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Ⅲ 2007 年度社会科学研究所研究実施状況報告 

１ 総合研究 

 ・行動経済学の理論と現実                       千田亮吉（22） 

   ・知恵創出型組織とその人的資源管理および諸制度に関する研究      中西 晶（23） 

・憲法の国際協調主義の展開 

－北東アジアの過去・現在・未来を考える手がかりとして        笹川紀勝（24） 

２ 共同研究 

・先進国における農業の工業化とアグリビジネスに関する国際比較研究   大江徹男 (26) 
・地域の再生と活性化のためのアントルプルヌールシップ 

（企業家資質）の実証（企業者史）的研究                       藤江昌嗣 (27) 

３ 個人研究 

 (1) 2006 年度～2007 年度 

 ・環境法における自己責任原則                    松村弓彦（30） 

・司法省法学校におけるボワソナード講義の研究                         村上一博（31） 

・労働法の規制方法の再構成                                      小西康之（32） 

 

 



 

・戦争の脱国家化：私人による軍事活動への関与実態の理論的分析 

及び法的規制の可能性                                         水田周平（33） 

・スウェーデンの 1930 年代の物価安定政策とインフレ期待 

－マクロファイナンス・アプローチ－              北岡孝義（34） 

 ・ビジネスコミュニケーションとグローバリゼーション         塩澤恵理（35） 
   ・人事評価傾向定量化モデルの企業評価への応用            萩原統宏（35） 

 ・琉球政府の財政                         池宮城秀正（36） 

 ・多変量非正規乱数による金融・保険リスクの統合的管理手法の研究   永原裕一（37） 

 ・市町村合併における地域自治の確立に関する研究          牛山久仁彦（38） 

 ・人事労務管理の新動向の研究－日米比較の視点から          黒田兼一（39） 

 ・個別労働紛争の日英比較からみた雇用関係理論の再構成        遠藤公嗣（40） 

・システム論的な観点からのメディアおよび 

マスコミュニケーション研究                                   大黒岳彦（41） 

・戦後の在外邦人並びに在日外国人の出入国をめぐる政治 

及び人道問題の研究                      川島高峰（42） 

・非営利組織の会計基準の変化とそれに対応した経営分析・ 

業績評価技法の研究                     山口不二夫（43） 

・リスク・アプローチにおける監査計画の理論的意義の再構築 

に関する研究                          長吉眞一（43） 

 ・環境負債の会計                          佐藤信彦（44） 

 (2) 2007 年度～2008 年度 

 ・保険法学説史の研究                        坂口光男（45） 

 ・脳科学の研究成果と刑事責任                    増田 豊（46） 

・国際民事紛争における裁判を受ける権利に関する各論的課題      芳賀雅顯（46） 

・航空機産業における国際技術移転史の研究              横井勝彦（47） 

・大学の会計基準・財務報告制度に関する国際比較 

 －イギリスの事例を取り上げて－                野中郁江（48） 

・姉妹都市交流の観点からのデルファイ法による 

 コミュニティＱＯＬに関する研究                                高橋昭夫（49） 

・生産システムの市場適応力に関する研究               富野貴弘（50） 

 ・生産と流通のコーディネーションに関する研究            原 頼利（51） 

 ・転職した経営管理者のキャリアと現状に関する調査研究        永野 仁（51） 

・遠隔地フロンティア地域の統治システム変容とグローバル経済社会 

 －カナダＢＣ州におけるフロンティア都市の機能変容に着目した 

新たな地誌の試み－                     廣松 悟（52） 

 ・２００５年総選挙報道の分析                    井田正道（53） 



 

 ・日中関係と「地域主義フレームワーク」               伊藤 剛（54） 

 ・コーポレート・ガバナンス ～比較研究～              高橋俊夫（55） 

・旧ソ連諸国の市場経済化の多様性 

－天然資源豊富な国々の企業システムの特徴－         加藤志津子（55） 

・家計貯蓄率の低下要因分析～保険料および住宅ローン～        中西 貢（56） 

・エコガバナンスの拡張性に関する研究                 千葉貴律（57） 

 ・日本における現場主義の歴史的考察                 山下 充（58） 

・ワーク・チームにおけるソーシャル・キャピタルの形成過程と 

その機能                                                     山口生史（58） 
・東北アジアの親子関係に関する国際比較研究              

   －日本、中国、韓国                       施 利平（59） 

・わが国政府予算マネジメントの制度構築に向けた理論・実証研究      兼村高文（60） 

・行政改革の研究－制度はどのようにして変化するか－          笠 京子（61） 

・株式リスクプレミアムの推定に関する研究               乾 孝治（62） 

４ 特別研究 

・日本銀行の金融政策                         黒田晁生（63） 

・多様な就業形態の実態に関する研究                   根本 孝（64） 

・企業における女性の能力発揮とキャリア形成に関する研究        牛尾奈緒美（64） 

・企業のコーポレート・ガバナンスに関する比較法的研究          泉田栄一（65） 

５ 大型研究 

・危機管理に対応する行政管理システム確立に関する研究          中邨 章（67） 

・コミュニティ開発における NPO・行政・地域企業・大学の戦略的 

パートナーシップに関する研究                  塚本一郎（69） 

  ・ユビキタス商店街プロジェクト                     安藏伸治（70） 

・クォリティ志向型人材育成とスマート・ビジネス・コラボレーション 

－経営品質科学に関する研究－                山下洋史（71） 

・地域企業の人材育成と経営改善のための特定拠点連携型地場産業振興      伊藤正昭（73）       
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