 事前にテキストの該当箇所を読んでおく。 

● テキスト 

畑野鋭矢・林正義・吉田浩 『財政学をつかむ』 有斐閣 2008年 6月  



ISBN978-4-641-17707-9 

● 参考文献 

西村幸浩 『財政学入門』 （経済学叢書 Introductory） 新世社 2013年 7月  

ISBN 978-4-88384-195-0 

西村幸浩・宮崎智視 『財政のエッセンス』 有斐閣 2015年 9月 ISBN 978—4-641-15023-2 

土居毅郎編 『日本の財政をどう立て直すか』 日本経済新聞出版社 2012年 2月 

ISBN 978-4 -532-13418-1 

釣雅雄・宮崎智視 『グラフィック財政学』 （グラフィック［経済学］－４） 新世社 2009年 7月 

ISBN 978-4-88384-135-6 

● 成績評価方法 

課題レポート ５０％  平常点（授業での報告） ５０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地方財政論研究 

水田 健一 

● 講義概要 

本研究では、ミクロ経済学的視点から地方財政問題を分析し、加えて今日の国の財政と地方財

政との制度論的関係についての考察した上で、地方財政の問題を公共経済学の見地から分析を

行う。具体的には、先ず、1990 年代以降わが国で進められてきた地方分権改革の経緯を振り返り、

その意義と今後の展望について考える。次に、人口の少子高齢化、地方の過疎化と地域間格差

や、地方の財政収支の悪化といった地方財政の抱える諸問題について解説する。その上で、分

権化定理、地域間外部効果、住民の移動を通じた自治体規模の決定といった理論的問題につい

て考察を行う。 

● 学修到達目標 

政府間財政移転を中心とした国と地方の財政関係について理解する。 

国庫支出金制度や地方交付税制度を通じた国による地方公共団体に対する財政調整につい

て理解する。 

地方財政の枠組みにおいて、外部性について理論的に理解する。 

● 講義計画 

 第１週  プロローグ 

 第２週  今日のわが国の地方財政のすがた 

 第３週  国の財政と地方の財政 

 第４週  地方の財政の制度について 

 第５週  地方公共支出の経済分析 

 第６週  地方公共団体の行・財政改革 

 第７週  広域行政について 

 第８週  地方税の原則 

 第９週  地方税改革 

 第１０週 地方分権と地方税改革 

 第１１週 国庫支出金制度 

 第１２週 地方交付税と財政調整 

 第１３週 地方債の発行と国の関与 

 第１４週 地域産業振興政策と地方財政 

 第１５週 地域間格差への対応 

 第１６週 エピローグ 

● 事前事後学習 

事前にテキストの該当箇所を読んでおく。 

● テキスト 

林  宜嗣  『地方財政  ［新版］』（有斐閣ブックス）  有斐閣  2008 年 9 月  ISBN 

978-4-641-18364-3 

● 参考文献 

佐藤主光 『地方財政論入門』 （経済学叢書 Introductory） 新世社 2009年 3月  

ISBN 978-4-88384-133-2 



橋本恭之・鈴木善充・木村真・小川亮・吉田素教 『地方財政改革の検証』 清文社  

2017年 4月 ISBN 978-4-433-63887-0 

神野直彦・小西砂千夫 『日本の地方財政』 有斐閣 2014年 10月  

ISBN 978-4-641-16448-2 

林宏昭 『分権社会の地方財政』 中央経済社 2007年 6月 ISBN 978-4-502-65890-7 

林宏昭・橋本泰之 『入門 地方財政 （第 3版）』 中央経済社 2014年 3月  

ISBN 978-4-502 08960-2 

● 成績評価方法 

課題レポート  ５０%   平常点（授業での報告） ５０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



金融論研究 

小林 礼実 

● 講義概要 

 金融論は、カネの流れに関わるあらゆる経済現象を分析の対象とした学問である。金融とは、私

たちに預金をはじめとする貯蓄手段を提供するとともに、企業などに対しては資金を調達する手段

を提供する。こうした金融活動は、国内総生産や雇用量および物価などといったマクロ経済変数へ

の影響を通じて、私たちの日常生活に大きな影響を及ぼす。新聞やテレビでは、株価や為替レー

トなどを報じた金融ニュースが毎日報道されているが、ほとんどの経済活動がカネの流れと不可分

であるため、金融の問題は私たちの身近な問題といえよう。金融論を理解するためには、実際の金

融制度と金融市場の仕組みに関する知識が不可欠である。 

そこで、「金融論研究」では、金融論（「ミクロ金融」「マクロ金融」「金融システム」）に関連したテー

マを取り上げ、議論しながら、私たちの身近な現実の金融諸問題を解明・分析・解決できる金融理

論や分析手法、経済学的思考といった高度な専門的能力を身につけられるよう大学院レベルの専

門的学びをおこなう。理想としては、大学院での専門的学びを金融実務・現場に応用できるような

研究をおこなっていただきたい。 

なお、講義計画では、毎回テーマは決定しているものの、レベルや講義内容・進捗状況、および

テキスト等については、第１回目に履修生と相談のうえ、決定したい。 

また、「金融論」は経済学応用科目であることから、学部レベルの「ミクロ経済学入門」「マクロ経

済学入門」「金融論入門」での経済学基礎力および金融論基礎知識や分析手法をある程度習得し

ていることを前提として講義を進めていく予定ではあるが、履修上の疑問や不安な点については、

第１回目に相談いただきたい。 

● 学修到達目標 

本講義では、金融論に関連したテーマを取り上げ、議論しながら、私たちの身近な現実の金融

諸問題を解明・分析・解決できる金融理論や分析手法、経済学的思考といった高度な専門的能力

を身につけられるよう大学院レベルの専門的学びをおこなう。理想としては、大学院での専門的学

びを金融実務・現場に応用できるような研究をおこなっていただきたい。 

● 講義計画 

第１週：第１回目 講義の概要と進め方（履修生との研究相談） 

第２週：第２回目 金融論とは、マクロ・ミクロ経済学入門の復習 

第３週：第３回目 金融論理論・分析手法習得①財市場の需給均衡の復習 

（IS曲線の導出） 

第４週：第４回目 金融論理論・分析手法習得②金融貨幣市場の需給均衡の復習 

（LM曲線の導出）金利の決定 

第５週：第５回目 金融論理論・分析手法習得③財市場と金融市場の同時均衡の復習 

（IS－LM分析） 

第６週：第６回目 貨幣（貨幣の役割、定義、貨幣の内訳） 

第７週：第７回目 金利（金利の基本概念、貨幣の時間的価値、債券の評価など） 

第８週：第８回目 金融システム 

第９週：第９回目 日本の金融機関 

第１０週:第１０回目 伝統的な金融政策（金融緩和と金融引締）、日本の金融政策概要 



第１１週：第１１回目 非伝統的な金融政策 

第１２週：第１２回目 金融システムの安定化のための政策（プルーデンス政策） 

第１３週：第１３回目 金融商品 

第１４週：第１４回目 金融市場 

第１５週：第１５回目 学期末レポートについて 

第１６週：第１６回目 学期末レポート提出 

● 事前事後学習 

事前・事後学習として、毎日、金融記事に着目しながら日本経済新聞を読み、講義で議論（①

着目した理由、②記事の要約、③記事が日・米・欧州・中国等の株価などといった金融ニュースや

実態経済に及ぼす影響など）できるよう準備しておくこと。 

● テキスト 

１．家森信善『金融論』中央経済社（2016） 

なお、講義で使用するテキストは、受講生と相談しながら、適宜必要に応じて配布または購入を

指示する。 

● 参考文献 

１．白川方明 『現代の金融政策』日本経済新聞出版（2008） 

２．前多康男等『金融論をつかむ』有斐閣（2006） 

３．日本経済新聞 

● 成績評価方法 

毎回のテーマに関する議論や質疑等の参加度合いと学期末レポート等によって評価する。 

● その他留意事項 

毎回、電卓を持参して講義に臨むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際金融論研究 

畠山 久志 

● 講義概要 

本研究では、国際通貨と外国為替について学習する。金融論と国際金融論とは、似て非なるも

ので、大掴みでは金融論がマネーサプライの経済に対する影響と金融システムを対象としている

のに対し、国際金融論は、国際通貨の動きと為替の変化、国際収支を対象としている。前半では

ブレトンウッズ協定を始めとする国際通貨の仕組み、その後の国際通貨制度の変遷、EU・ヨーロッ

パの通貨統合の動きとギリシア問題などの課題、IMF の基軸通貨となる中国元の国際化等につい

て取り上げる。後半では、外国為替の仕組と形態、為替相場決定理論、新しい送金システム、外国

為替相場・市場、為替予約などリスクヘッジの手法、国際収支の仕組み、を取り上げる。特に、国際

情勢の変化の中で問題となる為替の動きや、デフォルトなどの時事問題は、タイムリーに取り上げ

解説したい。 

● 学修到達目標 

グローバル化の中で、国際金融論を理解するために最低限必要な基礎知識である①国際通貨

制度、②中央政府と為替管理、③国際収支統計、④基軸通貨と貿易、⑤ユーロ市場、⑥元の国際

化、⑦デリバティブとリスクヘッジ、⑧購買力平価理論などの習得と、今後の論文作成に向けた応

用力を付けることを目標とする。 

● 講義計画 

第１週 国際通貨制度の役割と性格 

第２週 ブレトンウッズ体制（ブロック経済の反省等） 

第３週 ニクソンショック（管理通貨制度等） 

第４週 ユーロ、中国元（新国際通貨等） 

第５週 国際貿易と為替（国際送金システム等）  

第６週 為替理論（購買力平価等）  

第７週 リスクヘッジ手法（仮想通貨等） 

第８週 国際収支（IMF新たな算出方法の採用等） 

● 事前事後学習 

事前学習としては日経新聞、ダイヤモンド、東洋経済、ネットなどで、国際金融に関する動きに

関心を持ち、授業で質問や意見として紹介してほしい。事後学習としては授業で得た識見を参考

資料等で確認するとともに、深化させてほしい。 

● テキスト 

篇林康史 『貨幣と通貨の法文化』（2016 国際書院）ISBN978-4-87791-275-8 

その他、適宜プリント配布をする。 

● 参考書 

伊藤元重｢ゼミナール国際経済入門改訂第３版｣（日経 2012） 

神田眞人編「図説 国際金融 2015－2016年版」（財形詳報社 2015） 

P．R．クルグマン/M．オブズフェルド（石井菜穂子他訳）「国際経済理論と政策第 3版」 

（新世社 1996） 

● 成績評価方法 

授業における質問、意見発言などの参加度と、関心を持ったテーマについて期末にレポート（1



回）を提出してもらい評価する。 

● その他留意事項 

必要に応じて、実務専門家による解説も加えたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資産運用論研究 

上山 仁恵 

● 講義概要 

本講義では、資産運用における基本概念や基本用語を習得し、実際の日本の資産データを

用い、理論と実際の行動を比較・評価することを目的とします。 

資産運用の理論を学ぶためには、効用関数やリスク回避度、時間割引率などの知識が必要と

なりますが、これらの概念は数学的な知識を要します。本講義では、数学の知識については復

習を行いながら、わかりやすく解説することを試みます。 

なお、講義内容については履修希望学生と相談し、資産運用に関する学習したい内容があ

れば上記の内容を外れることも構いません（資産運用の範囲内で、適宜講義内容を決めることも

可能です）。 

● 学修到達目標 

資産運用時に必要とされる基本概念を理解し、かつ、実際の日本の資産データを用い、理論

と実際の行動を客観的に比較できるようになる。 

● 講義計画 

第 1回目（第 1週・第 2週）講義ガイダンス、金融に関する基礎知識の学習（確認） 

第 2回目（第 3週・第 4週）金融リテラシーの現状（国際比較等） 

第 3回目（第 5週・第 6週）リスク回避度の理解 

第 4回目（第 7週・第 8週）割引現在価値（時間選好率）の理解 

第 5回目（第 9週・第 10週）様々な資産収益率の比較 

第 6回目（第 11週・第 12週）資本資産評価モデル（CAPM）の理解 

第 7回目（第 13週・第 14週）資産運用論に関連する論文の輪読① 

第 8回目（第 15週・第 16週）資産運用論に関連する論文の輪読② 

● 事前事後学習 

資産運用を学習するためには、世の中のお金の流れを認識する必要があります。事前事後、

日本銀行や金融機関の動きを新聞やニュース等で追って下さい。講義中に適宜、日銀の金融

政策や金融機関のスタンス等をディスカッションします。 

● テキスト 

担当教員準備のレジュメを使用します。 

● 参考資料 

適宜、授業中に提示します。 

● 成績評価方法 

講義中の理解度など総合的に評価します。 

● その他留意事項 

2次関数や確率の数学の知識を要します。また、エクセルを用いて資産データの計算を行うた

め、ある程度のエクセル操作（シート上の四則演算、関数、グラフ作成）ができることを前提としま

す。 

 

 

 



貿易政策論研究 

黒田 知宏 

● 講義概要 

国内の経済問題（たとえば失業、低成長率、格差など）の原因を貿易や企業の海外進出や為替

の動向に求めるケースがよく見られる。このような見方が行き過ぎると、保護主義的な貿易政策や

外国投資に対する排他的な措置など、世界貿易機関（WTO）の推し進める多角的な貿易自由化と

は逆行した政策がとられることがある。 

自由化のもたらす利益と損失については多くの誤解がある。また、保護主義的な政策の直感的

な（近視眼的な）イメージと、実際の長期的な効果との間にもギャップがある。 

本研究では、貿易政策（および貿易自由化）・直接投資への規制について、理論と現実に基づ

いて考察する。学部レベルの貿易理論を踏まえつつ、中上級レベルの貿易政策論について、事

例をケーススタディとしながら研究を進める。講義担当者は 2017年から 2018年にかけて Brexit交

渉中の英国に１年間滞在した経験を持つ。欧州（EU）の抱える諸問題、例えばなぜ英国は域内自

由貿易を進めるEU市場からの離脱を選択したのか、EUとの貿易政策の調整により、英国にどのよ

うな影響が出るかなどは本研究で考えるべき格好の題材である。 

● 学修到達目標 

貿易自由化・保護主義のもたらす影響（良くも悪くも）を経済厚生の観点から判断できる。 

保護主義的な政策がどのような政治過程を通じて採用されやすいのかを説明できる。 

● 講義計画 

第１週 現代の貿易システム：大恐慌から保護主義台頭の時代、GATTから WTO へ 

第２週 貿易政策分析のための準備：輸入需要、輸出供給 

第３週 交易条件と輸入制限政策の効果 

第４週 貿易政策とロビー活動：Protection for sale、レントシーキング活動 

第５週 寡占市場の分析準備：非協力ゲーム理論の基礎（反応関数、ナッシュ均衡） 

第６週 戦略的貿易政策：航空機産業への補助金政策（エアバス社 VSボーイング社） 

第７週 地域貿易協定の理論：原産地規則、輸出 VS現地生産 

第８週 環境政策と貿易自由化、または経済移民のもたらす影響 

● 事前事後学習 

CEPR Policy Portal（http://www.voxeu.org/）に最新の国際経済に関する論文が紹介されている。講義

中に指定された場合、記事・論文を読み込んでくること。 

グローバルなトピックス（移民問題、保護主義、BREXIT）にアンテナを張って情報収集をしておくこと。 

● テキスト 

これまでの学習履歴や関心内容によって指定するが、以下を候補のひとつとして挙げておく。 

クルーグマン、オブスフェルト（著）『クルーグマンの国際経済学（上）貿易編』丸善出版、2014年 

● 参考資料 

その都度指示するが、比較優位とは何か、保護主義の問題点については、以下が優れている。 

Russell Roberts (2010), The Choice: A Fable of Free Trade and Protectionism, MIT Press. 

● 成績評価方法 

講義期間中に出した宿題の消化や、課題レポートの提出による。 

 



産業組織論研究 

大石 邦弘 

● 講義概要 

本研究では、下記のテキスト（予定）を用いて、競争政策の視点から産業組織論の理論と実際を

学んでいくことを目的とする。基本的には、受講者の報告・議論をもって行われる。 

● 学修到達目標 

現実に採用される競争政策が理論的にどのような背景を持つのかを理解するとともに、その限

界をも理解することができるようになってもらいたい。 

● 講義計画 

第 1週 共謀と協調 

第 2週 コンテスタブル市場理論と参入阻止戦略 

第 3週 一般集中と独占的状態 

第 4週 合併・買収 

第 5週 垂直的取引制限 

第 6週 競争手段としての廉売 

第 7週 下請取引と優越的地位 

第 8週 公益事業における競争 

●事前事後学習 

産業組織論の理論展開は、基本的にはミクロ経済学の分析手法を事前にみにつけておくことが、

その理解に大きく寄与する。学部レベルのミクロ経済学の理論を事前に学んでおくことが望ましい。 

また各回のテーマに関して、公正取引委員会などのホームページから、どのような競争政策が実

施されているかを事前に予習することが望まれる。 

● テキスト 

小田切 宏之 『競争政策論』 日本評論社 2008年  

（受講者と相談の上、変更する場合がある） 

● 参考資料 

講義の中で、指示することがある。 

● 成績評価方法 

課題レポート 60％、報告 40％ 

● その他留意事項 

なお、講義を進めるにあたっては、ミクロ経済学の企業行動の理論に関する基礎知識、また産業

組織論の分析視点に関して学部レベルの知識が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



現代産業論研究 

十名 直喜 

● 講義概要 

産業は、労働・生活と深く関わり、日々、誰もが体験し接する社会的な営みで、その動向は人々

の将来をも左右する。それゆえ、現代産業論は、普遍的な学問である。 

これまでの産業論は、生産・供給という機能的側面に光をあててきたが、人々が職場や地域で

織りなす働き様や生き様、そこで培われた文化やノウハウなどの文化的側面は、対象外とされてき

た。ひとづくり、まちづくりの概念も入っていないため、現代の複雑かつ多様な産業・地域像を深く

包括して捉えることができない。 

本講義では、上記の課題に正面から向き合う。生産と地域の現場に根ざし、有形財と無形財に

またがり、ものづくり・ひとづくり・まちづくりを三位一体化し産業システムとして捉える、国際的にも

比類のないオリジナルな現代産業論を提示する。 

それによって、現代産業と地域の多様かつ複雑な諸相と課題を、理論と実証の両面から有機的

に把握できるようにする。さらに、人間観、宇宙観、生命観を問い直し、人の働き方と暮らし方を見

直す。 

人類史的およびグローバルな俯瞰的視点、さらに現場に根ざしたローカルな視点の両面から、

21世紀型の産業システムのあり方を一緒に探求したい。 

● 学修到達目標 

現代産業と地域の多様かつ複雑な諸相と課題を、理論と実証の両面から理解する。ものづくり、

ひとづくり、まちづくりを、個々バラバラにではなく三位一体的に、産業システムとして捉え直し、有

機的に把握できるようにする。 

 人間観、宇宙観、生命観を問い直し、人の働き方と暮らし方を見直して、それを可能とする 21 世

紀型の産業システムへの視点と知恵を育みたい。 

環境破壊や貧困・人間疎外などが地球レベルで深刻化するなか、日本をモデルにした環境文

化革命を軸にして、農業と工業・サービス業の高次な融合による持続可能な産業像を構想する力

を培いたい。 

● 講義計画 [テーマ] 現代の産業と企業へのアプローチ 

下記のテーマに沿って、基本文献や最新資料に立ち返りつつ進める。 

① 現代産業論の基本的枠組み 

② 産業の概念と基本分類 

③ 産業のあり方と自然観・人間観 

④ 21世紀型産業システムへの視座 

⑤ ものづくり産業の技術と経営 

⑥ グローバル経営とひとづくり 

⑦ 地域産業と企業経営 

⑧ 持続可能な産業・地域づくり 

⑨ 環境文化革命と 21世紀モデル 

● 事前事後学習 

毎回配布する講義レジメは、次回の分も含んでいる。教科書とセットで、事前に読んでおく。事

後には、授業での質疑応答も参考にして、読み直し深める。 



● テキスト・参考文献 

テキスト：十名直喜編『地域創生の産業システム―もの・ひと・まちづくりの技と文化―』水曜社、

2015年 

参考文献：十名直喜『ひと・まち・ものづくりの経済学―現代産業論の新地平―』法律文化社、

2012年 

その他の文献については、最初に授業時に一括提示する。 

● 成績評価方法 

出席に加えて、授業での質疑応答を重視する。課題レポートも参考にして評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ものづくり経済論研究 

十名 直喜 

● 講義概要 

産業経済が発展し高度化すればするほど、それを基盤的に支える「ものづくり」の重要性も高ま

り、その新たな意味と役割が問われてくる。「ものづくり大国」といわれた日本産業ではあるが、海外

への生産移転などが進むなか、その地位や役割も東アジアへ急速にシフトしてきている。ものづく

りの危機がかつなく進行するなか、ものづくりの意味が問い直され、また再評価される動きも高まっ

てきている。 

本講義ではまず、ものづくりとは何か、人間および社会にとってどのような意味を持つのかを考え

てみたい。ものづくりを担うのは人間であり、「技」であるが、それを支えるのは技術と組織であり、間

接的に支える科学の役割も重要で、これらの基本的要素とその関係を明らかにする。 

ものづくりの主要な場は「工場」であるが、その概観および中身は大きな変化を遂げて現代に至

っている。そうした工場の歴史的発展と技術的変遷に注目したい。さらに、グローバルな視点から

みると、「世界の工場」は英国からアメリカへ、そして日本へと移ってきたが、今や日本から中国、東

南アジアへと移ってきている。 

一方、ポスト工業社会といわれる現代、工業をはじめ農業やサービス業の役割と位置を再考す

る必要が高まっている。工業なかでも製造業は、今や情報技術の塊であり、ナノテクノロジーなど先

端技術が試行され応用される実験工場としての側面を強めつつある。創造的な研究や技術開発、

高度な技術やノウハウなど、ものづくりの技術と技能に支えられ、それとの濃密な交流のなかで可

能となるものである。また、農業と工業さらにサービス業の融合化が進みつつあるが、農林水産業

やサービス業を視野に入れた包括的な視点からものづくり産業を捉えることが大切である。 

「世界の工場」が中国さらに東南アジアへとシフトするなか、日本のものづくりはどのような課題に

直面し、いかなる方向に進んでいくのか。技術と芸術の融合、そして産業融合も多様な分野で進

みつつあるなかにあって、ものづくりの原点に立ち返り、最前線の動向をも見据えつつ、日本のあ

るべき方向を提示したい。 

● 学修到達目標 

ものづくりとは何か、人間および社会、そして日本経済にとってどのような意味を持つかを理解す

る。ものづくりを担う工場は今やさまざまな技術やノウハウ、文化の塊であるが、そうした工場の最新

像をふまえ、歴史的にどのように変遷してきたかを理解する。それらをふまえ、ものづくりと工場の

未来、地域の持続的発展を構想し研究する力量をつけさせる。 

● 講義計画 

以上にみてきた講義の主要テーマは下記の通りである。 

① 生産と労働 

② ものづくりとは何か 

③ 科学と技術 

④ 「型」とシステム 

⑤ ものづくりと現場 

⑥ 熟練と技能 

⑦ ものづくりとサービス 

⑧ 工場の経済学 



⑨ 工場と人間発達 

⑩ 専門化と全面発達 

   ⑪ 工場・産業の発展と変容 

   ⑫ 環境文化革命と人間発達 

⑬ 日本のものづくりと技術の課題 

● 事前事後学習 

毎回配布する講義レジメは、次回の分も含んでいる。教科書とセットで、事前に読んでおく。事

後には、授業での質疑応答も参考にして、読み直し深める。 

● テキスト・参考文献 

テキスト ：十名直喜『ひと・まち・ものづくりの経済学―現代産業論の新地平―』法律文化社、

2012年 

十名直喜編『地域創生と産業システム―もの・ひと・まちづくりの技と文化―』水曜社、

2015年 

参考文献：最初に授業時に一括提示する。 

● 成績評価方法 

出席を重視し、質疑応答や課題レポート提出に基づく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



エネルギー政策研究 

木船 久雄 

● 講義概要 

本研究では，資源経済学の研究対象としてエネルギーを取り上げ，市場特性，産業組織，関係

分野の政策について理解を深め，次の二つの目的達成を目指す。第一の目的は，資源を対象と

した経済分析を行う上で必要な基本的な経済理論や実証研究の方法論を確認すること，第二の

目的は当該分野に関する現在までの学問的な成果や争点を把握すること，である。 

具体的な講義の内容は，①エネルギー市場の特徴，②エネルギーの需要分析，③エネルギー

の供給・価格分析，④エネルギー環境政策などである。例えば，エネルギー市場の最大の特徴は

需給双方ともに価格弾力性が小さいことである。そのために価格決定を自由な市場に委ねれば，

価格の乱高下が起こり易い。これに対処するため，需給双方ともに価格安定を目指した市場の組

織化を図ろうという誘因が常に存在している。実際に，歴史の中でも幾度となく資源カルテルが存

在してきた。 

また，基本的な理論を理解した後，1990 年代以降，世界大で拡張されてきた「電力自由化」や

温暖化対策のカギを握る「再生可能エネルギー導入促進策」や原子力発電について焦点を当て

る。 

講義方法は，テキストに基づいてレジュメ報告とその解説そして討論，という形式をとる。用いる

テキストは木船が作成した私家版のレジュメと，2017 年の新刊本である。私家版レジュメについて

は，第 1回目の授業においてそのコピーを配布する。 

● 学修到達目標 

エネルギーという財の特性を踏まえた上で，現在進行形のエネルギー環境政策について，自ら

の考えを提示できるようになること。 

● 講義計画 

第 1週 エネルギー市場の特徴 

第２週 エネルギーの需要分析 

第３週 エネルギーの供給・価格分析 

第４週 国際エネルギー動向 

第５週 エネルギー環境政策 

第６週 電力自由化 

第７週 再生可能エネルギー導入促進策 

第８週 原子力政策 

● 事前事後学習 

ミクロ経済学やマクロ経済学に関する基礎的な知識を事前に身に着けておくことが望ましい。 

授業の前には，該当するテキスト箇所を読了していること。 

日常的に，エネルギー環境政策に関するニュースや新聞雑誌の記事に触れること。  

● テキスト 

・H. Kibune, Energy Economics, 2001（私家版，コピーを提供します） 

・木船・野村・西村共編著『エネルギー政策の新展開－電力・ガス自由化に伴う課題の解明－』

晃洋書房，2017年 

 



● 参考資料 

・木船・野村・西村共編著『低炭素社会のビジョンと課題』晃洋書房，2010年 

● 成績評価方法 

課題レポート 60％、報告 40％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



環境経済政策研究 

佐々木 健吾 

● 講義概要 

本講義では、環境経済政策学の「理論と実際」を理解することにより、現実に生じている環境問

題の本質を見抜き、その処方箋を提示するための理論的思考枠組みを身につけることを目的とす

る。現在起きている環境問題といえば、地球温暖化、生態系・生物多様性の喪失、天然資源の枯

渇、廃棄物処理など枚挙にいとまがない。これらの問題は、省エネ・節電を推進する、あるいはエコ

バッグを利用するだとか、自然エネルギーに移行する、ゴミを分別する、といった単純な施策だけ

によって解決できるようなものではない。事実、上記の環境問題の多くは、その実効的な解決に遠

く及んでいない。 

講義では、テキストとして挙げられている R.K.ターナー/D.ピアス/I.ベイトマン『環境経済学入門』

の輪読を考えている。本書は全 6 部 23 章 337 頁からなり、包括的な内容となっている（したがって

1 章当たりのページ数は少ない）。これらのすべてを扱うかどうかは別にして、毎回報告担当者・討

論者を決め、報告（40分）＋疑問点・論点の提示（10分）＋解説（10分）＋討論（15分）＋全体ディ

スカッション（15分）で進める。 

● 学修到達目標 

環境経済政策学の「理論と実際」を理解することにより、現実に生じている環境問題の本質を見

抜き、その処方箋を提示するための理論的思考枠組みを身につけること。 

● 講義計画 

以下は暫定である。初回時に別途編成を行うことがあり得る。 

第１週 イントロダクション（進め方、成績評価、分担、その他） 

第２週 大きな経済、環境と倫理、経済成長・人口増大と環境 

   第３週 市場の機能と「失敗」の理由、政府の失敗 

   第４週 費用便益の考え方、自然に対する関心を評価づける、不確実性 

   第５週 環境税、環境許可証、環境基準の設定 

   第６週 再生可能資源、非再生可能資源、廃棄物処理 

   第７週 気候変動、生物多様性の保全、途上国の環境 

   第８週 持続可能な発展、総括 

● 事前事後学習 

事前学習として、学部レベルのミクロ経済学、マクロ経済学に関するテキストの内容を理解してお

くこと。事後学習として、作成してきた各週のレジュメに、授業中に追加された議論をまとめて整理

しておくこと。特に指定するものではないが、ミクロ・マクロ経済学の教材として参考資料を挙げてお

く。 

● テキスト 

R.K.ターナー/D.ピアス/I.ベイトマン（2001）『環境経済学入門』東洋経済新報社 

● 参考資料 

植田和弘（1996）『環境経済学』岩波書店 

パーサ・ダスグプタ（2007）『サステイナビリティの経済学 人間の福祉と自然環境』岩波書店 

前田章（2010）『ゼミナール環境経済学入門』日本経済新聞社出版 

N.グレゴリー・マンキュー（2005）『マンキュー経済学【第 2 版】Ⅰミクロ編 Ⅱマクロ編』東洋経済



新報社 

● 成績評価方法 

担当分報告および討論、ディスカッションでの発言と参加、学ぶ意欲によって評価する。 

● その他留意事項 

受講を考えているものは少なくともテキストには目を通し、内容を確認しておくように。受講を決

めているものに関しては、購入し熟度をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会学理論研究 

早川 洋行 

● 講義概要 

本研究では、教員が社会学の理論命題を解説していく。受講者には、疑問点についての積極

的質問と応用可能性についての積極的意見を期待している。受講者が社会学の概念を正確に理

解し、自ら使いこなせるようになることを目指したい。 

● 学修到達目標 

20以上の社会学説について理解すること。30以上の社会学用語を使いこなせること。 

● 講義計画 

第 1週 プロローグ 

第 2週 自我の社会性/人間の攻撃性 

第 3週 動機の語彙/相関主義 

第 4週 自己呈示のドラマツルギー/多元的現実の構成 

第 5週  認知的不協和の理論/ラベリングと逸脱 

第 6週 予言の自己成就/欲望の模倣とモデル=ライバル論 

第 7週 ルサンチマンと道徳/志向の食い違いと羞恥 

第 8週 結合定量の法則/外集団への敵対と内集団の親和 

第 9週 インフォーマル組織の発見/準拠集団と相対的不満 

第 10週 多集団の交錯と個性の発達/AGIL 図式 

第 11週 互酬の不均衡と権力の発生/贈与論 

第 12週 女性の交換と近親婚の禁止/犯罪の潜在的機能 

第 13週 聖―俗―遊/<いき>の構造 

第 15週 生産力と生産関係の矛盾/集合行動の理論 

第 16週 文化遅滞/自由からの逃走 

● 事前事後学習 

テキストを事前に読んでおくこと。毎講義後、学んだ命題の応用例を考えて次回講義時に発表

すること。 

● テキスト 

作田啓一・井上俊編『命題コレクション社会学』筑摩書房、1986年 

● 参考資料 

講義の際に指示する。 

● 成績評価方法 

受講態度のみ。熱心に議論することを高く評価する。 

● その他留意事項 

テキストを忘れたものは受講を認めない。 

 

 

 

 

 



経済社会学研究 

村上 寿来 

● 講義概要 

現代の諸科学は、専門分化を進めながら発展を遂げてきた。それは社会科学でも同様であり、

経済学、社会学などの多様な学問領域へと分化を遂げ、さらにそれぞれの諸領域の中でも研究分

野やアプローチが細分化されてきた。そうした流れが議論の精緻化を通じた諸科学の発展をもたら

す点で必要不可欠であったことは間違いない。しかしながら、とりわけ社会科学においては、そうし

た専門分化が社会の全体像を見失わせるとともに、議論のいわば蛸壺化が進むことによって現実

への意義を喪失してしまうという危険も内在していた。そこで、近代科学の専門分化を反省し、より

総合的な視点を回復しようとする問題意識が、社会科学、なかんずく経済学において生まれてきた。

経済社会学は、社会学の伝統の中で育まれてきた一方で、経済学の側からもより総合的な視点を

回復すべく展開されてきた、経済学と社会学の学際的分野である。講義ではそうした経済社会学

の位置づけについての議論を取り上げつつ、社会科学の現代的意義について考えるとともに、経

済社会学における理論的議論および現代社会の経済社会学的分析事例を通じて、現代の諸問

題をより総合的に理解するアプローチに取り組む。 

● 学修到達目標 

経済社会学を基礎にしながら、現代社会の諸問題へと総合的にアプローチする力を習得する。 

● 講義計画 

第１週 経済社会学とは何か 

第２週 経済社会学の歴史的展開 

第３週 経済システムの社会学的諸条件 

第４週 社会システムの経済学的分析 

第５週 経済社会体制論の展開 

第６週 現代社会の経済・社会思想的背景 

第７週 ソーシャル・キャピタル論の展開 

第８週 現代経済社会の方位 

● 事前事後学習 

講義で取り上げる文献・資料は、事前に毎回予習し、要点と質問をまとめておくことを求める。ま

た、取り上げる内容は相互に関連しているので、各議論の要点を復習することで、全体の理解が得

られるよう努めること。 

● テキスト 

未定。利用する場合は講義のはじめに指示する。 

● 参考資料 

参考資料等は講義において指示する。 

● 成績評価方法 

講義への参加状況と研究報告およびレポート提出によって総合的に評価する。 

● その他留意事項 

具体的に取り上げるトピックは、受講生の関心に応じて変更する可能性がある。 

 

 



都市政策論研究 

井澤 知旦 

● 講義概要 

都市政策は、都市という地域に立脚した政策科学であり、また社会諸科学を統合した総合科学

です。そこでは幅広い分野の情報を蓄積しながら、個別課題の解決に必要な政策が求められてい

ます。 

本研究では、上記のような視点に立ち、大都市のみならず中小都市を含めた都市課題に立ち

向かい、政策立案に向けた有用な知識と思考能力を獲得することを目的とした講義を展開してい

きます。 

講義運営は、1 週２コマで授業を行います。また指定テキストを用い、①都市政策を考える経済

環境、②コミュニティの未来、③都市の豊かさ、の３つのテーマについて、内容報告と討議を行いま

す。 

● 学修到達目標 

文献の読解力を高め、都市の課題とは何かが把握できるようになり、都市政策についての構築

力（発想力と構築力）の基礎力を身につけます。 

● 講義計画 

第１週 オリエンテーション（学習目標の確認と講義の進め方および受講生のニーズ把握） 

第２週 都市政策を考える経済環境の変化を考える（指定テキスト①）報告 

第３週 都市政策を考える経済環境の変化を考える（指定テキスト①）討議 

第４週 これからのコミュニティのあり方を考える（指定テキスト②）報告 

第５週 これからのコミュニティのあり方を考える（指定テキスト②）討議 

第６週 「都市の豊かさ」とは何かを考える（指定テキスト③）報告 

第７週 「都市の豊かさ」とは何かを考える（指定テキスト④）討議 

第８週 都市政策論のまとめと試験 

● 事前事後学習 

講義計画に示すように指定テキストを講義前に必読し、分担に合わせてその要約をレジュメとし

て提出すること。授業のあと、レジュメに議論した内容をコンパクトに整理し、記述すること。 

● テキスト 

下記の書籍を指定テキストとする 

①松谷 明彦「東京劣化」PHP 研究所 2015.3 

②広井良典「人口減少社会という希望」朝日新聞出版 2013.4 

③高松平蔵「ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか」学芸出版社 2016.9 

④山崎満広「ポートランド－世界で一番住みたい街をつくる」学芸出版 2016.5 

● 参考資料 

・米山 秀隆「空き家急増の真実―放置・倒壊・限界マンション化を防げ」日経新聞出版社 

2012.6 

・木下 斉「稼ぐまちが地方を変える―誰も言わなかった１０の鉄則」ＮＨＫ出版 2015.5 

・増田寛也編著「地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減 」中公新書 2014.8 

・片田敏孝「人が死なない防災」集英社 2012.3 

・足立基浩「シャッター通り再生計画」ミネルバ書房 2010.4 



● 成績評価方法 

・講義中のレポートおよび報告・討議の積極性や内容の量・質 60％、最終レポート 40％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



都市デザイン研究 

井澤 知旦 

● 講義概要 

都市政策論研究の履修を前提として、都市デザイン研究を行います。本研究での取り上げるテ

ーマは、都市の空間（環境）や制度、それらを創生するプロジェクトなど、「広義のデザイン」として

取り扱うものです。具体的には市民が当事者意識をもって取り組むプロジェクト（シビックプライド

等）、道路、緑地公園、水辺といった公共空間の有効活用や都市（地域）のマネジメント（工場施設

の用途転用等）について、講義形式で理解を深めていきます。これらは座学だけでなく、デザイン

研究のリアリティを持たせるため、現地視察（フィールドワーク）を節目で実施します。なお、講義運

営は、1週２コマで授業を行います。 

● 学修到達目標 

この講義を通じて、都市課題の発掘力とその課題対応による都市政策立案のデザイン（企画）が

身につき、都市デザイン研究への応用力を高めていきます。 

● 講義計画 

第１週 オリエンテーション（学習目標の確認と講義の進め方と受講生のニーズ把握） 

第２週 国内外の都市デザイン戦略の新しい潮流（クリエイティブとシビックプライド） 

第３週 具体的取り組みとしてのクリエイティブシティとシビックプライド（国際デザインセンター） 

第４週 日本の公共空間の有効活用と今後のデザイン 

第５週 現地視察①栄地区（名古屋久屋大通と碁盤割地区）と名駅地区（駅前ビル群） 

第６週 都市デザインによる都市活性化（文化でまちを救えるか） 

第７週 現地視察②やきもの散歩道／愛知県常滑市） 

第８週 現地視察③伝統的建造物群保存地区 名古屋市有松地区） 

＊現地視察先は候補地として掲載。受講生と相談しながら選定する予定。 

● 事前事後学習 

講義計画に合わせた参考文献を事前に学習すること。視察にあたっては事前に視察先の情報

を入手し整理したものを講義で提出すること。また視察後は視察成果をレポートとして提出するこ

と。 

● テキスト 

随時テキストとなる資料を提供 

● 参考資料 

・シビックプライド研究会「シビックプライド 2 【国内編】」宣伝会議 2015.9 

・小林重敬他「最新エリアマネジメント--街を運営する民間組織と活動財源」学芸出版社 2015.2 

・リチャードフロリダ・井口典夫訳「新クリエイティブ資本論」ダイアモンド社 2014.12 

・今村雅樹他「パブリック空間の本―公共性をもった空間の今までとこれから」彰国社 2013.7 

・シビックプライド研究会「シビックプライド」宣伝会議 2008.11 

・佐藤滋ほか「都市デザインの進め方」丸善株式会社 2006.5 

● 成績評価方法 

・講義中の報告や討議の積極性や内容の量・質 60％、課題レポート 40％ 

● その他留意事項 

現地視察を実施するにあたって、土曜日または日曜日の午前から午後にかけて実施することを



前提としています。受講生および訪問先の状況を勘案して日程を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域政策論研究 

古池 嘉和 

● 講義概要 

地域における暮らしの質をどのようにして高めていくのか。地域政策のひとつの目標は、ここにあ

ると言える。このように、地域政策は実践の学問ではあるが、政策を科学的に捉える学術的到達点

を含めた理論的な部分を前半の講義で行う。講義の後半は、実施の現場でどのような政策課題と

向き合い、誰が、どのような政策の実践をしているのかを地域内発モデルとして名高い大分県湯布

院温泉の事例と、陶磁器産業を抱える瀬戸／多治見などの事例を取り上げて考察していく。 

● 学修到達目標 

・地域政策の理論的な到達点を理解すること。 

・実践の中から課題を発見し、具体的な地域をデザインすること。 

● 講義計画 

第１週  地域の分析視点―地理的視点（空間）と歴史的視点（時間）／政策科学の諸領域と問 

題解決の総合性 

第２週  政策科学と社会調査／政策プロセスの考え方 

第３週  自治体の産業振興計画の立て方／産業集積のモデルと政策的インプリケーション 

第４週  地場産業都市の政策研究―瀬戸市の歴史、現状、産業政策 

第５週  地場産業都市の政策研究―多治見市の歴史、現状、産業政策 

第６週  現地調査―地場産業の実際、課題抽出 

第７週  政策研究―地場産業の再生に向けて 

第８週  講義総括―小レポート 

● 事前事後学習 

事前学習は、指定する論文を熟読しておくこと。事後は、講義の内容を受けて、該当する箇所を

纏めておくこと。併せて、課題を設定する場合には、それに取り組むこと。 

● テキスト 

必要に応じて、論文を配布する。 

● 参考資料 

Ａ． マーシャル(1991)『経済学原理（1～4）』永澤越郎訳、岩波ブックサービスセンター 

Ａ． マーシャル(1991）『産業と商業(1～3）』永澤越郎訳、岩波ブックサービスセンター 

マイケル・Ｊ・ピオリ／チャールズ・Ｆ・セーブル『第二の産業分水嶺』筑摩書房、1993 

井口貢編著（2012）『地域の自律的蘇生と文化政策の役割』学文社 

植田和弘・神野直彦・西村幸夫・間宮陽介編『都市経済と産業再生』岩波書店、2004 

岡本義行編（2003）『政策づくりの基本と実践』法政大学出版局 

古池嘉和『地域の産業・文化と観光まちづくり』学芸出版社、2011 

宮本憲一・横田茂・中村剛治郎編『地域経済学』有斐閣ブックス、1990 

宮川公男『政策科学の基礎』東洋経済新報社、1994 

＊瀬戸／多治見についての資料は、講義時間内で紹介する。 

● 成績評価方法 

中間レポート（30%）、最終レポート（70%） 

 



地域マネジメント研究 

古池 嘉和 

● 講義概要 

地域マネジメントは包括的な概念であり、地域における暮らし全般をテーマとするものであると言

える。従って、教育、福祉、医療、交通、産業、観光、商業などあらゆるテーマ設定が可能となるが、

ここでは、こうした行動を支える規範となるべき「文化」に照準を当て、地域文化マネジメントに絞っ

て講義を進めていく。規範として作用する文化をマネジメントすることは、産業や経済、観光などと

の接点を通じて、暮らしの質を高めていくことが可能となる。また、規範となる文化の共有を「文化コ

モンズ」として捉え、その生成をマネジメントする意義と方法論を考えていく。 

● 学修到達目標 

地域文化の発展的な継承、文化の創造的な共有をマネジメントできること。 

● 講義計画 

１．地域文化をマネジメントするということ（講義の狙い） 

２．地域で文化を共有する意味と意義―震災後のコミュニティ再生に見る 

３．文化コモンズ研究①―コモンズの発想 

４．文化コモンズ研究②―その生成問題 

５．柳宗悦研究①―その思想を学ぶ 

６．柳宗悦研究②―妙好人と職人労働 

７．暗黙知マネジメントと地域文化（M.ポラニー） 

８．理論編の総括－これまでの議論の体系化（理論編のレポート作成） 

９．（各論）南砺市研究―地域特性 

11. 世界遺産制度と地域マネジメント 

10. 五箇山集落に見る地域マネジメント―世界遺産集落の自治力 

12. 文化芸術創造都市と文化芸術マスタープラン 

13. 井波地域の文化マネジメント（伝統工芸産地） 

14. 文化共有と創造的マネジメント 

15. 講義の総括 

● 事前事後学習 

事前学習としては、論文を配布するので、事前に熟読し、よく理解しておくこと。また、少なくとも

理解が困難な箇所を把握しておくこと。一方、事後学習は、論文の再度、読み込んで該当箇所を

纏めておくこと。また、講義中に事後学習となる課題を提出する場合には、課題に対し的確に対応

すること。 

● テキスト 

必要に応じて、論文を配布する。 

● 参考資料 

柳宗悦『手仕事の日本』岩波文庫、1985. 

Ｍ．ポラニー著『暗黙知の次元』紀伊國屋書店、1980. 

山田奬治編『コモンズと文化―文化は誰のものか』東京堂出版、2010 

間宮陽介・廣川祐司編『コモンズと公共空間―都市と農漁村の再生にむけて』昭和堂、2013 

 



● 成績評価方法 

中間的に実施する理論編のレポート（30%）、最終レポート（70%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



自治体戦略論研究 

江口 忍 

● 講義概要 

人口が減少し経済が右肩下がりとなった今日、地方自治体の戦略の巧拙は地域の存立を大きく

左右するようになりました。この講義では、これまで東海地方の自治体への政策提言や総合計画

等の策定に関わった経験から、それぞれの自治体の特徴を反映したオーダーメードで実践的な自

治体戦略の立て方を学びます。 

具体的には、自治体の特徴を掴むための実務的技能として、国が提供する地域経済分析シス

テム「ＲＥＳＡＳ」によるデータ分析やデータを地図上に視覚化する「データマッピング」の基本を修

得した上で、企業戦略の策定に用いられる「SWOT 分析」の自治体戦略への応用を学びます。講

義の終わりには全体のまとめとして実際の自治体を選択し、その自治体の発展戦略のプレゼンテ

ーションを行います。 

● 学修到達目標 

この講義では、将来地方自治体の職員や議員、商工会議所・地方金融機関等で地方創生に関

わる人材の育成を目指し、自治体の政策立案を行うための基本的な「型」を習得することを目標と

します。 

● 講義計画 

第 1週  名古屋圏の地域構造と経済構造 

第 2週  自治体の盛衰に影響を与える諸要因 

第 3週  地域産業連関分析の基本/自治体戦略における広域的視点 

第 4週  自治体データ分析① ～ 人口分析（コーホート要因法/社会動態）と所得水準分析 

第 5週  自治体データ分析② ～ 地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」とデータマッピング 

第 6週  企業戦略フレームワーク「ＳＷＯＴ分析」の自治体戦略への応用 

第 7週  自治体戦略策定の実践（もしも〇〇市の市長になったら） 

第 8週  まとめ ～ 自治体戦略プレゼンテーション（発表と相互評価） 

● 事前事後学習 

事前学習としてその都度指示する文献やプリントを読んだり、統計を使ってグラフ等を作成したり

する必要があります。また講義後には原則として毎回課題を課す他、数回の講義毎にレポートを出

してもらいます。事前事後の学習量はかなり多いと考えてください。 

● テキスト 

使用しません 

● 参考資料 

河瀬誠 「戦略思考コンプリートブック」 日本実業出版社、 2003年 

谷謙二 「フリーＧＩＳソフト MANDARAパーフェクトマスター」 古今書院、 2011年 

東洋経済新報社 「地域経済総覧」 東洋経済新報社、 毎年発刊 

東洋経済新報社 「都市データパック」 東洋経済新報社、 毎年発刊 

名古屋大都市圏研究会 「図説名古屋圏」 古今書院、 2011年 

細川昌彦 「メガ・リージョンの攻防」 東洋経済新報社、 2008年 

増田寛也 「地方消滅」 中央公論新社、 2014年 

リチャード・フロリダ 「クリエイティブ都市論」 ダイヤモンド社、 2010年 



地域経済分析システムＲＥＳＡＳホームページ（https://resas.go.jp/#/13/13101） 

● 成績評価方法 

平常点 65％、最終回に行う予定の自治体戦略プレゼンテーション 35％ 
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まちづくり論研究 

水野 晶夫 

● 講義概要 

本講義前半は、東京一極集中が招く人口急減減少である「極点社会」にスポットを当て、「まち

づくり」の視点からその要因と対策について、また、後半では「商店街」を取り上げ、「まちづくり」の

視点からその活性化策について検討する。なお、受講者と相談の上、まちづくりについての実地調

査や商店街活性化などの現地視察についても検討したい。 

● 学修到達目標 

教科書の内容が十分に理解でき、簡単な政策提言が授業内でできることを目標とする。 

● 講義計画 

第１週 講義ガイダンス 

第２週 極点社会とは何か 

第３週 求められる国家戦略 

第４週 少子化対策 

第５週 地域活性化事例研究 北海道ニセコ町 

第６週 地域活性化事例研究 名古屋市熱田区 

第７週 人口急減社会への処方箋：講義 

第８週 人口急減社会への処方箋：ワークショップ 

第９週 商店街とは何か 

第 10週 商店街が「まちづくり」を目指した過ち 

第 11週 それでも商店街の活性化が必要な理由 

第 12週 商店街の変革 事例研究 

第 13週 商店街はこうすれば活性化できる：講義 

第 14週 商店街はこうすれば活性化できる：ワークショップ 

第 15週 まとめ 

● 事前事後学習 

講義前に事前に指定のテキストをよく読みこんでおくこと。講義後は、参考文献やインターネット

情報を活用して復習すること。 

● テキスト・参考文献 

増田寛也 『地方消滅』 中公新書 

辻井啓作 『なぜ繁栄している商店街は 1%しかないのか』 阪急コミュニケーションズ 

● 成績評価方法  

発表、課題レポート、授業態度の総合評価 

 

 

 

 

 

 

 



経済地理学研究 

林  上 

● 講義概要 

経済地理学は，古代から現在に至るまで地球上のあらゆる地域において営まれてきた経済的行

為を歴史的，地理的に研究する学問である。地球表面は自然地理的条件によって多彩な表情を

もっているが，人間はその条件に適合する種々の技術を生み出し，それらを用いて多様な生産物

を生み出してきた。生産のための方法や運搬の仕方は歴史的に移り変わってきており，資本主義

の成立・普及とともに大規模な生産や流通が可能になってきた。西ヨーロッパ起源の資本主義や

産業革命はやがて他の大陸にも伝播し，今日，見るような地球的規模の市場を形成するまでにな

った。この間，いくたびか戦争があり，それにともなう犠牲と反省を糧にして，つぎなる社会・経済シ

ステムが生み出されていった。東アジアの東端に位置する日本は，近代を迎えて積極的な工業化

政策を打ち出し，すでに近世までに培われていた技能の上に近代的な思想と生産技術を重ね合

わせるかたちで生産力を高めていった。近世以前から引き継がれてきた勤勉性や努力を尊ぶとい

うものづくりの精神は，近代から現代にかけて進められてきた工業化の局面でも大いに発揮された。

現代の世界や日本の経済活動を理解しようとするとき，過去から現在に至るまで積み重ねられてき

た歴史的成果を軽視しては，正しい理解には至らない。時間と空間を超え，時代の重層性と地域

の多様性を意識しながら，現代の世界，日本のありように迫ることがなによりも重要である。 

● 学修到達目標 

経済地理学研究では，①資本主義経済の仕組みと歴史的発展，②現代の経済活動を支えてい

る企業，労働力，技術システムの相互関係，③流通システム，サービス業の台頭，それに④文化的

要素や政策的役割の意義，を主に研究の対象とする。これら内容を理解した上で，現代資本主義

体制のもとで企業，労働者，家計，NPOなどの主体がいかに行動すれば，よりよい未来が開けるか

その糸口を探る。基本的には地理学的知識をもとにするが，世界史，日本史の分野の中で登場す

る歴史的事実，とりわけ政治思想，政治体制，技術革新，戦争，社会組織，文化体系などは考察

の幅を広げるのに有効であるため，歴史的分野についても一定の学修レベルに到達することを目

標とする。 

● 講義計画 

第1週 時間と空間を組み合わせて考える経済地理学の視点と接近方法 

第2週 西ヨーロッパを起源とする資本主義経済の構造と普及の過程  

第3週 国際的スケールから見た資本主義経済の発展と変化の過程 

第4週 第二次世界大戦後の高度経済成長と近年の経済グローバル化 

第5週 グローバル市場の形成過程で生まれた多国籍企業の行動と影響 

第6週 世界の歴史的発展の中で見る資源利用と経済・環境の共生関係 

第7週 人間労働の歴史的変化と現代における労働力の多様性・変化 

第8週 知識・教育継承の歴史的検討と知識重視経済下での企業集積 

第9週 伝統的サービスと企業サービス業の類似点・相違点の比較検討 

第10週 商品流通の歴史的発展と現代企業によるチェーン構造の特徴 

第12週 商品流通方法の歴史的検討と現代企業チェーンの管理・規制 

第13週 観光・文化サービスの時間的・国際的広がりと地域の対応 

第14週 文化の歴史的蓄積と文化サービスによる都市の再生 



第15週 歴史的視点から見た国家の成り立ちと経済的役割・影響 

第16週 世界経済の歴史的発展と新自由主義による国家政策の展開 

● 事前事後学習 

事前学習として，テキストを読み，重要と思われる語句や事柄をあらかじめ調べておくことが望ま

しい。インターネットをはじめ，種々のデータソースが容易に利用できるので，それらを活用し，未

知の用語，事柄を事前の知識として習得しておく。事後学習は，授業を通して考えたこと，とくに気

になったことを，さらに深く理解するために，是非とも励行してほしい。新たな語彙や概念などの意

味，それらをどのように展開していったら新たな方向が見出だせるのか，自ら思考してほしい。 

● テキスト 

林  上著 『都市と経済の地理学』2013年 原書房 

● 参考資料 

林  上著 『社会経済地域論』2008年 原書房 

● 成績評価方法 

課題レポート 40％ 出席状況 60％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



租税法概論 

武井 康夫 

● 講義概要 

現代社会にあっては、国民のすべてが租税になんらかの関わりをもって過ごしている。ところで、

租税とは、国や地方公共団体の行政サービスの基本的財源であり、人間社会組織の要であるが、

この租税を取り扱う法律が租税法である。 

一般的に租税法は難解であるといわれているが、租税法を勉強するに当たっては、最初に、そ

の全体像や体系を理解することが大切である。 

そこで、租税法概論では、まず租税法が法律であることを認識した上で、租税の仕組み、租税の

体系、租税の基礎等を学習し、条文の解釈適用上の一般原則を理解することを目的とする。 

● 学修到達目標 

租税法の学習の基礎として、租税法の輪郭、租税の仕組み、租税の体系、租税の一般原則等

を理解する。 

● 講義計画 

講義は、次の項目等について説明する。 

１ 法令用語の読み方、 ２ 租税法の意義、 ３ 租税の根拠と配分、 ４ 租税の機能、５ 租

税原則、 ６ 能力説と担税力、 ７ タックス・ミックス、 ８ 我が国の租税体系、 ９ 所得税法・法

人税法等の各種税法、 １０ 租税法律主義、 １１ 租税公平主義、 １２ 租税法における法源、 

１３ 借用概念論 

● 事前事後学習 

この講義を受講する前に、テキストを読み、疑問点の抽出をしておくこと。また、課題レポートに

ついて、自分自身の考えをまとめられるように研鑽すること。 

● テキスト 

「スタートアップ租税法－第 3版－」 酒井克彦著 財経詳報社発行(平成 27年) 

● 参考資料 

「租税法」 金子宏著 弘文堂発行 (最新版が望ましい。) 

● 成績評価方法 

課題レポート５０％、出席５０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消費税法研究 

上杉 秀文 

● 講義概要 

各取引段階で課税し、前段階で課税された税額を控除する方式の消費税は、事業者が売上の

みならず仕入れや資産の購入、費用の支払いに関して消費税の課否を明確に区分した経理処理

が求められる。 

近年、リバースチャージ方式、軽減税率及び適格請求書方式など重要な法改正が行われて消

費税は複雑化してきている。 

本研究では、消費税法の法律構成の全体が理解できるように、その納税義務者、課税範囲、課

税標準、仕入税額控除、免税及び非課税範囲などについて、立法趣旨を踏まえて講義し、理論的

かつ実践的な判断力が身につくよう指導する。 

また、極力、法人税、所得税の関連についても解説していくこととする。 

● 学修到達目標 

消費税全般の基礎的な知識を習得し、実務的な問題の判断ができることを目標とする。 

● 講義計画 

第１週 消費税法概要、課税範囲 

第２週 非課税取引、輸出免税取引 

第３週 納税義務者、納税義務の転換 

第４週 資産の譲渡等の時期、課税標準、税率 

第５週 仕入税額控除 

第６週 簡易課税制度 

第７週 申告納付、国等に対する特例 

第８週 記帳義務、経理処理等 

● 事前事後学習 

テキストの講義計画に示した部分を事前に読んでおくこと。 

● テキスト 

｢図解消費税（平成２９年版）」藤田伸一編 大蔵財務協会発行 

● 参考文献 

｢消費税の課否判定と仕訳処理（六訂版）｣ 上杉秀文著 ㈱税務研究会発行 

● 成績評価方法 

課題レポート５０％、出席５０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消費税法事例研究 

上杉 秀文 

● 講義概要 

消費税法は、多様な取引についてそれぞれ課税及び仕入税額控除の対象となるかどうかの判

断を要し、さらに、個別対応方式を適用する場合には、課税仕入れごとに課税業務用、非課税業

務用、課税非課税共通用に区分することが求められる。 

特定資産の譲渡等に対する納税義務の転換は相当複雑な規定で構成されている。 

また、消費税法では、課税事業者の選択、簡易課税制度の選択など事前の届出を前提として適

用できる特例制度があり、その適用を巡って税理士損害賠償事例も多発している。 

そこで、個々の事例を通じて消費税の課否判断及び的確な実務の対応力を身につけられるよう

指導していきたい。 

● 学修到達目標 

消費税の一般的な相談に対応できる程度の知識の習得を目標とする。 

● 講義計画 

第１週 課税範囲関係事例 

第２週 非課税取引、輸出取引関係事例 

第３週 納税義務者関係事例 

第４週 資産の譲渡等の時期、課税標準関係事例 

第５週 仕入税額控除関係事例 

第６週 簡易課税制度関係事例 

第７週 申告、国等に対する特例関係事例 

第８週 記帳義務、経理処理関係事例 

● 事前事後学習 

 次週の講義計画で示した事項を事前に読み、検討しておくこと。 

● テキスト 

｢図解消費税（平成２９年版）｣ 藤田伸一編 大蔵財務協会発行 

その他の個別研究事例の資料は、随時配布する予定である。 

● 参考文献 

｢消費税の課否判定と仕訳処理（六訂版）｣ 上杉秀文著 ㈱税務研究会発行 

｢国際取引の消費税ＱＡ（六訂版）｣ 上杉秀文著 ㈱税務研究会発行 

● 成績評価方法 

課題レポート５０％、出席５０％ 

● その他留意事項 

原則として、｢消費税法研究｣の受講を終了した者を対象とする。 

 

 

 

 

 

 



法人税法事例研究 

武井 康夫 

● 講義概要 

企業においては、従来は稼いだ所得のうち手元に残った分から租税を納めるという意識が強か

ったが、最近では取引を始める前に税金対策を検討してから進めるといったように、企業の政策決

定においても、税負担の問題は避けて通れず、法人税を知らずして企業行動は決定し得ないとい

う現状にある。 

そこで、法人税法事例研究では、法人税を正しく理解できるようにするために、法人税法の理論

を勉強していくものである。 

● 学修到達目標 

法人税の計算と理論を理解する。 

● 講義計画 

講義は、次の項目等について説明する。 

１ 課税根拠、２ 納税義務者、３ 課税所得、４ 税務調整、５ 益金の認識基準 、６ 借地権

課税、７ 損金の認識基準、８ 債務確定基準、９ 減価償却、１０ 役員給与等、１１ 交際費等、

１２ 貸倒損失、１３ 引当金・準備金、１４ 資本の税務、１５ 申告の税務、１６ 更正・決定 

 

● 事前事後学習 

講義を受講する前に「税法研究 3(法人税法)」を復習してから望むこと。また、事例について、 

「重要租税判決の実務研究( 品川芳宜著 大蔵財務協会発行)」を読み、復習すること。 

● テキスト 

「法人税セミナー[五訂版]」 成松洋一著  税務経理協会発行 

● 参考文献 

「法人税法 理論と計算」成松洋一著 税務経理協会発行 

「裁判例からみる法人税法」 酒井克彦著 大蔵財務協会発行 

● 成績評価方法 

課題レポート５０％、出席５０％ 

● その他留意事項 

受講者は、「租税法概論」及び「税法研究 3(法人税法)」の単位を取得した者に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



民法研究 

川村 隆子 

● 講義概要 

本研究では、本研究では、民法は、私法の一般法であり、社会の様々な財産取引において財

産法の理解は不可欠であり、また、私人間の最も小さな社会である家族間については家族法の基

本的な理論を示唆するものである。よって、民法の知識を得ることは、財産法や家族法の其々の特

質を考慮できる法的思考を習得する第一歩となる。 

テキストを使用しながら、討論方式で、民法の全体像を概観する。 

● 学修到達目標 

民法の基本的な考え方から習得し、様々な法律行為に対して法的思考を加味して考察できるよ

うになる。また、秋学期の民法事例研究の基礎知識とする。 

● 講義計画 

第 1週目 ガイダンス、民法（法学）を学ぶ前に          第 6週 典型契約 

      民法の基本的なしくみ、権利主体、客体           事務管理、不当利得 

第 2週目 意思表示、無効と取消                     第 7週 不法行為、婚姻・離婚 

      代理、時効                       第 8週 親子、相続、遺言 

第 3週目 物権の意義、物権変動、占有権                      

      所有権、用益物権 

第 4週目 担保物権 

      債権の意義、債務不履行、責任財産の保全、 

第 5週目 多数当事者の債権関係、債権の消滅 

      契約総論 

● 事前事後学習 

１、受講するにあたり、「プレップ法学を学ぶ前に」を予め読み、学修しておくこと 

２、各講義前：授業計画に従って教科書を予め読んでくること。 

３、各講義後：講義で取り扱った内容・判例について私見を深めておくこと 

● テキスト 

道垣内弘人 プレップ法学を学ぶ前に 弘文堂 （2015年）  

潮見佳男  民法（全）有斐閣（2017年） 

＊六法持参 （民法改正が予定されているので、できれば平成３０年度版以降ものを持参すること） 

● 参考資料 

民法Ⅰ〜Ⅴ 有斐閣 Sシリーズ 有斐閣 

● 成績評価方法 

講義への積極的な参加および、民法の理解度による。 

● その他留意事項 

秋学期の民法事例研究を併せて履修することが望ましい。 

 

 

 

 



民法事例研究 

川村 隆子 

● 講義概要 

本研究では、民法（財産法と家族法）の基本的な理論を活用し、判例研究を行う。 

判例研究では、財産法と家族法の判例を題材に、判例・通説に囚われずとも、法理論に一貫し

た法的思考による争点の解決策を提案することを重視する。 

講義では、さらに、各自の持論を討論形式により高め、社会の多様な法律行為について法的思

考に因る解釈ができるようになることを目的とする。 

● 学修到達目標 

１、事例研究に必要な文献検索の手法を得る 

２、通説・判例および膨大な類似判決や諸学説を整理し、理解したうえで、現代の社会状況を鑑

み、法理 論的な私見を導く力を養う。 

● 講義計画 

第１週 ガイダンス 発表順・項目選定、判例研究手法について（文献検索やレジュメの作り方 

など） 

第２週 判例研究①：以下、履修生による事例研究発表及び討論 

第３週 判例研究② 

第４週 判例研究③ 

第５週 判例研究④ 

第６週 判例研究⑤ 

第７週 判例研究⑥ 

第８週 判例研究⑦ 

● 事前事後学習 

１、受講するにあたり、道垣内弘人「プレップ法学を学ぶ前に」弘文堂 （2015年）予め読んでお 

くこと。 

２、各講義前：判例研究の対象判例を予習してくること。 

● テキスト 

道垣内弘人「プレップ法学を学ぶ前に」弘文堂 （2015年） 

民法判例百選Ⅰ 総則・物権 [第７版] 別冊ジュリスト№223 有斐閣 （2015年） 

民法判例百選Ⅱ 債権 [第７版] 別冊ジュリスト№224 有斐閣 （2015年） 

民法判例百選Ⅲ 親族・相続 別冊ジュリスト No.225有斐閣（2015年） 

＊ 六法持参 （出版社、形態は問わない） 

● 参考資料 

民法Ⅰ〜Ⅴ 有斐閣 Sシリーズ 有斐閣 

民法（全） 潮見佳男 有斐閣 （2017） 

● 成績評価方法 

授業への積極的な参加および、各自の判例研究発表内容、討論への積極的な参加による 

● その他留意事項 

民法事例研究の履修は、春学期開催の「民法研究」を履修した者または民法既習者に限る。 

民法研究を未履修または民法初学者で履修を希望する者は担当者まで相談のこと。 



この授業の履修登録後の離脱がないよう、よく考えて履修すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



税法研究１（所得税） 

伊藤 雄太 

● 講義概要 

所得税は、個人が稼得した所得に課される租税である。平成２７年度における所得税収は、一

般会計分租税収入決算額５６兆円の３１.６％の１７．８兆円に及び、我が国の税収の柱の一つであ

る。所得税は、所得税法、租税特別措置法などに規定されている。本講では、所得税の基本につ

いて概観し、その内容と理論を体系的に学習し、研究する。 

この授業は、毎週２時限ずつ８週にわたって実施する。原則としてテキストに従って進めていくが、

必要に応じて前後することもある。時間の制約上、基本的なこと、根幹となることが中心となるが、さ

まざまな事柄に問題意識を持ってもらう上で重要な論点については時間をかけ、また、必要に応じ

て、今議論の対象となっているポイントについても見てみたい。このほか、授業期間の途中で１～２

回程度、課題を与える予定である。 

税法あるいは法律を学んだことのない人でも理解が深められるよう、法学の基礎から講義する。

所得税法のみならず、法律に関する諸々の基本的事項も身につけていくことのできる講義とする

予定である。実務テクニックではなく、理論の裏づけのある理解を得ることを目指す。所得とは何か、

所得がその性質により１０種に区分されているのはなぜか、所得控除の意義、目的、税率に超過累

進性を採用しつつ単一税率が並立していることの意義・目的など、その根幹にかかわるさまざまな

命題を意識しながら、今後の研究、修士論文執筆に必要とされる基礎的能力と問題意識の端緒を

得てもらいたい。 

● 学修到達目標 

法律としての所得税法の仕組みと考え方の基本を身につける。そのための基礎となる法律的な

ものの考え方、法の解釈、裁判制度等についても、その基本を身につける。 

● 講義計画 

第１週 三権分立、裁判組織、私法と公法、法の解釈 

第２週 納税義務者、所得の金額の計算（収入金額） 

第３週 必要経費、家事関連費等、必要経費の特例 

第４週 保証債務履行のための資産の譲渡、配当所得、不動産所得 

第５週 事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得 

第６週 譲渡所得（分離課税）、一時所得、雑所得、損益通算 

第７週 所得控除、税額の計算、税額控除 

第８週 申告、非居住者、源泉徴収、罰則等 

● 事前事後学習 

不明な点を残さぬよう十分な復習をしてほしい。予習が必要なときはその都度指示する。 

● テキスト 

佐藤英明『スタンダード所得税法〔第２版〕』 (弘文堂) ※より新しい版が望ましい。 

『平成２９年版 図解所得税』（大蔵財務協会） 

● 参考文献 

金子宏 『租税法〔第二十二版〕』（弘文堂） ※より新しい版が望ましい。 

谷口勢津夫 『税法基本講義〔第五版〕』（弘文堂） ※より新しい版が望ましい。 

波多野弘 『租税法概論講義』（清文社） 



別冊ジュリスト租税判例百選〔第６版〕（有斐閣）  

● 成績評価方法 

レポート  ６０％ 

課題に対する取り組みと理解  ３０％ 

出席  １０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



税法研究２（資産税） 

竹本 守邦 

● 講義概要 

所得税法のうちの譲渡所得及び山林所得並びに相続税法（税目としては相続税・贈与税）は、

一般に「資産税」と呼称されている。この呼称名は課税庁での担当部署名から由来するものと思わ

れる。「資産税」の内容は税法の中でも極めて難解だとされる。その理由は、例えば譲渡所得の特

例についていえば、条文が長く読替規定が多いこと、厖大な数の行政法規の概念を借用している

ため法律解釈に困難さが伴うこと、さらに強権解釈としての国税庁長官通達が課税実務を支配し、

実務家が当該通達の文言のみに固執してしまっていること等が挙げられる。本講座では、このよう

に難解な「資産税」を理解するため、以下の方法で授業を進める。 

正しい法律解釈は原典である法令を繰り返し読むことから始まる。本講座では、一部の基本的な

特例について、まず条文を逐条的に解説し、判例・学説・解釈通達等を基に理解しにくい部分を

説明した上、具体的な実務対応事例も紹介する。なお講義時間の制約上、譲渡所得の特例以外

は、以下に掲げるテキストに沿って解説する時間が多くなることを了承されたい。 

● 学修到達目標 

税法演習での研究対象である租税裁判例における事実関係や適用条文の内容を理解できる程

度の基礎的知識を習得する。 

● 講義計画 

第１週  譲渡所得  収入金額、取得費及び譲渡費用 

第２週  譲渡所得の特例その１  固定資産の交換特例、居住用財産特例 

第３週  譲渡所得の特例その２  保証債務特例、収用の特別控除及び代替特例 

第４週  民法の基礎知識、相続税その１ 

第５週  相続税その２ 

第６週  贈与税 

第７週  相続税評価その 1 土地等の評価 

第８週  相続税評価その 2 取引相場のない株式の評価、課題レポートの解説 

● 事前事後学習 

初めて資産税を勉強する者にとっては講義内容が難しいので、８週全ての講義に参加してしっ

かり聴くとともに、毎回の講義内容を必ず復習すること。なお、課題レポートは講義内容を全て理解

していなければ解答出来ないものとしている。 

● テキスト 

高藤一夫編  『平成２９年版 図解 譲渡所得』  (（財）大蔵財務協会 ２０１７年) 

高藤一夫編  『平成２９年版 図解 相続税・贈与税』 (（財）大蔵財務協会 ２０１７年) 

小原清志編  『平成２９年版 図解 財産評価』  (（財）大蔵財務協会 ２０１７年) 

（なお、平成３０年版の発行日が講義に間に合えば、そちらを使用する。） 

● 参考資料 

譲渡所得の特例については、竹本の税理士会用研修レジュメをコピー利用する。 

● 成績評価方法 

課題レポート  ５０％  出席  ５０％ 

● その他留意事項 



レポートについては、簡単に複写が可能なワープロによる提出を認めない。従って、鉛筆書きに

よる提出のみ可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



税法研究３（法人税法） 

鈴木 煕 

● 講義概要 

１，目的 

修士論文の作成に必要な法人税法の基礎的知識を習得します。 

２，内容 

テキストと資料を用いて，次の項目を講義します。 

      １） 法人税法の構造 

      ２） 各規定の趣旨 

３） 会計基準・会社法等との関係 

４） 裁決例・裁判例 

３，方法 

主として講義方式によります。 

● 学修到達目標 

受講生が次のレベルに到達することを目標とします。 

１, 法人税法の諸制度の概要と趣旨を説明できる。 

２, ひとつの事例について、関係する条文を想起できる。 

● 講義計画 

大要、次のように区分して講義を行う予定です。 

    １， 法人税の性質（南西通商事件等） 

    ２， 法人税の種類と納税義務（大竹貿易事件等） 

    ３， 課税標準・税額の計算構造（東北電力事件等） 

    ４， 益金の意義と範囲（NTT ドコモ事件等） 

    ５， 損金の意義と範囲（オリエンタルランド事件等） 

    ６， 組織再編成とグループ化（興銀事件等） 

    ７， 法人税額の計算・申告（ヤフー事件等） 

    ８， 国際課税（りそな銀行事件等） 

       （各項目と裁判例とは必ずしも対応していません。） 

● 事前事後学習 

事前に下記のテキストの２章分を通読してきて下さい。 

  講義では、ポイント・計算例・改正事項・関連裁判例等の解説を行います。 

最終回に課題を出しますので、レポートを提出して下さい。 

● テキスト 

酒井克彦（2017）『裁判例からみる法人税法 二訂版』大蔵財務協会 

● 参考文献 

私が作成した資料を適宜使用します。 

● 成績評価方法 

課題レポ－ト ６０％・出席 ４０％  

 

 



理論経済学演習 

阿部 太郎 

● 演習概要 

本演習は、マルクス派、ケインズ派といった諸潮流に依拠しながら研究を進める。これらの諸潮

流は現在非主流の地位に甘んじているのであるが、現実の経済現象を思い起こすと、資本主義経

済の特徴を鋭くとらえた重要な視点を提供している。マルクス派においては、再生産構造を把握し

その推移を意識する歴史的な視点や、階級などの権力関係を意識した視点が重視される。これは、

近年先鋭化している労使間関係や労働者間の階層格差問題、グローバリゼーションと共に進む独

占資本の世界的な展開といった問題を考える上で重要な視点を提供している。一方、ケインズ派

は、有効需要や所得分配といった視点を重視している。これは、いわゆるリーマンショックに象徴さ

れる金融不安定化や近年の不平等拡大による所得分配の変化といった現実を考える際の重要な

視点を提供してくれる。もとより、主流派と非主流派は必ずしも排他的な関係にある必要はない。そ

れぞれのもつ特長を生かせば、現実認識を深める上で補完的な関係にもなり得る。本演習では、

主に非主流派に依拠しながらも、多様な視点に目を配り、受講生の問題意識に基づいた研究を進

めていく。 

● 学修到達目標 

受講生の問題意識に基づき修士論文を完成させること。 

● 事前事後学習 

事前にテキストや論文を読んでおくこと。また、演習での議論に基づき論文の改善を図ること。 

● 演習計画 

1年次：テキストや論文の輪読が中心 

2年次：研究報告を中心として修士論文を完成させる 

● テキスト 

未定 

● 参考資料 

Lavoie, M (2014) Post-Keynesian Economics. Edward Elgar. 

Picketty, T (2013) Le Capital au XXle siècle. Seul.(ピケティ (2014) 『21世紀の資本』 みすず書

房) 

置塩信雄 (1976) 『蓄積論[第 2版]』 筑摩書房. 

Keynes, J. M. (1936) General Theory of Employment, Interest and Money. Palgrave Mcmillan. 

(ケインズ （2008） 『雇用、利子、および貨幣の一般理論』 岩波書店) 

Marx, K. (1867) Das Kapital. Verlag von Otto Meisner.（マルクス (1983) 『資本論』 新日本出

版） 

● 成績評価方法 

受講態度と修士論文の完成度に基づいて評価する。 

● その他留意事項 

本演習を受講する場合は、事前に担当教員に相談に来ること。 

 

 

 



計量経済学演習 

野村 益夫 

● 演習概要 

計量経済学は統計学を経済学向けに手直して改良したものであり、計量経済学を本格的に研

究するのであれば、統計学と数学の知識が必要である。計量経済学は、方法論の研究と方法論の

応用研究の２分野に分けることができる。関連する科目として、計量経済学研究がある。 

1 年次の演習では、修士論文のテーマを決めて、このテーマに関する参考文献を輪読する。具

体的には、内外の学術論文に基づいて、理論研究や応用研究を展望する。また、同時に下記の

テキストも用いる。1 年次の授業目的は、修士論文作成の準備を行うことである。下記のテキストを

用いない場合には、受講者と相談してテキストを決定する。2 年次の演習では、修士論文の指導を

行う。2年次の授業目的は、修士論文を作成することである。 

● 学修到達目標 

多くの内外の文献に基づき、修士論文を完成することである。 

 

● 演習計画 

1 年次演習では、修士論文のテーマに関する論文を輪読する。併せて、テキストも輪読する。指

定したテキスト以外の専門書をテキストにする場合もある。 

2年次演習は修士論文作成の指導を行う。 

● 事前事後学習 

演習開始前に統計学を復習することを要望する。また、指定テキストや論文を事前に読んでおく

ことが必要である。授業で読んだ指定テキストについては、復習が必要である。 

● テキスト 

蓑谷千凰彦『計量経済学大全』東洋経済新報社 

● 参考文献 

Fuller, W.A., Introduction to Statistical Time Series  

(Second Edition), New York: John Wiley & Sons, Inc, 1996. 

Hamilton, J.M., Time series Analysis, Princeton University Press, 1994. 

Johnston, J., Econometric Methods (3rd. Ed.), McGraw-HILL. 

統計学の事前必読文献として、 

森田優三・久次智雄『統計学概論』日本評論社 

豊田利久・大谷一博他『基本統計学（第 3版）』東洋経済新報社 

等がある。 

● 成績評価方法 

授業の輪読発表と修士論文に基づいて総合的に評価する。 

 

 

 

 

 

 



日本経済史演習 

笠井 雅直  

● 演習概要  

戦後日本におけるコンピュータ産業 (企業 )の発展過程を電気通信における技術革新と

関連させながら明らかにしたい。これまでの研究史においてはコンピュータそれ自体の技術

的な発展過程に限定されていたと考えられるので､戦後日本においてコンピュータ産業の発

展を支えた歴史的な前提や日本経済の特徴的な発展過程、そして日本型の経済システム

との関連で、コンピュータ産業の発展を解明したい。併せて、現下の持続的なＩＴ革命の歴

史的な位置についても検討したい。 

● 学修到達目標  

講義は、修士論文のテーマについての研究史の整理の上で、新たな視点を得ることを狙

いとする。 

● 演習計画  

修士論文のテーマに関する研究史のなかで主なものについて検討し、その後、論文の章

節項ごとの報告について議論する。 

● 事前事後学修  

研究テーマに関する報告の準備をするとともに、講義において指摘された事項について、

事後に調査研究をすすめるとともに文献研究を渉猟して次回の発表に備えることが求めら

れる。 

● テキスト 

その都度、決めてすすめたい。 

● 参考資料  

石井寛治ほか編『日本経済史研究入門』東京大学出版会、２０１０年  

● 成績評価方法  

毎回の報告発表および、修士論文の完成度、研究史への貢献度による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アジア経済史演習 

河原林 直人 

● 演習概要 

本演習は，経済史学に基づいた理論・概念・手法を用いて，主にアジア地域を中心とした研究

テーマの修士論文を作成するための指導を行う。受講生の関心によって，扱うテーマや教材は異

なるものの，共通課題として，通説批判，資料収集，資料批判の手法を学習する必要がある。 

特に，歴史研究を通して現代的意味を問う際には，歴史的知識のみならず，現代世界・社会に

関する必要十分な知識と考察が求められる。それ故，単に歴史的事実や資料のみに関心を払う，

あるいは，吟味が十分ではない現代的解釈に拘泥する等，陥りやすい「罠」を回避するための「思

考」を訓練する必要がある。こうした素養を会得することを意識させた上で研究を進める。 

● 学修到達目標 

１年次：研究テーマの吟味，関連分野の基本的知識の獲得と考察 

2年次：史資料の精査，論理的フレームワークの形成，修士論文の作成 

● 演習計画 

(1年次) 

アジア経済史の理論・手法に関する特徴と問題点の解説 

受講者のテーマに則して基本文献精読 

テーマの先行研究整理 

基礎研究の中間報告準備 

テーマに関する論理的枠組の形成，問題点の修正 

テーマに関する資料の収集と分析 

(2年次) 

先行研究と修士論文テーマの関係を確認，論点を整理 

修士論文の基本的構成の作成 

資料の整理と検証 (対先行研究) 

データに基づく考察 (修論テーマ) 

修士論文の中間報告準備 

修士論文の作成 

● 事前事後学習 

テーマに関する諸研究のリスト作成，史資料の所蔵調査(いずれも継続的に行う) 

● テキスト 

受講者のテーマに応じて選定する 

● 参考資料 

適宜紹介する 

● 成績評価方法 

演習における取り組み(20％)，修士論文(80％) 

 

 

 

 



情報経済論演習 

児島 完二 

● 演習概要 

ICT（情報通信技術）およびネットワークと経済社会における関わりについて研究する。 

● 学修到達目標 

1 年目は、自らの関心をもとに具体的な研究テーマを設定できる。2 年目には、十分な関連資料

を読みこなして修士論文を完成できる。 

● 指導方針 

研究テーマを絞り込むために、毎週、自分で課題を設定し発表を行う。十分な資料収集と知識

の蓄え、テーマの絞り込みができた段階で、レポートにまとめる。プレゼンテーションやピアレビュー

が必要な場合には、学部のゼミへの参加を要請することがある。 

● 事前事後学習 

決められた課題の範囲については、必ず予習をし、ディスカッションできるよう準備しておく。 

● テキスト 

『ネットワーク・大衆・マーケット 現代社会の複雑な連結性についての推論』（2013）共立出版 

その他は、ゼミ生と相談の上、決定する。 

● 参考文献 

ゼミ生と相談の上、決定する。 

● 成績評価方法 

学期末ごとにレポートを提出する。 

● その他留意事項 

実際に自ら体験しながら理解することが重要であることから、各種 Web サービスを利用する。ま

た、受講者の希望にもよるが、Skype などを利用した双方向ライブ講義も可能である。また、学部で

開講される授業や演習への出席を求めることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際経済論演習 

伊沢 俊泰 

● 演習概要 

本演習では，国際経済学とその関連分野に関心を持ち，この分野で修士論文を作成しようと考

えている学生のための演習プログラムである。大学院で開講される『国際経済論研究』，『貿易政策

論研究』など国際経済系科目を履修登録した上で参加することを望む。演習の授業では受講者の

テーマ・関心に基づいて，国際経済学の近年の展開を主要な学術論文や記事（和文・英文）を読

みながら各自の研究テーマのターゲットを絞っていく。 

開始時点で受講者と相談のうえ，各自のテーマに合った論文リストを配布する予定である。修士

課程 1年次は，まず各自のテーマに沿った文献購読とその発表報告に十分な時間を割く予定であ

る。1年次後半から２年次は受講者の修士論文作成とそれに関する発表報告を中心に行う。 

● 学修到達目標 

 国際経済学の諸分野から，修士論文を作成するにふさわしい研究課題を選択し，そのテーマに

ついて内外の専門文献を理解する能力を身につけ、洞察力の優れた学位論文を完成させる。 

● 演習計画 

修士課程 1年次 

第 1週    イントロダクションおよび受講者とのディスカッション 

第 2～４週  受講者の研究テーマに関する発表報告 

第 5～16週 リーディング・リストに基づく関連論文の報告・発表 

 

修士課程 2年次 

第１～８週  修士論文中間発表に向けた論文作成指導および受講者の報告 

第９～16週 修士論文完成に向けた論文作成指導 

● 事前事後学習 

 毎回の演習で，受講生が次に取り組むべき課題内容を指示する。それは，関連論文の調査・読

了や，受講生の修士論文に関するプレゼンテーション課題などである。演習の事前・事後において

これら課題を確実に消化することを要請する。 

 また，修士論文では，現実のデータを用いた計量経済学的な実証分析を取り入れることを推奨

するので，計量経済学の学習を事前・事後に行って欲しい。たとえば，以下のようなテキストを参照

して学習することを勧める。 

 ＜計量経済学の初学者向け図書> 

  白砂 堤津耶 『例題で学ぶ初歩からの計量経済学』日本評論社，2007年． 

 ＜経済データの扱い方と応用計量経済学の手法＞ 

  山本勲 『実証分析のための計量経済学』中央経済社，2015年． 

 ＜計量経済学のフリーソフトウェア gretl の利用法と計量経済分析の基礎的手法＞ 

  加藤久和 『gretl（グレーテル）で計量経済分析』日本評論社，2012年． 

● テキスト 

受講者と相談のうえ，関連論文のリーディング・リストを紹介する。 

● 参考文献 

なお，修士論文のテーマを決定する上で，国際経済学の分野でどのようなトピックスが近年注目



されているかを知るには，英文学術雑誌 ”Journal of Economic Perspectives” (本学の電子ジャー

ナルで閲覧可能)で紹介されている国際経済学分野の展望論文が有益である。 

● 成績評価方法 

出席状況が良好であることを前提として，受講者は，講義期間中に多数回の，発表報告を行っても

らう。最終的には修士論文の完成をもって成績評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



比較経済システム演習 

家本 博一 

● 演習概要 

本演習では、ポーランド、チェコ、ハンガリーなど中東欧諸国に関して、国家社会主義体制の構

築→動揺→改革→混乱→危機→自己崩壊という現実の体制変革過程について研究することを目

的とする。その際、受講生は、とくにポーランドの体制転換過程に関する様々な知識や情報を深く

学ぶことを通じて、体制転換過程の特徴と問題点について学修することとなる。 

● 学修到達目標 

 本演習では、中東欧諸国が、国家社会主義体制の自己崩壊過程を経て、①どのような現実を示

し、②そうした現実をどのように変革しようとし、さらには、③どのように移行過程に入って行ったの

か、という一連の過程について理論的、実証的に理解することを目標としている。 

● 演習計画 

第一週 1940年代後半におけるソ連邦型社会主義体制の成立－東西両陣営の対立構図 

第二週 1950年代中頃以降でのソ連邦型社会主義体制の動揺 

第三週 1960年代中頃以降でのソ連邦型社会主義体制の変化－「1965年経済改革」 

第四週 1970年代における東西経済関係の新展開 

第五週 1980年代中頃以降でのソ連邦「ペレストロイカ」とソ連邦型社会主義の混乱 

第六週 「1989年東欧革命」と「1990年ドイツ（再）統一」 

第七週「バルツェロヴィチ経済改革」と「ソ連邦の消滅」 

第八週 1990年代後半以降での欧州の統合と拡大 

● 事前事後学習 

事前学習として、履修者は、家本博一著『ポーランド「脱社会主義」への道』1994 年、名古屋大

学出版会を読んでおくこと。 

事後学習として、履修者には、課題レポートの提出を求める。その際、履修者がテーマについて

任意で選択できるように配慮する。 

● テキスト 

家本が用意し、提示する文献と資料に基づいて研究を進める。 

● 成績評価方式 

課題レポートと出欠状況を総合して評価する。 

● その他留意事項 

演習の中で、適宜書評を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政学演習 

水田 健一 

● 演習概要 

財政理論、公共経済学、ならびにわが国の財政制度および財政・税制改革に関する国内・国外 

の研究雑誌に掲載された論文の輪読を通じて、財政研究の分析手法をマスターする。さらに学 

自身の研究課題に沿って、修士論文執筆のための基礎固めを行う。研究課題の領域としては、 

以下のものが考えられる。 

公共支出に関する理論的、実証的研究 

課税の経済理論と実証研究 

政府間財政モデルに関する研究 

補助金の経済分析 

地方交付税改革に関する理論的・実証的研究 

政府間財政システムに関するゲーム論的研究 

地方分権改革に関する理論的・実証的研究 

財政モデルに関する理論的・実証的研究のサーヴェイ 

● 学修到達目標 

(1年次) 

研究課題を見つける。 

研究分野についての国内および欧米の先行研究をサーヴェイし、研究動向を理解する。 

研究の遂行のために必要な統計的手法をマスターする。 

（2年次） 

財政の問題について仮説を立て、理論的に、あるいは実証的に検証して、修士論文を完成 

する。 

● 演習計画  

（1年次） 

受講者の研究テーマに沿って、研究の参考となる題材の文献を輪読して、分析手法を習得し、

また先行研究の動向をつかむ。 

（2年次） 

学生が選んだ課題に沿って、論文の執筆を指導する。 

● 事前事後学習 

予め、学部でのミクロ経済学およびマクロ経済学の授業内容について復習しておく。 

毎回の授業時に指示するテキストあるいは論文を次回の授業時までに読んでおく（1年次）。 

研究の進度に応じて、授業時に研究内容の報告を行う（2年次）。 

● テキスト 

テキストは使用しない。 

● 参考文献 

赤井伸郎・佐藤主光・山下耕治 『地方交付税の経済学 理論・実証に基づく改革』 有斐閣 

2003 

小塩隆士 『コア・テキスト 財政学 第 2版』（経済学コア･テキスト＆最先端） 新世社 2016 

佐藤主光 『地方財政論入門』 新世社 2009 



神野直彦 『財政学 [改訂版] 』 有斐閣 2007 

神野直彦・小西砂千夫 『日本の地方財政』 有斐閣 2014 

J.E.スティグリッツ著，藪下史郎訳 『スティグリッツ公共経済学 ［第 2版］ 上 公共部門・公共 

支出』 東洋経済新報社 2003 

J.E.スティグリッツ著，藪下史郎訳 『スティグリッツ公共経済学 ［第 2版］ 下 租税・地方財 

政・マクロ財政政策』 東洋経済新報社 2004 

土居丈朗 『入門 公共経済学』 日本評論社 2002 

土居丈朗 『地方分権改革の経済学 「三位一体」の改革から「四位一体」の改革へ』（東京財 

団政策研究シリーズ） 日本評論社 2004 

土居丈朗（篇） 『日本の財政をどう立て直すか』 日本経済新聞出版社 

中井英雄 『地方財政学 公民連携の限界責任』 有斐閣 2007 

西村幸浩 『財政学入門』 （経済学叢書 Introductory） 新世社 2013 

西村幸浩・宮崎智視 『財政のエッセンス』 有斐閣 2015 

橋本恭之・鈴木善充・木村真・小川亮・吉田素教 『地方財政改革の検証』 清文社 2017年 

4月 

畑農鋭矢・林正義・吉田浩 『財政学をつかむ』 有斐閣 2008 

林宏昭 『分権社会の地方財政』 中央経済社 2007 

堀場勇夫 『地方分権の経済理論 第 1世代から第 2世代へ』 東洋経済新報社 2008 

Ahmad, Ehtisham, and Brosio, Giorgio (eds.), Handbook of Fiscal Federalism, Edward Elgar,  

2006 

Backhaus, Jurgen G., and Wagner, Richard E., Handbook of Public Finance, Kluwer Public  

Publishers, 2004 

Hindriks, Jean, and Gareth D. Myles, Intermediate Public Economics, 2nd. ed., The MIT Press,  

2013 

Leach, John, A Course in Public Economics, Cambridge University Press, 2004 

Rosen, Harvey S., and Gayer, Ted, Public Finance, 9th edition, McGraw-Hill, Irwin, 2010 

● 成績評価方法 

課題レポート 50％、 授業時の報告 50％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



産業組織論演習 

大石 邦弘 

● 演習概要 

本演習では、産業組織論の分析視角について理解を深め、修士論文における対象産業の分析

に援用できることを第一の目的とする。そのうえで、修士論文作成に関わる指導を行う。 

● 学修到達目標 

SCPパラダイムからの産業分析を身につけ、修士論文作成を最終到達目標に、そのための分析

道具を適切に修得してもらいたい。 

● 演習計画 

1年次は、下記のテキストにそって、SCP パラダイムによる分析方法の修得を目的とする。その上

で受講者と相談のうえ、関心ある産業を一つ取り上げ、その産業について身につけた分析手法を

応用し、当該産業の構造、市場の競争度や、企業内組織などの分析・研究を行っていく。 

2 年次では、受講者が修士論文の研究対象とした産業を、1 年次で修得した分析用具を使って

研究を指導していく。 

● 事前事後学習 

現実の統計データなどを扱う基本的な情報処理技術は、事前に身に付けていることが望ましい。

また、ミクロ経済学の基礎的理解は、産業組織論を理解していくうえで、大変重要なものであるから、

こちらの修養も事前に行っておくことが望まれる。 

● テキスト 

井手秀樹・鳥居昭夫・竹中康治 『入門 産業組織』 有斐閣 2010年 

● 参考資料 

講義の中で、指示することがある。 

● 成績評価方法 

課題レポート 60％、報告 40％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資源経済学演習 

木船 久雄 

● 演習概要 

本演習のテーマは「資源経済学の理論と実際」である。演習を通じて，資源経済学を構築してき

た経済理論とともに，現実の資源市場を扱った計量モデルの実例などについて研究を深める。 

導入部では基本的なテキストを用いてレジュメ作成とそれを材料とした討論を通じて理論や政策

の理解を深める。その後，内外の学術誌から複数の最新研究論文を題材として応用研究の成果を

学ぶ。その過程から受講者は自らの興味関心に基づいて修士論文に向けた研究テーマを定め

る。 

授業形式は教員による講義のほか，受講者による報告，それを材料とした討論である。 

● 学修到達目標 

本演習では，資源経済学の基本的な理論について理解し，修士論文における対象財の分析に

援用できることを第一の目的とする。そのうえで、修士論文作成に関わる指導を行う。 

● 演習計画 

1 年次は，テキストを用いながら資源経済学に係る理論の修得と関連分野の研究成果の把握に

努める。それを踏まえて，受講者と相談しながら個別具体的なテーマを取り上げ，当該テーマの分

析・研究を進める。2年次では，修士論文作成のために研究指導を行う。 

● 事前事後学習 

ミクロ経済学やマクロ経済学に関す知識を身に着けること。 

統計分析のためのツールを利用できるようにすること。 

日常的に，エネルギー環境政策に関するニュースや新聞雑誌の記事に触れること。  

● テキスト 

・木船・野村・西村共編著『エネルギー政策の新展開－電力・ガス自由化に伴う課題の解明－』

晃洋書房，2017年 

● 参考資料 

・木船・野村・西村共編著『低炭素社会のビジョンと課題』晃洋書房，2010年 

・J.M.コンラッド（岡・中田訳），『資源経済学』，岩波書店，2002年 

・日本エネルギー経済研究所編，『エネルギー・経済データの読み方入門』，省エネルギーセン

ター，2016年 

● 成績評価方法 

評価基準は修士論文の完成度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経済政策論演習 

水野 晶夫 

● 演習概要 

本演習では、地域の問題解決や活性化を目的とした「まちづくり」に焦点を当て、中心市街地活

性化、商店街活性化、高齢・福祉問題等における、いわゆる「まちづくり施策」について調査・分析

および研究することを目的とする。 

● 学修到達目標 

演習での議論を通じて修士論文を完成させることを目標とする。 

● 演習計画 

第１週 ガイダンス 

第２週 中心市街地とまちづくり－背景－ 

第３週 中心市街地とまちづくり－施策－ 

第４週 中心市街地とまちづくり－評価－ 

第５週 中心市街地とまちづくり－課題－ 

第６週 NPO とまちづくり－背景－ 

第７週 NPO とまちづくり－施策－ 

第８週 NPO とまちづくり－評価－ 

第９週 NPO とまちづくり－課題－ 

第 10週 実地調査 アンケート作成 

第 11週 実地調査 アンケート調査 

第 12週 実地調査 アンケート分析 

第 13週 実地調査 評価と課題 

第 14週 春学期まとめ１ 

第 15週 春学期まとめ２ 

第 16週 商店街とまちづくり－背景－ 

第 17週 商店街とまちづくり－施策－ 

第 18週 商店街とまちづくり－評価－ 

第 19週 商店街とまちづくり－課題－ 

第 20週 修士論文概要発表・討論１章 

第 21週 修士論文概要発表・討論２章 

第 22週 修士論文概要発表・討論３章 

第 23週 修士論文概要発表・討論４章 

第 24週 修士論文：本文発表・討論１章 

第 25週 修士論文：本文発表・討論２章  

第 26週 修士論文：本文発表・討論３章  

第 27週 修士論文：本文発表・討論４章 

第 28週 修士論文修正作業 

第 29週 修士論文完成作業 

第 30週 修士論文概要作成・発表練習＆討論 

 



● 事前事後学習 

演習前に事前に配布した資料をよく読みこんでおくこと。演習後は、指定する図書またはインタ

ーネット情報を活用して復習すること。 

● テキスト・参考文献 

最初の演習にて紹介する。 

● 成績評価方法  

発表、課題レポート、修士論文の総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会学理論演習 

早川 洋行 

● 演習概要 

本演習では、社会学理論がどこまで現代社会を解明してきたかを見定めるとともに、残された課

題を明らかにすることを目的にする。アンソニー・ギデンズの『社会学』を題材にして議論するが、ギ

デンズ社会学を研究するのではなく、ギデンズの指摘を糸口にして現代社会の社会学的解明を考

えていく。したがって、テキストとは別の意見を提示したり、テキストの論旨から逸脱したりすることを

厭わない。受講者が、読書と議論を通じて自分にとっての研究課題を把握し、彫琢していくことが

出来たら幸いである。 

● 学修到達目標 

19世紀中頃から 20世紀までの社会学説について網羅的に理解すること。それ以降の研究者が

現代社会の問題について論じたことに対して、自分の意見を対置させられること。 

● 演習計画 

第 1週 プロローグ 

第 2週 社会学序説 

第 3週 文化と社会/社会化とライフスタイル 

第 4週 社会的相互行為と日常生活/同調と逸脱 

第 5週  ジェンダーとセクシュアリティ/社会成層と階級構造 

第 6週 エスニシティーと人種/集団と組織 

第 7週 政治と統治、国家/戦争と軍隊 

第 8週 親族と婚姻、家族/教育とコミュニケーション、情報媒体 

第 9週 宗教/労働と経済生活 

第 10週 社会生活のグローバル化/現代のアーバニズム 

第 11週 人口と保険、高齢化/革命と社会運動 

第 12週 社会運動―過去・現在・未来 

第 13週 社会調査方法 

第 15週 社会学理論の展開 

第 16週 エピローグ 

● 事前事後学習 

テキストを事前に読んでおくこと。毎講義後、テキストの内容についての異論反論を考えて次回

の講義の際に発表すること。 

● テキスト 

アンソニー・ギデンズ(松尾精文他訳)『社会学 第五版』而立書房、2009年 

● 参考資料 

講義の際に指示する。 

● 成績評価方法 

受講態度のみ。熱心に議論することを高く評価する。 

● その他留意事項 

テキストを忘れたものは受講を認めない。 

 



都市政策論演習 

井澤 知旦 

● 演習概要 

都市政策の課題の中から、受講生が自らの問題意識に基づいて課題を設定し、そのテーマをも

とに、各自が研究を深めていくための指導・助言を行います。都市政策をテーマとする修士論文は、

実践的な内容が中心となりますが、思い付きではなく、十分に論理的かつ実証性の高い内容が求

められます。限られた時間の中で、可能な限り、新たな知見が含まれる質の高い修士論文が作成

できるよう指導を行っていきます。なお、１週２コマで授業を行っていきます。 

● 学修到達目標 

新たな知見が含まれ、論としての展開がなされた質の高い論文を作成する能力を獲得します。 

● 演習計画 

修士１年生（Ｍ１生）は研究テーマを設定し、修士論文の基礎となる研究（基礎研究）を行いま

す。 

修士２年生（Ｍ２生）は修士論文としての研究テーマに沿って、修士論文として取りまとめていき

ます。 

１週- ４週 演習履修者各自が修士論文（M1 生は基礎研究）のテーマを追求し、発表しま

す。その発表に対して、履修者間での議論を深めていきます。その際、議論を深

めるために、指導・助言を行います。 

５週- ６週 修士論文（Ｍ１生は基礎研究）の中間発表会に向けた準備を行います。論旨の明

確化と、発表に向けた内容の確認作業を行います。 

７週-10週 演習履修者の修士論文（基礎研究）テーマに基づき、分析結果、文献調査等を

進めた内容をまとめて報告します。その発表に従い、指導・助言を行います。 

11週-14週 修士論文（Ｍ１生は基礎研究）の総括を行うための時期であり、各自の進捗状況

に応じた内容を深めていくための指導・助言を行います。 

15週 総括として修士論文（M1生は基礎研究）の取りまとめを行います。 

● 事前事後学習 

基礎研究および修士論文の作成にあたっては、事前に研究内容についてのレジュメを作成したうえで授

業に臨むこと。また授業後には討議内容を踏まえて、発展させた研究内容のレジュメを提出すること。常に

事前事後の学習を通じてレベルアップを図ること。 

● テキスト 

・各自のテーマに応じた先行研究論文または著書を指定します。 

● 参考資料 

・各自のテーマに応じた先行研究論文または著書を推薦します。 

● 成績評価方法 

M1生 基礎研究レポート 100% 

M2生 修士論文 100％ 

 

 



地域政策論演習 

古池 嘉和 

● 演習概要 

まず、地域とは、主として「農山村地域」あるいは「工芸産地（地場産業地域）」とする。それらの

地域に固有のヴァナキュラーな文化基盤を確認するとともに、それら基底的文化の上に成り立つ伝

統工芸産業（生業）の高度化や、暮らしのデザイン、さらには他者との文化共有（観光化）などの諸

現象を捉え、それらを踏まえて諸政策を議論していく。加えて、農山村地域に関心のある場合には、

「信仰」も重要な要素となるため、信仰としての文化に関心のある履修生を望む。 

● 学修到達目標 

１年次；修士論文の作成に向けた知識基盤形成 

２年次：修士論文の完成 

● 演習計画 

（修士１年） 

1～3   ：研究計画の再評価、リサーチ・クエッションの吟味等 

4～12  ：国内外の先行研究論文リストの作成と輪読 

13～15 ：先行研究を踏まえた研究目標の明確化、研究手法の検討等 

16：上記を踏まえた最終報告書の作成 

（修士２年） 

1～2  :研究到達点の確認 

3～8  ：中間報告会に向けた修士論文の質的向上 

9～11  :中間報告を踏まえた修正対応 

12～15 :修士論文の完成  

16：総括 

● 事前事後学習 

事前学習としては、発表の準備をしておくこと。事後は、演習中に指摘した事項を整理し、次回

の発表に活かすこと。 

● テキスト 

リストに基づく先行研究論文 

● 参考資料 

演習中、必要に応じて配布する。 

● 成績評価方法 

１年次：最終報告書（100%）、2年次：修士論文（100%） 

● その他留意事項 

演習選択の際に、演習概要を熟読すること。 

 

 

 

 

 

 



自治体戦略論演習 

江口 忍 

● 演習概要 

この演習では、受講者が一つまたは複数の自治体を選び、その自治体の戦略を研究テーマとし

ます。地方自治体は当然ながらそれぞれや総合戦略を作っていますが、この演習ではそれらを批

判的に検討し、当該自治体のチャンスやリスクに十分反映したクオリティーの高い戦略をまとめま

す。 

● 学修到達目標 

地方自治体職員として総合計画・総合戦略の策定において主体的に実務を担当できるようにな

ること、またはシンクタンク等のコンサルタントとしてそのサポートができるようになることを目標としま

す。 

● 演習計画 

【修士 1年】 ①自治体戦略を検討するにあたって必要な情報収集、データ分析およびデータマ

ッピング、人口分析、図解、地域産業連関分析等の手法を習得します。 

②さまざまな自治体の総合計画や総合戦略を素材として批判的に検討（クリティカ

ル・シンキング）を行います。 

③地方自治体の企画部門担当者等の実務者を招いて自治体戦略の策定および

その遂行にあたっての実務上の諸課題について理解を深めます。 

【修士 2 年】 ①研究対象の自治体に出向いてヒアリングや現地調査等を行い、自治体戦略の検

討に必要な定性データを蓄積します。 

          ②具体的な自治体の戦略に関する修士論文を完成させます。 

● 事前事後学習 

事前学習としてその都度指示する文献やプリントを読んだり、統計を使ってグラフ等を作成したり

する必要があります。また講義後には本演習で学んだデータ分析手法等を使ってレポートや

minute paper等の課題を課します。事前事後の学習量はかなり多いと考えてください。 

● テキスト 

使用しません。 

● 参考資料 

受講者の研究テーマに合わせて適宜紹介します。 

● 成績評価方法 

演習への取り組み状況、および修士論文により総合的に評価します。 

● その他留意事項 

この演習は、将来地方公務員を目指す人、地方自治体の企画部門、職員、地方自治体の首長

や議員を志す人、商工会議所・金融期間・シンクタンクなどで地元自治体への政策提言をしていこ

うという人、マスコミで記者として地方行政について伝えていこうという人など実務者の育成を意識

しています。こうした人は総じて優秀なのですが、民間企業と違って競合相手をあまり意識しない

傾向があります。企業でも自治体でも個人でも、戦略を考える上で「ライバル」を意識することは大

変重要です。この演習の学びを通じて、ライバル自治体と比較をして、近隣市町村を含む地域全

体を俯瞰する習慣を付けてもらえればと思います。 

 



租税法演習 

上杉 秀文 

● 演習概要 

経済取引において祖税の影響力は極めて大きいものがある。税務訴訟は各税法に定める課

税要件に対し、事業者の論理、解釈と課税庁の論理、解釈の食い違いについて第三者の判断

を仰ぐという性質のものであるから、判例等をよく研究し、税法等の正しい意味を理解する

ことで無駄な争いを避け、また無駄ではない主張に導くことができるものと考えられる。 

本演習では、税法の基礎理論から重要判例の検証を通して、租税、特に消費税に関する問

題を中心として研究し、研究課題の開発とその課題に対する問題点について深度ある研究を

進めることにより、租税全体に対する洞察力と的確な判断力を構築する場とする。 

● 学修到達目標 

消費税を中心とする専門的な税法相談に対応できる程度の知識の習得と税法に関する論

文の作成を目標とする。 

● 演習計画 

１年次においては、各研修生が早期に的確な研究テーマにたどり着くように、判例、審判

所裁決事例その他の事例を選定し、その考え方について研究し論評する方式で進める。 

また、２年次においては、選定したテーマに関する研修生の疑問点を集約し、これについ

て多角的な検討を行うことにより各研修生が深みのある研究ができるようにサポートする。 

● 事前事後学習 

１年次の演習においては、選定した事例について事前に学習し、論点を整理しておくこと。 

２年次においては、指示した研究テーマ関連課題について対応すること。 

● テキスト 

｢別冊ジュリスト 租税判例百選 第６版｣ 有斐閣 

｢裁判例からみる消費税法｣ 池本征男著 大蔵財務協会発行 

● 成績評価方法 

論文８０％、出席２０％ 

 

 

租税法演習 
武井 康夫 

● 演習概要 

租税法を解釈するに当たっては、その前提として、事実をどのように捉え、整理し、評価して（事

実認定）、これにどの税法のどの条文を適用するのかが重要である。 

そこで、本演習では、主要な判決、採決等を題材に、具体的な事例に則して租税法特有の知識

や解釈について理解を深めるとともに、論点や問題点を抽出することにより、論文テーマの選定や

論文作成に資することを目的とする。 

● 学修到達目標 

１年生は、具体的事例(判決・採決等)を研究することにより、取引事実の認定の在り方、判決の

読み方、租税法の解釈の仕方を理解し、修士論文作成に資する。   

２年生は、修士論文を作成する。 



● 指導方針 

1 年次には、判決には取り上げられた事例についての税法の理屈も答えも書いてあるので、最

初に、取り上げた判決等についてポイント講義を行い、その後、学生自らが参考書等を駆使して問

題点を解き明かすなど、学生が問題意識を持って租税法の学習に取り組めるように指導する。 

また、２年次には、修士論文の作成について指導し、学生が深みのある研究ができるようにサポ

ートする。 

● 事前事後学習 

演習で取り上げる事例について、事前に学習し、問題点の抽出をしておくこと。 

学習した判決・採決等については、他の者の論文を読んで、別の角度からの論点を学習するこ

と。 

● テキスト 

「最新租税基本判例７０ 税研１７８号」 金子宏他編纂  日本税務研究センター発行 

「別冊ジュリスト 租税判例百選［第６版］」 中里実他編 有斐閣発行 

● 参考資料 

「租税法」 金子宏著 弘文堂発行 

「重要租税判決の実務研究[第三版]」 品川芳宣著 大蔵財務協会発行 

「最新租税判例６０ 税研１４８号」 金子宏他編纂 日本税務研究センター発行 

「［最新］租税基本判例 80 税研 106号」金子宏他編纂 日本税務研究センター発行 

● 成績評価方法 

論文８０％、出席２０％ 


