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発表者

2017/3/27(月)
10:00～

第１共同研究室（経済
学部研究科棟１２階）

2017/2/14(火)
13:00～15:00
2017/2/8(水)
13:00～15:00

第４共同研究室（経済
学部研究科棟１０階）
第４共同研究室（経済
学部研究科棟１０階）

2017/2/6(月)
13:00～14:45

小島コンファレンスルー
ム（小島ホール）

竹原 有吾

2017/2/6(月)
14:00～16:00

赤門総合研究棟５階
549室（センター会議室）

明日山 陽子

2017/2/2(木)
13:00～14:45

小島コンファレンスルー
ム（小島ホール）

斎藤 翔太朗

2017/2/1(水)
16:50～18:35

第２セミナー室（小島
ホール）

田中 延幸

第二次世界大戦後ヨーロッパ鉄鋼業におけ
る市場秩序の形成-ヨーロッパ石炭鉄鋼共
同体の成立と西ドイツ鉄鋼業経営者

-

2017/１/３１(火)
13:00～14:45

第２セミナー室（小島
ホール）

四谷 英理子

イギリス国民健康保険における国家介入と
自律性-福祉国家形成期の特質-

-

2017/1/28（土）
14:00～16:00

第４共同研究室（経済
学部研究科棟１０階）

李 素軒

世界経済における金融化とデリバティブの
役割-資本自由化以降の韓国経済における ダウンロード(PDF）
二つの外貨流動性危機の比較分析-

2017/1/21(土）
14:00～16:00

第４共同研究室（経済
学部研究科棟１０階）

新井田 智幸

ソースティン・ヴェブレンの制度理論と人間
ダウンロード(PDF）
本性論

田中 智晃
柴崎 慎也
阿部 晃大

テーマ
鍵盤楽器流通の史的考察 －戦前・戦後の
流通系列化に見られる 製造会社と中間業
者の関係性－

資料
ダウンロード(PDF）

商業資本論の再構築-越境性・組織性・独立
ダウンロード(PDF）
性経済学の哲学的基礎づけの試み-パース的
ダウンロード(PDF）
プラグマティズムの応用を通じてドイツの経済発展と世俗化：16～19世紀ベ
ダウンロード(PDF）
ルリンのユダヤ教徒の企業家精神
Skill Distribution, Firm Organization, and
Comparative Advantage: From a
ダウンロード(PDF）
Production Linkage Perspective
２０世紀初頭のイギリスにおける移民政策の
形成と展開-福祉国家・戦争国家における
「他者」としての外国人-

2017/1/18(水)
10:30～11:40

経済学研究科棟１2階
第１共同研究室

今泉 允聡

Nonparametric Regression for Complex
Data

-

2017/1/13(金）
14:30～16:00

307会議室（社会科学研
究所３階）

原口 純一

Essays in prices verses quantities in mixed
oligopolies

-
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テーマ

2017/1/13(金）
14:00～

第４共同研究室
（経済学部研究科棟１０
階）

吉村 信之

恐慌と信用

2016/10/12(水)
17：30～19:30

資料
ダウンロード(PDF）

大規模製品の開発における製品アーキテク
チャの選択：日韓造船企業の事例研究
Product Architecture Selection in
ダウンロード(PDF）
Development of Large Scale Product:Case
Studies of Japan and Korea Shipbuilding
Empirical Analyses of R&D Subsidy and
Demand Response Programs （研究開発補
ダウンロード(PDF）
助金およびディマンドリスポンスに関する実
証分析）

小島ホール5階

向井 悠一朗

2016/9/9(金)
12：30～

第４共同研究室
（経済学部研究科棟１０
階）

五十川 大也

2016/7/22(金)
10：30～12:00

経営教育研究センター
許 經明
（小島ホール5階）

知識分散型の企業間分業マネジメント
-コア部品サプライヤーを中心としたブランド ダウンロード(PDF）
企業と生産受託企業の製品開発分業-

2016/5/23(月)
13：00～15:00

小島ホール5階

小林 美月

多国籍企業と産業集積 中国における日本
ダウンロード(PDF）
企業のソフトウェア開発の事例

2016/2/4(木)
16：00～17：00

経営教育研究センター
中会議室
立本 博文
（小島ホール５階）

プラットフォーム企業のグローバル戦略：
オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコ ダウンロード(PDF）
システムのマネジメントについて

2015/12/1(火)
14：30～16：30

経済学研究科棟１2階
第１共同研究室

中川 万理子

Ethnicity, Language, and Economy

ダウンロード(PDF）

2015/11/16(月)
13：00～15：00

小島ホール2階
第３セミナー室

岡田 徹太郎

市場志向の住宅・コミュニティ開発政策
－アメリカの租税支出と一括補助金－

ダウンロード(PDF）

参考
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資料

Econometric Studies of Market Structure
and Policies : Airlines and Alcoholic
Beverages

ダウンロード(PDF）

小島ホール5階 MERC
小城 武彦
中会議室

組織の衰退メカニズムと文化の影響
－日本の破綻企業の事例分析－

ダウンロード(PDF）

2015/9/15(火)
14：00～15：00

小島ホール2階
会議室

花田 真一

産業固有的な政策の定量評価

ダウンロード(PDF）

2015/5/18(月)
10：30～12：00

小島ホール2階
第３セミナー室

長町 康平

Functional Specialization of Cities

ダウンロード(PDF）

2015/10/23(金)
10：00～11：30

経済学研究科棟１０階
第４共同研究室

2015/10/21(水)
17：00～

土居 直史

参考

