
高度職業人養 高度職業人養成プログラム（実証分析）ム（実証分析）   

Empirical Analysis Program (EAP) 

 

 趣旨／Outline                                                                        

このプログラムは、統計学・計量経済学の技術を実社会の要請に応え得る高度なレベルで修得し、企業や行政

機関等の様々な組織における意思決定の場面で活用できる高度職業人を養成することを目的とする履修プログ

ラムです。 

The Empirical Analysis Program (EAP) helps students acquire analytical techniques of statistics and econometrics needed to 

meet real-world demands, and trains advanced professionals who play active roles in public organizations or private companies. 

 

 履修要件／Requirements for Completing EAP                                                 

The registrant of EAP program meets the following requirements and must write research paper as a master's thesis. 

Workshop for EAP Students will start from the second year. 

プログラムの登録者は、下記の履修要件を満たし、修士論文としてリサーチペーパー型修士論文を執筆します。

実証分析プログラム（EAP）総合演習は 2年次より履修します。 

 

EAP Program Requirements ＜Japanese based program AY2018＞ 

実証分析プログラム（EAP）履修要件 ＜日本語科目 2018年度＞ 

所属領域 

研究指導 

（演習） 

（６単位） 

実証分析プログラム

（EAP）総合演習 

（０単位） 

※２回以上合格 

必修科目 

（６単位） 

選択必修科目 

（12単位） 

選択科目・

共通基礎科

目・その他 

（８単位） 

統計・計量科目 

（４単位以上） 

 

ミクロ経済学Ⅰ 

マクロ経済学Ⅰ 

計量経済学Ⅰ 

 

計量経済学Ⅱ 

行列による計量経済学 

経済統計 

応用マクロ計量経済学 

応用ミクロ計量経済学 

空間計量経済学 

産業エコロジー 

金融工学 

多変量解析 

ファイナンス 

時系列分析 

離散変量分析 

産業連関分析論 

 

[QTEM] 

QTEMプログラム科目 

 

[基礎科目] 

統計学 

経済数学Ⅰ（解析学） 

経済数学Ⅱ（線形代数） 

 

[応用経済学科目] 

日本経済論 

国際日本経済史 

金融論 

資源・食料経済学 

人的資源管理の経済学 

労働経済学 

人事経済学 

財政学 

環境経済学 

公共政策 

医療経済学 

開発経済論 

アジア経済論 

産業組織論 

[実技科目] 

インターンシップ 

 



EAP Program Requirements ＜English based program AY2018＞ 

Research 

Guidance 

(Seminar) 

（6 credits） 

Workshop for 

EAP Program 

Students  

（0 credit） 

※Required to 

pass at least 

twice 

Compulsory 

Courses 

（6 credits） 

Elective Compulsory Courses 

（12 credits） 

Elective 

Courses/ 

Common 

Basic Course/ 

Other Courses 

(8 credits) 

Statistics and Econometrics 

Courses 

（4 credits） 

 

MicroeconomicsⅠ 

MacroeconomicsⅠ 

EconometricsⅠ 

 

EconometricsⅡ 

Economic Statistics 

Applied Macroeconometrics 

Applied Microeconometrics 

Spatial Economics 

Industrial Ecology 

Statistical Finance 

Finance 

Applied Finance 

Time Series Analysis 

Hybrid Input Output Analysis 

in Industrial Ecology 

Econometrics of 

Macroeconomic Modelling 

 

[QTEM] 

Course for QTEM program 

 

[Basic Courses] 

Statistics 

Mathematics for EconomicsⅠ 

Mathematics for EconomicsⅡ 

 

[Applied Economics Course] 

Analysis of the Japanese 

Economy 

The Japanese Economy in the 

Modern World 

Money and Banking 

Economics of Resources and Food 

Agricultural Economics 

Applied Macroeconomics and 

Finance 

Economics of Human Resource 

Management 

Labor Economics 

Personnel Economics 

Public Finance 

Environmental Economics 

Public Policy 

Health Economics 

Development Economics 

Asian Economy 

Chinese Economy 

Industrial Organization 

 

[Practical Course] 

Internship 

 

【Note】 

1．The Research Guidance Seminar for EAP program students is conducted in each faculty office with regular students. 

2．Workshop for EAP Program Students provides a method for writing empirical papers. 

3．Students are required to attend the workshop every semester from the second year and need to pass at least twice. 

4．To accomplish EAP, 6 credits from Microeconomics Ⅰ, Macroeconomics Ⅰ, and Econometrics Ⅰ are needed. The 

registrant can substitute Micro Ⅱ-Ⅴ with Micro Ⅰ, and Macro Ⅱ-Ⅴ with Macro Ⅰ, however, cannot substitute 

Econometrics Ⅱ with Econometrics Ⅰ.  

5．Concerning elective compulsory courses, students can take 12 credits from the above list. Courses are limited to handling 

quantitative  

data analysis in some way. These are reviewed every year. 

6．Students will be able to confirm the detailed information about the master's thesis (Research Paper) on GSE's website (For 

Current Students-Master's Thesis). 

 

【注意事項】 

１．プログラム参加者に対する研究指導は各研究室において通常通りに実施します。 

２．EAP 総合演習では、リサーチペーパーの執筆方法や、様々な分析手法の紹介などについてのオリエンテ

ーションを行ないます。 

３．プログラム参加者には、2 年次より毎学期かならず EAP 総合演習に出席することが求められます。プログ

ラムを修了するためには、EAP 総合演習に２回以上合格することが求められます。 

４．プログラムの必修科目として「ミクロ経済学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅰ」「計量経済学Ⅰ」もしくは対応する英語科

目の単位を修得する必要があります。ミクロ経済学については「ミクロ経済学Ⅱ-Ⅳ」により、またマクロ経



済学については「マクロ経済学Ⅱ-Ⅳ」によって代替することが可能です。ただし、「計量経済学Ⅰ」もし

くは「Econometrics Ⅰ」については、「Econometrics Ⅱ」による代替を認めません。EAP に参加するす

べての修士学生は、「計量経済学Ⅰ」もしくは「Econometrics Ⅰ」の単位を取得してください。 

５．選択必修科目（12 単位）については、リストに挙げられたものから自由に 12 単位を履修すればよいもの

とします。ただし、統計・計量科目から 4 単位以上履修しなければなりません。リストに含められる科目

はいずれも何らかの形で数量的なデータ分析を扱うものに限り、内容は毎年度見直されます。 

６．修士論文（リサーチペーパー型）に関する詳細は、研究科ホームページ（在学生の方へ－修士論文）を確認

してください。 

 

 申請方法／How to Register                                            

 To enter the program, submit a Registration Form for EAP program by the course registration period of your second semester. 

Withdrawal from the program is allowed, however, re-registration is not allowed. Furthermore, if you are submitting Master 

Thesis except for Master thesis (Research Paper), please cancel the registration of this program.  

プログラムへの参加を希望する者は、２学期目の科目登録期間までに申請フォームにおいて「高度職業人養

成プログラム（EAP）登録願」申請をしてください。本プログラムからは随時離脱が可能ですが、一度離脱し

た場合には再参加はできません。なお、修士論文（リサーチペーパー型）以外の修士論文を提出する場合は、

本プログラムの登録取消を申請してください。 

 

 プログラム修了証授与／Conferment of Certification                                            

The registrant finishing the program with passing the assessment of Research Paper as Master's Thesis is given the certificate of 

completion. 

プログラムに登録し、修了要件を満たしリサーチペーパーによる修士論文審査に合格した者には、修士課

程修了時にプログラム修了証を授与します。 

 


