６ 社会貢献
６−1 研究成果の社会的ニーズとの関わり・社会貢献事例
年 月
2005.03

研究成果の概要
International Journal of Economic

ノーベル賞を生む経済誌として新聞で紹

Theory の発刊

介

アフガニスタン農業再生の社会的技
2006.03

術的提案を行った
異質性がもたらす資産価格への影

2005.07

2006.02

2006.03

響

砂漠化と戦乱後の農業再生に貢献した

ファイナンス工学への応用

地球温暖化対策の経済的側面に関

外国企業の二酸化炭素削減に係る限界

する調査研究

削減費用の把握

災害時の企業の事業継続の研究

独立行政法人経済産業研究所の委
託事業として「産業クラスターに関す
2006.03

社会的ニーズとの関わり・社会的貢献

る研究委託事業」を実施し報告書を
作成した

関西広域連合協議会等と連携したシンポ
ジウム開催や企業の取組支援

経済産業省の産業クラスターに政策およ
び京都の産業支援・産学連携関連諸機
関の参考に供する研究である

教員名
西村 和雄

塚谷 恒雄

原 千秋
一方井 誠治
石川 大輔
大堀 秀一

丸谷 浩明

児玉 俊洋
小倉 義明

６−２ 研究成果が一般社会に還元（応用）されている事例
年 月

研究成果の概要
京都議定書の発効とこれからの社会

2005.11

経済の方向
彦根市の住宅耐震補強等のあり

2006.03

方、ニーズの研究

還元（応用）例
福山市における市民向け講演会

調査を契機として耐震診断が開始見込み

教員名
一方井誠治

丸谷浩明

６−３ 研究成果が新しい研究分野の開拓や教育活動に反映した事例
年 月

研究成果の概要
異質性がもたらす資産価格への影

2005.07

響

研究分野の開拓又は教育活動へ反映した例

大学院授業内容への反映
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教員名
原 千秋

６−４ 学外委員等
氏名

役職

浅田 彰

県立長野図書館 アドバイス委員

石川大輔

独立行政法人経済産業研究所 地域金融の研究会委員

一方井誠治

（財）運輸政策研究機構 途上国道路輸送 CO2 排出抑制政策に関する研究会委員

宇南山 卓

総務省統計局 物価指数研究会委員

宇南山 卓

総務省統計局 物価構造研究会委員

小佐野広

日本学術会議 日本学術会議連携会員

佐和隆光

総合地球環境学研究所 評価委員会委員

佐和隆光

（財）関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団 理事

佐和隆光

情報・システム研究機構 国立情報学研究所

佐和隆光

電気通信大学 経営協議会学外委員

佐和隆光

大阪大学社会経済研究所 運営諮問委員会委員

佐和隆光

（財）稲盛財団

佐和隆光

独立行政法人国際観光振興機構 アドバイザリー コミッティ委員

佐和隆光

環境省 中央環境審議会委員

佐和隆光

国土交通省 交通政策審議会委員

佐和隆光

（財）日本環境協会 理事

佐和隆光

環境省 独立行政法人評価委員会臨時委員

佐和隆光

立命館大学 大学評価委員会委員

佐和隆光

情報・システム研究機構 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター顧問

佐和隆光

総合地球環境学研究所 研究プロジェクト評価委員会委員

佐和隆光

（財）運輸政策研究機構 途上国道路輸送 CO2 排出抑制政策に関する研究会委員

西村和雄

大阪大学社会経済研究所 運営諮問委員会委員

藤田昌久

日本貿易振興機構 アジア経済研究所 非常勤所長

藤田昌久

国土交通省 国際競争力を有する拠点の形成策に関する検討委員会委員

藤田昌久

東北大学大学院情報学研究科 外部評価委員会委員

藤田昌久

国土交通省 国土審議会特別委員

藤田昌久

日本学術会議 会員

松岡 巌

（財）無人宇宙実験システム研究開発機構 太陽光発電利用委員会委員

松岡 巌

（財）運輸政策研究機構 途上国道路輸送 CO2 排出抑制政策に関する研究会委員

松岡 巌

（財）日本エネルギー経済研究所 調査委員会委員

丸谷浩明

アドバイザリーボード委員

評議員／研究助成選考委員会委員

内閣府 中央防災会議「民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」防災ま
ちづくりワーキンググループ委員
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丸谷浩明

内閣府 中央防災会議「民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」企業評
価・業務継続ワーキンググループ委員

丸谷浩明

内閣府 中央防災会議専門委員

丸谷浩明

特定非営利活動法人事業継続推進機構 理事長

丸谷浩明

特定非営利活動法人京都災害ボランティアネット 顧問

丸谷浩明

内閣府 企業等の事業継続・防災評価検討委員会委員

溝端佐登史

日本学術会議 経済政策研究連絡委員会委員

６−５ 一般市民対象シンポジウムの開催
経済研究所主催シンポジウムの開催

○ 経済研究所シンポジウム やさしい先端政策分析 ―京都から霞ヶ関への発信―

日時：2006 年 2 月 18 日(土）13：00〜18：00
場所：京都大学百周年時計台記念館
プログラム：
【基調講演】
佐和隆光（経済研究所長）

「グローバリゼーションの意味を問い直す」

【講演】
一方井誠治（附属先端政策分析研究センター教授）
「地球温暖化問題から見た今後の社会経済 〜京都議定書の発効を踏まえて〜」
児玉俊洋（附属先端政策分析研究センター教授）
「TAMA（首都圏西部）と京都 〜二大イノベーション拠点の形成を目指して〜」
丸谷浩明（附属先端政策分析研究センター教授）
北浦修敏（附属先端政策分析研究センター助教授）

「企業防災の推進と関西の役割」
「財政を巡る諸問題について」

渡部良一（附属先端政策分析研究センター助教授）

「安全追求へ 〜自殺行動の要因を探る〜」

梶井厚志（附属先端政策分析研究センター長）

「政策とコミットメント 〜ゲーム理論的な考え方〜」

○ 経済研究所 応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門シンポジウム 2006

日時：2006 年 3 月 17 日(金) 10:00〜17：00
場所：三菱ビル 10F コンファランススクエア グランド
プログラム：
【午前の部】 研究シンポジウム 「金融工学の新潮流 2006」

【挨拶】
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刈屋武昭（経済研究所客員教授／明治大学大学院グローバルビジネス研究科長）
【講演】
内山朋規（UCLA 客員研究員／野村證券（株）金融経済研究所金融工学研究センター主任研究員）
「米国金融工学最前線―クレジットリスク―」
William Shaw（Professor of Mathematical Finance, Department of Mathematics, King’s College, London）
“New Methods for Managing the Student T-Distribution”
梶井厚志（経済研究所教授）

「行動ファイナンスとその可能性：市場経済実験からの考察」

【午後の部】 特別シンポジウム 「企業価値評価と金融工学―Ｍ＆Ａ時代の企業価値評価手法―」

【挨拶】
加藤康之（経済研究所客員教授/野村證券（株）執行役・金融経済研究所金融工学研究センター長）
【基調講演】
佐和 隆光（経済研究所長）

「グローバリゼーションの意味を問い直す」

岡田伸一（JFE ホールディングス株式会社 常務執行役員）
「JFE ホールディングスの経営統合−シナジー創出と企業価値の向上−」
刈屋武昭（経済研究所客員教授／明治大学大学院グローバルビジネス研究科長）
「企業価値は組織的主観確率分布！−組織的ビューの形成と M&A 価値評価戦略−」
【パネルディスカッション】
「M&A 時代の企業価値評価手法」
パネリスト：
住田孝之（経済産業省技術環境局産業技術振興課長）
太田洋子（野村證券（株）金融経済研究所金融工学研究センター 事業数理研究グループリーダー）
竹下明文（株式会社ジャフコ 第三投資本部産学連携投資部長）
馬渡一浩（株式会社電通 MP マネジメント局データベース開発室プランニング・ディレクター）
モデレーター：
加藤康之（経済研究所客員教授/野村證券（株）執行役・金融経済研究所金融工学研究センター長）

○ 京都大学経済教育シンポジウム

日時：2006 年 3 月 11 日（土）9:50〜12:00
場所：日経ホール（日本経済新聞社 8 階）
プログラム：
【基調講演】
森本昌義（ベネッセコーポレーション 代表取締役社長兼 COO）
「自分の頭で考え行動しよう！〜”自立”・”自律”が世界に通じる力を築く」

佐和隆光（経済研究所長）
「絵で見て、感じて、考える経済入門−『街の T シャツ屋さん』から学ぶ経済の仕組みと動き」
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【経済・金融入門ゼミナール】
刈屋武昭（経済研究所客員教授／明治大学大学院グローバルビジネス研究科長）
「企業の価値創造活動を理解しよう」
加藤康之（経済研究所客員教授、野村證券（株）執行役・金融経済研究所金融工学研究センター長）
「資産運用の技術を学ぼう」
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