
●お問い合わせ先： 慶應義塾大学 経商グローバルCOE事務局
【E-mail】gcoe-i11@adst.keio.ac.jp    【URL】http://www.gcoe-econbus.keio.ac.jp/

日時：２０１３年２月４日（月） １３：００～１７：１５
場所：慶應義塾大学三田キャンパス 研究室棟１階Ａ会議室・Ｂ会議室

Ｇｒｏｕｐ Ａ （研究室棟１階 Ａ会議室） Ｇｒｏｕｐ Ｂ （研究室棟１階 Ｂ会議室）

※1題につき、発表20分、討論5分、質疑応答5分

平成２４年度 第２回グローバルCOE研究員報告会

慶應義塾大学大学院経済学研究科・商学研究科／京都大学経済研究所連携
グローバルCOEプログラム「市場の高質化と市場インフラの総合的設計」

●司会：牛島 利明 （商学研究科 教授）

13:00～13:30 「戦前期名古屋市における屎尿処理市営化―下水処理の

導入過程を中心に―」

星野 高徳 （PD） [歴史分析班]

討論者：諸田 博昭 （経済・RA） [歴史分析班]

指導教授：平野 隆 （商学研究科 教授）

13:30～14:00 「近代日本の木材市場」

山口 明日香 （PD） [歴史分析班]

討論者：星野 高徳 （PD） [歴史分析班]

指導教授：杉山 伸也 （経済学研究科 教授）

14:00～14:30 「1920～30年代の中国における金融市場の秩序と銀行券」

諸田 博昭 （経済・RA） [歴史分析班]

討論者：山口 明日香 （PD） [歴史分析班]

指導教授：古田 和子 （経済学研究科 教授）

●司会：津曲 正俊 （経済学研究科 准教授）

14:45～15:15 “Environmental Tax Scheme in an OLG Economy”

檀原 浩志 （経済・RA） [理論開発班]

討論者：澤田 英司 （PD） [理論開発班]

指導教授：尾崎 裕之 （経済学研究科 教授）

15:15～15:45 “A Comparison of NTU Values on Certain Classes of

Games”

虞 朝聞 （経済・RA） [理論開発班]

討論者：檀原 浩志 （経済・RA） [理論開発班]

指導教授：中山 幹夫 （経済学研究科 教授）

15:45～16:15 “Damage Based Taxes and Dynamic Behavior of Nonpoint 

Agents”

澤田 英司 （PD） [理論開発班]

討論者：虞 朝聞 （経済・RA） [理論開発班]

指導教授：大沼あゆみ （経済学研究科 教授）

●司会：吉野 直行 （経済学研究科 教授）

16:15～16:35 “Oil Market Incorporating Monetary Policy”

Farhad Taghizadeh Hesary （経済・RA） [政策設計班]

討論者：Christian Uduije （経済学研究科 修士課程）

指導教授：吉野 直行 （経済学研究科 教授）

16:35～16:55 “Optimal Structure of Government Debt”

Ahmad Danu Prasetyo （経済・RA） [政策設計班]

討論者：Umid K. Abidhadjaev （経済学研究科 修士課程）

指導教授：吉野 直行 （経済学研究科 教授）

16:55～17:15 “Infrastructure, Industrial Productivity and Regional 

Specialization in China”

Jie Zhang （経済・学内研究協力者） [政策設計班]

討論者：Umid K. Abidhadjaev （経済学研究科 修士課程）

指導教授：吉野 直行 （経済学研究科 教授）

― ― ― 休憩 （15分） ― ― ―

●司会：八代 充史 （商学研究科 教授）

13:00～13:30 「家庭内労働と男女間の賃金格差」

曺 成虎 （PD） [労働班]

討論者：安田 宏樹 （経済学部 助教（有期））

指導教授：津谷 典子 （経済学研究科 教授）

●司会：金子 隆 （商学研究科 教授）
15:15～15:45 「中国の医療保険制度をめぐる官民役割分担―

公的医療保険改革に民間保険会社参画の意義」
塔林図雅 （PD） [金融班]

討論者：斉 中凌 （PD） [金融班]
指導教授：堀田 一吉 （商学研究科 教授）

15:45～16:15 「中国の銀行の経営効率についての分析」
斉 中凌 （PD） [金融班]

討論者：塔林図雅 （PD） [金融班]
指導教授：深尾 光洋 （商学研究科 教授）

●司会：園田 智昭 （商学研究科 教授）
16:15～16:45 「購買意思決定の段階における消費者行動―カテゴ

リー知識と接触メディア、解釈について―」
赤松 直樹 （商・RA） [経営・会計・商業班]
討論者：高田 英亮 （商学部 専任講師）
指導教授：清水 聰 （商学研究科 教授）

16:45～17:15 「サービス・マーケティング研究の理論的課題―市場
における社会的交換の検討―」
千葉 貴宏 （商・RA） [経営・会計・商業班]
討論者：高田 英亮 （商学部 専任講師）
指導教授：小野 晃典 （商学研究科 教授）

●司会：樋口 美雄 （商学研究科委員長 教授）

14:00～14:30 「職種特殊的な技能の重要性と賃金への影響―

民営人材紹介会社の求人データによるヘドニック

分析から」

小林 徹 （商・学振特別研究員） [パネルデータ班]

討論者：何 芳 （商・RA） [パネルデータ班]

指導教授：樋口 美雄 （商学研究科委員長 教授）

14:30～15:00 「男女比の変化と未婚女性の結婚行動」

何 芳 （商・RA） [パネルデータ班]

討論者：小林 徹 （商・学振特別研究員） [パネルデータ班]

指導教授：樋口 美雄 （商学研究科委員長 教授）

●司会：土居 丈朗 （経済学研究科 教授）
13:30～14:00 「韓国の勤労奨励税制改革が労働供給に与える影

響」
朴 寶美 （経済・RA） [財政班]

討論者：野崎 華世 （パネルデータ設計・解析センター 研究員）
指導教授：土居 丈朗 （経済学研究科 教授）

― ― ― 休憩 （15分） ― ― ―


