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　慶應／京都連携グローバル COEでは、2008 年度より「市場

の高質化と市場インフラの総合的設計」をテーマにしたプログ

ラムを実施している。筆者が所属する経営・会計・商業班では、

2008 年度に実施したパイロット調査を皮切りにして、2009 年

度より継続的にパネル調査を行っている。現在までに 2009 年

度と 2010 年度の２年分が終了し、2011 年度も引き続き実施し

ている。2008 年度と 2009 年度の調査については、「市場の高

質化と市場インフラの総合的設計　経営・会計・商業班」の各

年度の中間報告書として公表済みであるが、経営・会計・商業

の分野では、時系列で実施したパネル調査はほとんど行われて

いないので、この調査により重要な知見が提供されることが期

待できる。さらに、ある市場に関して、異なるパートの視点か

ら分析が行われうることも、経営・会計・商業班によるパネル

調査の特徴である。たとえば、労働市場の高質化について、経

営パートでは終身雇用と総合業績の関係について分析し、会計

パートでは教育・研修投資や業績連動型報酬の観点から分析を

行っている。

　ところで、管理会計は企業の内部的なマネジメントに利用さ

れるために、市場の高質化とは一見して無関係であるかのよう

に見える。しかし、高質な市場を作り維持するためには、市場

の仕組・ルールに注目するだけではなく、市場のプレーヤーで

ある企業が高品質な経営を行うことも必要である。参考文献１

では、研究の前提として、管理会計が利用される局面を、①市

場取引、②継続的な企業間取引、③企業グループ内での取引、

④自社内の活動の４種類に分類し、それぞれの局面で管理会計

を適用することで、企業が市場に流通させている製品やサービ

スの高品質化、適切な価格設定、新製品・新サービスの不断の

導入が促進されることを確認した。

　参考文献２では、具体的な市場として、サービス市場での管

理会計の利用を検討した。一口にサービス業と言っても、さま

ざまな特性を持つ企業が存在しており、あるサービス業に当て

はまる特徴も、別のサービス業には当てはまらない。そこで、

This Keio/Kyoto Joint Global COE has been implementing 

programs research on the theme of “Raising Market Quality – 

Integrated Design of Market Infrastructure” since FY2008. The 

Management, Accounting and Market Section, which I lead, has 

been conducting an ongoing panel survey since FY2009, following 

a pilot survey in FY2008. We have now completed the FY2009 and 

FY2010 surveys and are presently carrying out the FY2011 survey. 

The surveys from FY2008 and FY2009 have already been published 

in the “Raising Market Quality – Integrated Design of Market 

Infrastructure: Management, Accounting and Marketing Section” 

mid-term reports each fiscal year. 

 There have been almost no time-series panel surveys in the 

management, accounting and marketing field to date, so our survey 

is expected to provide important information. Another advantage 

of the management, accounting and marketing panel survey is that 

it can be used to analyze a given market from the perspectives of 

different parts. For example, labor market quality improvement can 

be approached from the management perspective by analyzing the 

relation between lifetime employment and overall performance, 

and from the accounting perspective by considering education and 

training investment, and performance-based compensation. 

 Because management accounting is designed for use by 

management inside companies, it might seem to have no relation 

with improving market quality. To create and maintain high 

quality markets, however, in addition to paying attention to market 

mechanisms and rules, the enterprises which are the market players 

must also have high quality management. 

 As research assumptions, Reference Paper 1 divides the areas 

where management accounting is applied into the four categories 

(1) market trading, (2) ongoing inter-enterprise trading, (3) trading 

within corporate groups, and (4) internal company activities, and 

confirms how in each category the application of management 

accounting promotes quality improvement in the goods and services 

companies release to market, appropriate price setting, and the 

continual introduction of new products and services. 

 Reference Paper 2 examines, as a specific market example, the use 

of management accounting in the service market. While we speak of 

a single service sector, this includes companies with many different 

characteristics, so the features of one service industry may differ from 

those of another. The paper divides service industry services into four 

管理会計の適用による市場の高質化

園田智昭Tomoaki Sonoda

Improving Market Quality by Applying Management Accounting

Section Leader, Management, Accounting and Marketing Section

Professor, Faculty of Business and Commerce, Keio University

経営・会計・商業班リーダー　慶應義塾大学商学部教授
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サービス業が提供するサービスを、①サービスの定型度と、②

サービスが提供される顧客数の多寡という２軸を用いて４種類

に分類し、特定の領域に属するサービスに議論の焦点を絞るこ

とで、この問題に対処した。SLA（Service Level Agreement）

は、特定の顧客に定型度が高いサービスを提供する情報処理産

業（データ処理）やシェアードサービス企業で利用されている、

顧客に提供するサービスの品質を管理するマネジメント手法で

ある。このような SLAの発展形態として、サービスレベル・

マニフェストという概念を提唱した。大衆顧客に定型度の高い

サービスを提供する鉄道業や郵便業などが、サービスレベル・

マニフェストを適用し、サービスの水準を大衆顧客に約束する

ことで、顧客からの信頼を得ることが可能になる。さらに、目

標値と実績値の差異を分析することで、サービス水準を改善で

きる。

　参考文献３では、証券市場の高質化に関連して、IFRS

（International Financial Reporting Standards）のアドプショ

ンが、原価計算と管理会計に与える影響について検討している。

国際財務報告基準である IFRS の導入により、証券市場が高質

化することが期待される。IFRS のアドプションが進めば、各

国に共通した会計基準となるために、投資家が国を越えて企業

の業績を比較することが可能になり、証券市場の高質化を促進

する。しかし、日本では IFRS がアドプションされても、当面

の間は連結先行、すなわち企業グループ全体では IFRS 基準で、

個別企業では日本基準で財務諸表を作成することになる。その

ため、日本基準に基づいて個別企業が目標を設定した場合、そ

れを達成しても、企業グループ全体の目標を達成できるとは限

らないことになる。このような問題意識から、IFRS のアドプ

ションが原価計算と管理会計に与える影響について検討し、原

価計算については、① IFRS の規定との不一致、②経費処理の

違いによる製品原価への影響、③連結先行による連単の不一致

が、管理会計については、①利益概念や資本利益率などの業績

評価指標への影響、②セグメント別連結情報、③財政状態計算

書項目の管理、④企業グループ全体の予算の作成に対する影響

があることを指摘した。

参考文献 1：拙稿「市場の高質化と管理会計」『三田商学研究』
第 54 巻第３号、2011 年 8 月
参考文献 2：拙稿「サービスレベル・アグリーメントの利用
とその拡張－サービスレベル・マニフェストの提案－」『三
田商学研究』第 53 巻第６号、2011 年 2 月
参考文献 3：拙稿「IFRS のアドプションによる原価計算・管
理会計への影響」『企業会計』第 63巻第 10号、2011年 10月

categories using the two axes (1) the level of standardization (fixed 

form) of the services and (2) the number of customers to whom 

the services are provided, narrowing the focus of the discussion 

to specific service domains to address these issues. Service Level 

Agreements (SLAs) are being adopted by the information processing 

industry (data processing) and shared services companies that provide 

services with a highly fixed form to specific customers as tools to 

manage the quality of services provided to customers. The paper 

proposes the concept of a service level manifest as a further extension 

of SLAs. Railways, the post office and other industries that provide 

highly standardized services to mass customers could adopt service 

level manifests and gain customer trust by promising to maintain 

service levels. Service levels could also be improved through analyses 

of gaps between target and performance levels. 

 Reference Paper 3, on improving the quality of securities 

markets, examines how adoption of the IFRS (International 

Financial Reporting Standards) affects cost accounting and 

management accounting. The introduction of the IFRS, which are 

international financial reporting standards, is expected to improve 

the quality of securities markets. If the adoption of the IFRS moves 

forward and these become common accounting standards in each 

country, investors will be able to compare corporate performance 

across borders, which will raise quality on securities markets. But 

in Japan, even if the IFRS are adopted, they will initially only apply 

to consolidated financial reporting. In other words, group financial 

statements will be prepared under the IFRS, while individual 

company financial statements will follow the Japanese accounting 

standards. For that reason, even when individual companies set and 

achieve goals under the Japanese standards, their corporate groups 

may not achieve overall group objectives. Considering this problem, 

the paper examines how the adoption of the IFRS will affect cost 

accounting and management accounting. The paper notes the effects 

for cost accounting (1) inconsistency with the IFRS standards, 

(2) impact on product cost from differences in the accounting of 

expenses, and (3) inconsistency of product costs between consolidated 

and individual company financial statements, and for management 

accounting (1) effects on the concept of profit, ROI and other 

performance evaluation indices, (2) consolidated information by 

segment, (3) management of items on statement of financial position, 

and (4) impact on the compilation of budgets for corporate groups. 

Reference Paper 1: Sonoda, Tomoaki “The Relationship between 
High Quality Markets and Management Accounting,” Mita 
Business Review, Vol. 54 No. 3, August 2011. 
Reference Paper 2: Sonoda, Tomoaki “The Use of Service Level 
Agreement and Its Expansion: The Proposal of Service Level 
Manifesto” Mita Business Review, Vol. 53 No. 6, February 2011. 
Reference Paper 3: Sonoda, Tomoaki “Impact on Cost Accounting 
and Management Accounting from IFRS Adoption” Kigyokaikei, 
Vol. 63 No. 10, October 2011. 
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活動報告 
Activity Report

Asian Economic Panel Meeting
 

September 16-17, 2011

1

　2011年 9月16・17の両日、慶應義塾大学三田キャ

ンパスにおいて“Asian Economic Panel Meeting”が

開催された。

　アジアを取り巻く経済環境は大きく変化している。サブ

プライムローン問題に端を発する世界的な金融危機の後、

バーゼルの自己資本比率規制の強化など、さまざまな国際

的動向が見られる。

　本コンファレンスではアジアの金融市場の質の変化、短

期の極端な資本移動に対する市場規制の是非、トービン税

の有効性など各種政策について、賛否両論を伴う活発な議

論が展開された。

　中国、インド、アセアン諸国では金融危機の影響も軽微

にとどまり、着実な成長を続けている。しかし、欧米諸国

の過剰流動性資金は、世界の資源に向かっており、日本

「円」も運用対象となったため未曾有の円高となっている。

こうした極端な資本移動のもたらす影響について、各国の

クロスセクションデータ分析の結果をもとに議論がなされ

た。また、中国ではインフレの圧力が強まり、アジアの新

興国ではインフラ整備のための資金の安定的な調達も必要

となっている。インフラ市場の高質化に向けた資金調達に

関する提案もなされた。

　アジアのみならず、アメリカ、ヨーロッパからも多数の

研究者が集い、アジアに関する理論・計量分析の発表と意

見交換が行われた。大学院生もコンファレンスに出席し、

論文の報告、コメント、議論を通じて、アジアの市場に関

するさまざまな研

究成果を吸収する

と同時に、論文発

表や討論の仕方を

習得することがで

き、教育面での成

果も得られた。

The Asian Economic Panel Meeting took place September 16-17, 2011 

at the Keio University Mita Campus. 

 The economic Asian environment is undergoing major change. 

There have been a variety of international developments following the 

global financial turmoil sparked by the subprime loan problem, including 

the strengthening of the Basel capital adequacy requirements. 

 At this meeting, participants vigorously debated the changes in qual-

ity on Asian financial markets, the merits and demerits of regulations on 

extreme short-term capital flows, the merits of a Tobin tax, and other 

policies. China, India and the ASEAN economies suffered only mild ef-

fects from the financial crisis and are maintaining steady growth. How-

ever, Western countries’ excessively liquid capital is being invested in 

global resources, and the Japanese yen has also become an investment 

target, resulting in unprecedented yen appreciation. The effects from 

such extreme capital flows were discussed based on the results of 

cross-sectional data analyses in each country. There is growing inflation-

ary pressure in China, and the newly industrializing countries of Asia 

need stable funds procurement to develop infrastructure. A proposal 

was made regarding financing toward improving the quality of the infra-

structure market. 

 A large number of researchers gathered from Asia and also from the 

U.S. and Europe. They presented and exchanged opinions on theoreti-

cal and quantitative analyses concerning Asia. Graduate students at-

tended the meeting and learnt from various research findings concern-

ing Asian markets from the presentations, comments and discussions. 

The graduate students also learned how papers are presented and dis-

cussed, so the meeting had an educational effect as well.

Professor Naoyuki 
Yoshino
(Keio University)
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　不動産市場や都市経済に関する話題を扱う The 16th 

Asian Real Estate Society (AsRES) and American 

Real Estate and Urban Economics Association 

(AREUEA) Joint International Conference が、

2011年 7月 11日から14日まで、韓国済州島の新羅

ホテルにて行われた。

　本グローバルCOEプログラムからは、パネルデータ

班の学内研究協力者である石野卓也（慶應義塾大学経済

学部助教）が、「若手研究成果発表支援プログラム」の

援助を受けて参加した。石野助教は、7月 13 日午前

のセッション「Behavioral Issues」にて、“Youth’s  

Beginning of Individual Housing Payment and 

Tenure Choice: New Entries to Japanese Housing 

Market”を報告した。

　石野報告は、子ども名義の二世帯住宅が多いことなど、

親子間で住宅に関する費用をシェアする日本独自の行動

に着目した。その上で、住宅に関する費用を自己負担す

ることが子どもの親からの独立を意味すると考え、その

自己負担を行う決定要因を明らかにしている。従来の欧

米の離家を中心とした子どもの独立の分析とは異なって

おり、特に日本と似たような傾向のある東アジアの研究

者の関心を集めた。

　2011年 9 月 23 日、東京大学大学院経済学研究科

学術交流棟（小島ホール）にて、Research Meeting 

on Economic History 2011 “Asia and the World 

Economy in Historical Perspective”が開催された。

本報告会では、近代東アジア市場で経済成長や市場の統

合化が特に進展していた時期において、法律は市場の秩

序形成にいかに役立ったかというテーマについて、2点

の研究報告が行われた。

　岡崎哲二教授（東京大学）報告では、19世紀末から

20世紀前半の時期の日本において、裁判所は都市化と産

業化が同時に進行している地域でのみ役立っており、産

業化のみが進んだ地域では旧来通りの慣習的な罰則が機

能し続けていたことが報告された。Dr. Tirthanker Roy

（London School of Economics）報告では、19世紀

インドにおけるイギリス帝国主義の拡大が、共通の法律

に基づく裁判を浸透させたこと等が議論された。各報告

とも活発な質疑応答が展開された。

The Research Meeting on Economic History 2011 “Asia and the World Econo-

my in Historical Perspective” was held Sept. 23, 2011 at the University of To-

kyo Graduate School of Economics, Economics Research Annex (Kojima Hall). 

This meeting featured two research reports on the theme of how law has as-

sisted the formation of market order in modern East Asian markets during pe-

riods of outstanding economic growth and market integration. 

 The first presentation by Professor Tetsuji Okazaki of the University of To-

kyo Graduate School of Economics reported that in Japan, from the end of the 

19th century through the middle of the 20th century, the courts were only use-

ful in areas where urbanization and industrialization advanced simultaneously, 

while customary penal provisions continued to function in areas where indus-

trialization advanced alone.

 The second presentation by Dr. Tirthankar Roy of the London School of 

Economics Economic History Department discussed how the expansion of the 

British Empire in 19th century India spread legal proceedings based on a com-

mon law. The presentations were both followed by lively question and answer 

sessions.

The 16th Asian Real Estate Society (AsRES) and American Real Estate and Ur-

ban Economics Association (AREUEA) Joint International Conference, which 

presents research in the areas of real estate markets and urban economics, 

took place July 11-14, 2011 at the Shilla Jeju Hotel on Jeju Island, South Korea.

 From this Keio/Kyoto Global COE Program, Panel Data Section collaborative 

university research member (Keio University Department of Economics Assis-

tant Professor) Takuya Ishino participated in the conference with support from 

the Program to Support Presentations of Research Results by Young Research-

ers. Assistant Professor Ishino presented his paper “Youth’s Beginning of Indi-

vidual Housing Payment and Tenure Choice: New Entries to the Japanese 

Housing Market” at the July 13 morning session on “Behavioral Issues.”

 Ishino’s paper focuses on the distinctly Japanese behavior whereby there 

are many two-generation households in the child’s name as well as sharing of 

housing expenses between parents and adult children. The paper then poses 

self-payment of housing-related expenses as signifying independence from 

parents, and clarifies the determin-

ing factors for self-payment. This 

research differs from conventional 

Western analyses of children’s in-

dependence centered on leaving 

the parents’ home, and attracted 

attention among East Asian re-

searchers, whose countries have 

similar trends. 

2 The 16th Asian Real Estate Society (AsRES) and 
American Real Estate and Urban Economics Association 
(AREUEA) Joint International Conference July 11-14, 2011

3 Research Meeting on Economic History 2011
“Asia and the World Economy in Historical Perspective”

September 23, 2011

若手研究成果発表
支援プログラム
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　2011 年 7月 30 日、慶應／京都連携GCOE 国際・

経済発展班では、一橋大学GCOEプログラム、日本大学

と共催で応用ミクロ経済学・若手研究者ワークショップ

を日本大学で開催した。このワークショップは、2011

年 7月に、慶應義塾大学で開催された同ワークショップ

の続編である。今回は、国際経済学・産業組織論・労働

経済学・開発経済学・金融論分野の若手研究者6名によ

る研究報告が行われた。国際経済学関連では、東京大学

大学院の水田岳志氏により、日本の貿易保護と政治献金

の関連性を示唆する研究について報告が行われた。当日

は、慶應義塾大学、日本大学、一橋大学の教員・大学院

生に加えて、官庁シンクタンクの研究員、他大学の教員

等の26名の参加があり、各研究者の専門分野を超えた

非常に活発な議論が行われた。

実証応用経済ワークショップ
Empirical Applied Economics Workshop

The Keio/Kyoto GCOE Program International Section jointly sponsored an 

applied microeconomics young researcher workshop at Nihon University 

on July 30, 2011 together with the Hitotsubashi GCOE Program and Nihon 

University. This was a sequel to the same workshop held at Keio University 

that month. This time, six young researchers presented reports in the fi elds 

of international economics, industrial organization theory, labor economics, 

development economics and fi nancial theory. In international economics, 

University of Tokyo graduate student Takeshi Mizuta presented research 

suggesting connections between Japanese trade protectionism and politi-

cal donations. The workshop drew 26 participants including researchers 

from government think-tanks and faculty from other universities along with 

faculty and graduate students from Keio University, Nihon University and 

Hitotsubashi University, with very active discussions transcending each re-

searcher’s fi eld of expertise.

July 30, 2011

　2011年 9月 14・15日に、慶應義塾大学日吉キャンパ

スにおいて、社会経済史学会Next Tide Workshop 2011

が開催された。本ワークショップは、今後の社会経済史学を担

う若手研究者の交流・育成を目的として開催されたものであ

り、本年は「市場」をテーマとする3つのセッションで構成

された。第1セッションでは、宮本又郎氏（関西大学）によっ

て、江戸期の経済を事例に市場経済とは何かについて講演が行

われた。第2セッションでは、若手研究者のみで組織された「市

場の統合と市場参加者の行動」と題するパネルディスカッショ

ンが行われ、本GCOE歴史分析班の研究員がパネルを組織し

報告した。第3セッションでは、斎藤修氏（一橋大学）によっ

て、分業による市場の拡大と経済成長の関係についての講演が

行われた。研究対象地域・時代の異なる35名の研究者が参加

し、各セッションでは活発な議論が交わされた。

The Socio-Economic History Society held the “Next Tide Workshop 2011” 

at the Keio University Hiyoshi Campus Sept. 14-15, 2011. This workshop is 

held for development and exchange among young socio-economic history 

researchers. This year’s workshop comprised three sessions on the theme 

of “the market.” In the fi rst session, Kansai University Professor Matao 

Miyamoto presented a lecture explaining market economics using the 

economy of Edo Period as an example. The second session featured a pan-

el discussion comprised entirely of young researchers entitled “Market In-

tegration and the Behavior of Market Participants,” with the panelists and 

reports from our GCOE’s Historical Analysis Section. The third session was 

a lecture by Hitotsubashi University Professor Emeritus Osamu Saito on 

the relation between market expansion from the division of labor and eco-

nomic growth. A total of 35 researchers investigating different geographical 

regions and eras participated, with lively debates at each session.

5 社会経済史学会Next Tide Workshop 2011
Socio-Economic History Society, “Next Tide Workshop 2011” September 14-15, 2011

Dr. Kensuke Hirai
(Keio University)
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若手研究者の
Introduction of Research Activities by 

”Young Researchers”研究活動紹介

　2011年 3月 11日の東日本大震災は、わが国が直面

する自然災害リスクを再認識させるものとなった。自然災

害リスクを経済学的に論ずる際には、経済主体によるリス

クの認知（リスク・パーセプション）、保険を通じた危険回避（リスク・ファ

イナンス）、効率的な防災投資（リスク・コントロール）などの視点が重要で

ある。

　筆者は、このようなトピックを中心に、いくつかの研究を行ってきた。具体

的には、本グローバルCOEプログラムで収集・公開している『慶應義塾家計

パネル調査』を用いて、消費者による地震災害リスクの認知や地震保険加入の

規定要因などの実証的な分析を行った。これまでの研究成果の一部は、『自然

災害リスクの経済分析』（三菱経済研究所、2011年）としてとりまとめている。

　自然災害に対する事前の備えを見直そうという動きは、これまでも大規模な

災害が発生するたびに、繰り返し起こってきた。にもかかわらず、今回の震災

によって、再び事前の想定の甘さや不十分な防災対策が指摘されることとなっ

た事実は、効率的なリスク・マネジメントを阻害するような制度的要因（市場

の質の問題）が存在するのではないか、という疑問を生じさせる。一連の研究は、

実証的な観点から、このような疑問に、部分的にではあるが、答えることを目

的としている。

The March 11, 2011 Great East Japan Earthquake was a re-

minder of Japan’s natural disaster risk. The perspectives of risk 

perception (recognition of risk by economic bodies), risk finance 

(averting risk via insurance) and risk control (efficient disaster-

prevention investment) by economic bodies are important 

when discussing the economics of risk from natural disaster. 

 The author has conducted several research projects cen-

tered on these types of topics. Specifically, these have in-

cluded empirical analyses on consumer earthquake disaster 

risk awareness and determining factors for purchasing earth-

quake insurance using the Keio Household Panel Survey col-

lected and released by this Global COE Program. 

 Portions of the research findings so far have been col-

lected and published as “Economic Analysis of Natural Disas-

ter Risk” (Mitsubishi Economic Research Institute, 2011). 

 Movements toward revising preparations for natural di-

sasters have repeatedly emerged following every major disas-

ter. Yet the recent earthquake disaster has once again dem-

onstrated that the disaster prevention measures were insuf-

ficient and based on overly optimistic assumptions. This sug-

gests that there may be systemic factors (market quality 

problems) that impede efficient risk management. This line of 

research is aimed at partially answering this question, from 

the perspective of empirical research. 

自然災害リスクと市場の質　Natural Disaster Risks and the Theory of Market Quality

直井道生
Michio Naoi

現：東京海洋大学海洋工学部助教
元：慶應義塾大学経済学部特別研究講師
　   （2010年 9月まで）

　本プロジェクトでは、自然資源の継続的取引の解明を目

的に、戦前期日本における森林資源や水産資源の市場分析

を行っている。木材や魚などの自然資源は、再生スピード

を人為的にコントロールできないため急激な需給変化に対応できない。したが

って、自然資源を継続的に取引するには、資源の不足・枯渇、あるいはそれに

ともなって発生する価格上昇や品質低下を回避する対応策が必要となる。

　これまで進めてきた木材市場を対象とした分析では、鉄道業（枕木）・炭鉱

業（坑木）・製紙業（パルプ用材）を事例に、木材需要の拡大にともなう各産

業の取引方法の変化を「市場の質」理論を用いて考察した。いずれの産業も、

市場変化に対して継続して対応策を講じたものの、長期的に木材所要量を確

保すること以上に短期的に安価な木材を購入することに取引の重点をおいた結

果、木材不足を回避することはできなかった。こうした木材の取引方法を念頭

におきながら、現在は考察対象を水産資源に拡大し、漁法の変化と水産資源の

不足・枯渇の関係、および水産物取引の変化について考察を進めている。

This project conducts market analyses on forest resources and 

marine products resources in pre-war Japan to elucidate con-

tinuous trading in natural resources. Natural resources such 

as timber and fish cannot respond to sudden changes in sup-

ply and demand because their reproduction speed cannot be 

artificially controlled. Consequently continuous trading in 

natural resources requires measures to avert resource short-

ages, depletion and consequent price increases and quality 

decline. 

 The timber market analyses conducted thus far use market 

quality theory to examine changes in the trading methods in 

each industry accompanying increased timber demand, adopt-

ing the railway industry (railroad ties), coal-mining industry 

(mine props) and papermaking industry (pulp wood) as ex-

amples.

 While each industry did continuously devise measures in 

response to market changes, timber shortages were not 

avoided because the trading focused on short-term purchases 

of low-priced timber over securing long-term timber volume. 

With these timber trading practices in mind, the research has 

now expanded to include marine resources, with investigations 

on the relationship between changes in fishing methods and 

marine products resources shortages and depletion, and on 

changes in marine products trading.

戦前期日本における自然資源市場　Natural Resources Market in the Pre-war Japan

山口明日香
Asuka Yamaguchi 慶應／京都連携グローバルCOE研究員
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受賞　Awards

独立行政法人労働政策研究・研修機構　第12回（平成23年度）
労働関係論文優秀賞
四方　理人
（関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構統計分析主幹（元：
慶應／京都連携グローバルCOE研究員））
受賞論文名「非正規雇用は「行き止まり」か？̶労働市場の規
制と正規雇用への移行」『日本労働研究雑誌』No.608（平成23
年 2・3月号）収録

日本経済新聞社・日本経済研究センター共催　2011年度・第
54回 日経・経済図書文化賞
独立行政法人労働政策研究・研修機構主催、読売新聞社後援　第
34回（平成23年度）労働関係図書優秀賞
太田　聰一
（慶應義塾大学経済学部教授（慶應／京都連携グローバルCOE学
内研究協力者））
『若年者就業の経済学』日本経済新聞出版社、2010年

ディスカッション・ペーパー　一覧
List of Discussion Papers

Okubo, Toshihiro, and Eiichi Tomiura
“Industrial Relocation Policy, Productivity and 
Heterogeneous Plants: Evidence from Japan,” 
DP2011-011, September, 2011.

Okubo, Toshihiro
“Anti-agglomeration Subsidies with Heterogeneous 
Firms,” DP2011-012, September, 2011.

邢　雅恵
「ビジネスブログについての調査̶単純集計結果」 DP2011-
013、2011年 9月

中村　亮介
「ゆとり教育が教育達成度に与えた効果の実証分析̶義務教育
期間中の授業時間数の効果についての分析」DP2011-014、
2011年 10月

荒木　宏子・安田　宏樹
「大学生の正社員内定要因に関する経済分析」DP2011-015、
2011年 10月

樋口　美雄・萩原　里紗
「ライフイベントと女性の生活満足度・幸福度の変化およびその
要因̶「消費生活に関するパネル調査」を使用した実証分析」
DP2011-016、2011年 10月

樋口　美雄・何　芳
「日本における女性の生活満足度と幸福度̶パネルデータによ
る相対所得仮説と順応仮説の検証」DP2011-017、2011年
11月

久野　新・直井　恵
「TPP締結をめぐる企業の態度の決定要因̶日本企業のマイ
クロ・データを用いた実証分析」DP2011-018、2011 年
11月

Artis, Michael J., and Toshihiro Okubo
“Business Cycle, Currency and Trade, Revisited,” 
DP2011‒019, November, 2011.

Hiraga, Kazuki
“New Methods for Testing the Sustainability of Govern-
ment Debt,” DP2011‒020, November, 2011.

Hiraga, Kazuki
“How much can Corporate Tax Reduction Contribute to 
Economic Recovery, Employment and Feedback of Tax 
Revenue?” DP2011‒021, November, 2011.

濱岡　豊
「日本と韓国におけるオープン・イノベーションパフォーマンス
の規定要因の探索的分析」DP2011-022、2011年 12月

濱岡　豊
「クチコミ・プロモーションの効果の規定要因」DP2011-
023、2011年 12月

学位授与  Presentations of Degrees

小橋　文子（経済学（博士）、慶應義塾大学）
指導教授：木村福成
論 文 名： Essays on Production Networks in East Asia: 

Conditions, Properties, and Implications
学位授与日：2011年 5月19日

大石　尊之（経済学（博士）、慶應義塾大学）
指導教授：中山幹夫
論 文 名： Distributive Function of Informal and Formal 

Economic Systems: A Cooperative Game 
Theoretic Analysis

学位授与日：2011年 7月28日

石野　卓也（経済学（博士）、慶應義塾大学）
指導教授：瀬古美喜
論 文 名：住宅を通じた親子間の所得移転と住宅需要
学位授与日：2011年 9月13日


