９月１４日（日曜日）
午前の部
10:00-11:45
数理経済学Ⅰ

座長

会場:B館講義室101

神戸大学

宮川栄一

Strategy-Proof and Anonymous Rule in Queueing Problems: A Relationship between Equity and Efficiency
大阪大学 橋本和彦(J)(芹澤成弘)、京都学園大学 齋藤弘樹
討論者 横浜国立大学 坂井豊貴
Ex-Post Implementation by the Associated Direct Revelation Mechanism
首都大学東京 若山琢磨(J)、富山大学 水上英貴
討論者 香川大学 天谷研一
On Ex Post Individually Rational Partnership Dissolution
一橋大学大学院 無藤望(岡田章)、一橋大学 尾山大輔
討論者 神戸大学 宮川栄一

ゲーム・交渉・契約

座長

会場:B館講義室201

京都大学

関口格

生産性の戦略的補完の問題と銀行行動
一橋大学 保原伸弘(J)
討論者 慶應義塾大学 前多康男
Choosing a Volunteer through the War of Attrition
学習院大学 神戸伸輔
討論者 名古屋大学 花薗誠
Fraudulent Disguise of Latent Attributes of Products
立教大学 佐藤公敏
討論者 日本福祉大学 西村一彦

国際貿易Ⅰ

座長

会場:B館講義室203

岡山大学

神事直人

An International Mixed Duopoly with a Wage-rise Contract as a Strategic Commitment
大阪大学 大西一弘(J)
討論者 名古屋大学 小川光
Tariff Settings under Incomplete Information and Lobbying as Signals
神戸大学大学院 山本勝造(J)(石黒馨)
討論者 上智大学 蓬田守弘
The Closed-loop Effects of Trade Liberalization on Losses from Ｔｒａｄｅ
名古屋大学 篠崎剛、関西学院大学 藤原憲二
討論者 大阪大学 三野和雄

都市経済

座長

会場:B館講義室204

甲南大学

藤田昌久

Competition and Coordination of Multiple Airports in a Metropolitan Area
京都大学大学院 寺地祐介(J)(文世一)、京都大学 文世一
討論者 政策研究大学院大学 岡本亮介
The Location of Japanese MNCs Affiliates: Agglomeration, Spillovers and Firm Heterogeneity
日本大学 乾友彦、一橋大学 松浦寿幸、University of Paris Sandra Poncet
討論者 早稲田大学 浦田秀次郎
Complex Vertical FDI and Firm Heterogeneity
アジア経済研究所 早川和伸、一橋大学 松浦寿幸
討論者 東京経済大学 伊藤由希子
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９月１４日（日曜日）
午前の部
10:00-11:45
公共経済学

座長

会場:B館講義室301

北海道大学

板谷淳一

Presence of Foreign Investors in Privatized Firms and Privatization Policy
大阪経済大学 林明信、東京大学 松村敏弘
討論者 関西学院大学 藤原憲二
Comparative Statics of Weak-link Public Good Model
京都大学 中川真太郎
討論者 北海道大学 板谷淳一
Public Provision of Private Child Goods
京都大学 木村匡子(J)、京都大学大学院 安井大真
討論者 東京工業大学 小西秀樹

環境：理論

座長

会場:B館講義室401

早稲田大学

赤尾健一

Multi-license Scheme: An Optimal Waste Management Policy under Asymmetric Information
関西大学 新熊隆嘉、横浜国立大学 馬奈木俊介
討論者 大阪大学 石黒真吾
Optimal Environmental Policy in Developing Economies
筑波大学大学院 斎藤晃一(焼田党)、筑波大学 焼田党
討論者 獨協大学 塩田尚樹
A Theoretical Approach to Site Quality and Stand Density
関西学院大学 丸谷照彦
討論者 早稲田大学 赤尾健一

マクロ経済動学

座長

会場:B館講義室402

大阪大学

小野善康

Keynes' Business Cycle Theory: A New Formulation
北九州市立大学 田中淳平
討論者 大阪大学 小野善康
The Harrod Discontinuity and Macroeconomics
早稲田大学 笹倉和幸
討論者 兵庫教育大学 難波安彦
マクロ経済における周期的研究開発投資の重要性について：技術革新と経済の安定性に関する一考察(Ⅱ)
久留米大学 秋本耕二
討論者 熊本学園大学 伊ヶ崎大理

マクロ金融政策

座長

会場:B館講義室403

東京大学

福田慎一

Monetary Policy and Sunspot Fluctuation in the U.S. and the Euro Area
日本銀行 廣瀬康生
討論者 首都大学東京 飯星博邦
Credit Market Imperfections, Staggered Pricesetting, and Output Dynamics of the Response to Money Shocks
University of Warwick, United Kingdom 両角淳良(J)(Neil Rankin)
討論者 日本銀行 上田晃三
Optimal Operational Monetary Policy Rules in an Endogenous Growth Model: A Calibrated Analysis
京都大学大学院 荒戸寛樹(J)(中嶋智之)
討論者 日本銀行 藤原一平
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９月１４日（日曜日）
午前の部
10:00-11:45
経済成長

座長

会場:B館講義室501

明治学院大学

高橋青天

The Imitative R&D in the Schumpeterian Growth
関西大学 小林かおり
討論者 立命館大学 祝迫達郎
Education, Fertility and Economic Growth
神戸学院大学 三宅敦史、北九州市立大学 安岡匡也
討論者 明治大学 加藤久和
Significant Effect of Education on Inequality and Macroeconomic Development
大阪市立大学 中村英樹、大阪市立大学 中嶋哲也
討論者 明治学院大学 高橋青天

経済発展：実証

座長

会場:B館講義室502

和光大学

櫻井武司

付加価値データを用いた中国の省間所得格差－格差の分解と分配構造の変動－
国際東アジア研究センター 坂本博
討論者 大阪学院大学 松木隆
Does Contingent Repayment in Microfinance Help the Poor during Natural Disasters?
東京大学大学院 庄司匡宏(J)(澤田康幸)
討論者 和光大学 櫻井武司
日本の生産性は回復したのか？
一橋大学 金榮愨(J)、日本大学 権赫旭、一橋大学 深尾京司
討論者 横浜国立大学 清田耕造

金融市場と情報

座長

会場:B館講義室503

早稲田大学

米澤康博

投資家の「意見の不一致」と株価－サーベイデータによるJASDAQ市場の分析
一橋大学 祝迫得夫
討論者 立命館大学 堀敬一
インセンティブ・スキームと企業パフォーマンス
日本政策投資銀行 花崎正晴、日本政策投資銀行 松下佳菜子
討論者 早稲田大学 米澤康博
日本企業のMBOーパフォーマンス・ガバナンス・事業戦略－
京都大学 齋藤隆志、早稲田大学 川本真哉
討論者 名古屋商科大学 宮崎浩伸

企業金融

座長

会場:B館講義室504

神戸大学

宮尾龍蔵

The Effects of Collateral on Small Firm Performance in Japan
みずほ総合研究所 小野有人、一橋大学 植杉威一郎、一橋大学 坂井功治
討論者 一橋大学 川口大司
Firm Fragility Measures and the Effects of Public Fund Injections in Japan
甲南大学 中島清貴、近畿大学 相馬利行
討論者 神戸大学 畠田敬
Is DD a Good Measure in Predicting Bank Failures? Analysis of the Distance to Default
中央大学 原田喜美枝、東京大学 伊藤隆敏、オハイオ州立大学 高橋修平
討論者 神戸大学 宮尾龍蔵
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９月１４日（日曜日）
午前の部
10:00-11:45
発展途上国の労働

座長

会場:B館講義室701

アジア経済研究所

山形辰史

Does Child Labour Have a Negative Impact on Child Education and Health?-A Case Study in Rural Cambodia神戸大学 三輪加奈、Cambodia Development Resource Institute Han Phoumin、神戸大学 福井清一
討論者 アジア経済研究所 山形辰史
主要国際商品価格の不確実性と雇用の安定
中京大学 風神佐知子
討論者 アジア経済研究所 町北朋洋
Caste Discrimination and Transaction Costs in the Labor Market: Evidence from Rural North India
一橋大学大学院 伊藤高弘(J)(黒崎卓)
討論者 筑波大学 木島陽子

ポスター報告

12:00-14:00

会場：11月ホール1階ロビー
＜ミクロ経済学＞
The Buy Price in Auctions with Discrete Type Distributions
京都大学大学院 稲見裕介(J)（関口格）
Formation of Networks with Altruism toward Direct Connections
神戸大学大学院 岡谷良二(J)（入谷純）
ゲーム理論を用いた経済実験から学生が学ぶことと学ばないこと
京都産業大学大学院 灰谷綾平(J)

＜産業組織＞
Direct Marketing in Duopolistic Wholesale Market
神戸大学大学院 水野倫理(J)（柳川隆）
情報化と企業間連携－アパレル産業におけるEコマース－
慶應義塾大学大学院 新倉博明（中澤敏明）
複占における第3種価格差別の分析：非対称的な費用関数のケース
大阪市立大学大学院 二替大輔（中嶋哲也）
国立大学の規模と範囲の経済性―トランスログモデルによる推定―
同志社大学大学院 菅原千織（北坂真一）
Fee Structure in Franchise Contracts: Probit Analysis
神戸大学大学院 山下悠（丸山雅祥）

＜貿易＞
Market Structure and External Tariff Reduction in a RTA with ROO
神戸大学大学院 高内一宏（石黒馨）
State Trading Enterprises and Domestic Industry Protection
早稲田大学大学院 田場弓子（清野一治）

＜公共経済・社会保障＞
Net Tax Shifting: Does the “Law of the Stronger” Hold?
神戸大学大学院 小嶋寿史（J）（入谷純）
公的医療保険と民間医療保険の政治経済学―混合診療禁止・解禁の選択をめぐって―
東京大学大学院 庵原さおり（岩本康志）
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９月１４日（日曜日）

ポスター報告

12:00-14:00

＜環境＞
Optimal Levels of Recycling and Landfilling
京都大学大学院・学振 横尾英史（植田和弘）
Static and Dynamic Return on Corporate Environmental Investment Activity: Empirical Evidence from Japan
神戸大学大学院 山口恵子（J）（竹内憲司）

＜労働＞
Relative Income Positions and Labor Migration: A Panel Study Based on a Rural Household Survey in China
大阪大学大学院 呉喆人（J）（大槻恒裕）
日本における男女間賃金格差
桃山学院大学大学院 張純紅（J）（伊代田光彦）
最悪の形態の児童労働：動学モデルと政策的含意
大阪大学大学院 菅原晃樹（二神孝一）
原子力発電所内請負労働者の安全衛生教育訓練
東京大学大学院 松本章邦（J）
Happiness and the Household Division of Labour
Australian National University 松井美樹（Chris Manning）

＜マクロ経済学＞
日本のバブル崩壊後における景気循環会計に関しての一研究
明治大学大学院 杉本良平（水野勝之）
Financial Market Stability and Japan's Quantitative Monetary Easing Policy
神戸大学大学院 英邦広（J）（地主敏樹）
Goodness-of-Fit Test for Price Duration Distributions
大阪大学大学院 松岡孝恭（伴金美）

＜経済成長・発展＞
Colonial Experience and Postcolonial Underdevelopment in Africa
京都大学大学院 水野伸宏（柴田章久）
中国地域経済成長における経済政策の役割
名古屋市立大学大学院 趙狄（外谷英樹）
Labor Migration, Urban Unemployment and Interlinkage
神戸大学大学院 高羅ひとみ（J）（入谷純）
人的資本の動学分析における教育投資の費用効率性
大阪市立大学大学院 弘田祐介（森誠）

＜金融・国際金融＞
Performance of Two Normal Models Detecting Abnormal Returns around Earnings Announcement: Evidence from the Japanese
Stock Market
大阪大学大学院 Elhaj Mabrouk Walid（J）（仁科一彦）
Asymmetric Preference of the Russian Monetary Policy: A New Possibility for the Interest Rate-based Rule
神戸大学大学院 池田太郎（吉井昌彦）
Financial Effects on Structural Similarity: A Panel Data Analysis
一橋大学大学院 吉見太洋（小川英治）
多変量ARCHモデルを用いた共通通貨EURO導入効果の分析
横浜国立大学大学院 竹内紘子（塩路悦朗）
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９月１４日（日曜日）
パネル討論

14:10-16:10

パネル討論Ⅰ：独禁法と競争政策の進化と設計：法と経済学のインターフェイス

会場:B館講義室201

司会

東京大学

柳川範之

東京大学 大橋弘
一橋大学 岡田羊祐
公正取引委員会 後藤晃
早稲田大学 鈴村興太郎
東京大学 松井彰彦

パネル討論Ⅱ：日本のODAと経済学の役割

会場:B館講義室301
司会

国際開発高等教育機構/政策研究大学院大学

園部哲史

国際協力銀行（JBIC)開発金融研究所 荒川博人
国際協力機構（JICA) 大島賢三
国際開発高等教育機構・政策研究大学院大学 大塚啓二郎
東京大学 澤田康幸
大阪大学 高木信二

特別報告

16:20-17:20

会場:B館講義室203

司会 一橋大学 伊藤秀史

契約構造の変化と経済発展：動学的一般均衡アプローチ
大阪大学 石黒真吾

会場:B館講義室401

司会 東京大学 市村英彦

国民移転勘定(NTA)に基づく少子高齢化分析
日本大学 小川直宏

会場:B館講義室402

司会 東京大学 神谷和也

公平分担問題における社会的選択、メカニズムデザイン、経済実験
横浜国立大学 坂井豊貴

学会理事会

17:40-19:40

会場:B館講義室503
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９月１５日（月曜日）
9:00-11:20
午前の部
特別セッションⅠ： States, Institutions, and Development: Emergence of Designed Enforcement
Mechanism in Comparative History
座長
一橋大学
会場:B館講義室201

川口大司

Cash Crops and Freedom: Export Agriculture and the Decline of Slavery and Debt Bondage in Colonial West Africa
London School of Economics Gareth Austin
Informational Efficiency under the Shogunate Governance: Concentration and Integration of the Rice Market in Tokugawa
Japan
東京大学 高槻泰郎
Imposed Efficiency of the Treaty Port: Japanese Industrialization and the Western Imperialist Institutions
東京大学 中林真幸
What Explains the Decline of Cash Holding in China?
Bristol Business School Gerhard Kling, Nanjing University of Information Science & Technology Lei Gao

数理経済学Ⅱ

座長

会場:B館講義室203

大阪大学

芹澤成弘

Probabilistic Sophistication without Event Nonsatiation
横浜国立大学 加田修(J)
討論者 龍谷大学 兵庫一也
Collective Rationality and Fairness as No-Envy
立命館大学 坂本徳仁
討論者 関西大学 長久領壱
Pareto Principles and Positive Responsiveness
東京大学大学院・学振 加藤晋(J)(岩井克人)
討論者 早稲田大学 須賀晃一
A Proof-Theoretic Evaluation of Arrow's Impossibility Theorem
筑波大学 金子守、静岡大学 鈴木信行
討論者 大阪大学 浦井憲

実験・行動経済学

座長

会場:B館講義室204

京都産業大学

小田宗兵衛

A Referendum Experiment with a Validity Condition on Voter Turnout
北海道大学 肥前洋一
討論者 東京工業大学 小西秀樹
独裁者ゲームにおける「労働」
大阪産業大学 小川一仁、明海大学 竹本亨、広島市立大学 高橋広雅、山形大学 鈴木明宏
討論者 公立はこだて未来大学 川越敏司
地域間格差は広がっているか？幸福の経済学によるアプローチ
新潟産業大学 山根智沙子、大阪大学 筒井義郎、大阪大学 山根承子
討論者 横浜市立大学 白石小百合

企業行動の実証

座長

会場:B館講義室301

東京大学

大橋弘

An Empirical Investigation of the Toho-Subaru Antitrust Case: A Merger in the Japanese Movie Theater Market
公正取引委員会 砂田充
討論者 慶應義塾大学 田中辰雄
中小企業の知財管理体制とパフォーマンス
（財）知的財産研究所 山内勇、科学技術政策研究所 大西宏一郎
討論者 大阪市立大学 明石芳彦
The Market Value of Patent Citations: New Findings from Japanese Firms
岡山大学 張星源、大阪産業大学 井上寛康、同志社大学 中田喜文、関西学院大学 玉田俊平太
討論者 専修大学 中西泰夫
ブロードバンド市場における間接ネットワーク効果の実証分析
京都大学大学院 黒田敏史(J)(依田高典)
討論者 東京大学 大橋弘
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９月１５日（月曜日）
9:00-11:20
午前の部
アジアの経済連関

座長

会場:B館講義室401

早稲田大学

浦田秀次郎

アジア景気との連動性はなぜ高まっているのか－動学一般均衡モデルによる分析
日本経済研究センター 竹内文英
討論者 法政大学 平田英明
原油価格上昇のアジア経済における産業別価格波及について～日本と韓国の比較～
広島大学 市橋勝、広島大学 金子慎治、広島大学 金郷民
討論者 神戸大学 萩原泰治
アジアにおける株式市場間の連動
福岡女子大学 張艶
討論者 大阪大学 筒井義郎

マクロ経済：理論

座長

会場:B館講義室402

京都大学

柴田章久

On Equivalence Results in Business Cycle Accounting
東京大学大学院・学振 奴田原健悟(J)(林文夫)、経済産業研究所 稲葉大
討論者 一橋大学 塩路悦朗
Macroeconomic Instability, Budgetary Policy and Overlapping Generations Model
立命館大学 後閑洋一
討論者 京都大学 柴田章久
Time Preference Induced by Risk Aversion
首都大学東京 田中敬一、大阪大学 池田新介
討論者 一橋大学 齊藤誠
The Political Economy of Occupational Mobility and Redistribution Policy
大阪大学大学院 荒渡良(J)(三野和雄)、大阪大学 小野哲生
討論者 東北大学 北川章臣

計量経済学

座長

会場:B館講義室403

東京大学

大森裕浩

Some Additional Moment Conditions for a Dynamic Count Panel Data Model
九州産業大学 北沢良継
討論者 大阪大学 大屋幸輔
Attrition Bias in Longitudinal Survey: A Validation Study with Interviewer's Record of Respondent Mobility
慶應義塾大学 直井道生(J)
討論者 東京大学 市村英彦
Testing for Coefficient Stability of AR(1) Model When the Null is an Integrated or a Stationary Process
日本銀行 長倉大輔
討論者 一橋大学 黒住英司
Inference on Transformed Stationary Time Series
小樽商科大学 寺坂崇宏、明星大学 細谷雄三
討論者 大阪大学 大屋幸輔

国際金融

座長

会場:B館講義室501

東京大学

伊藤隆敏

Liquidity, Volume and Informational Efficiency: Evidence from High-Frequency FX Data
神戸大学 岩壷健太郎、富山大学 北村能寛
討論者 東京大学 伊藤隆敏
Accounting for Persistence and Volatility of Good-level Real Exchange Rates: the Role of Sticky Information
関西大学 敦賀貴之、Vanderbilt University Mario J Crucini、Vanderbilt University 新谷元嗣
討論者 神戸大学 岩壷健太郎
Re-examining Symmetry of Shocks for East Asia: Results Using a VAR with Sign Restrictions
横浜国立大学 Vu Tuan Khai
討論者 東洋大学 川崎健太郎
為替制度と通貨危機：資本自由化の下での固定相場制は通貨危機を発生させやすいのか
神戸市外国語大学 江阪太郎
討論者 神戸大学 岩壷健太郎
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９月１５日（月曜日）
9:00-11:20
午前の部
ワークライフバランス

座長

会場:B館講義室502

同志社大学

川口章

長時間労働の経済分析
大阪大学大学院・学振 奥平寛子(J)(大竹文雄)、大阪大学 大竹文雄
討論者 京都大学 依田高典
失業率、加齢、教育と非正規雇用－同居と家庭環境を考慮して－
大阪市立大学 滋野由紀子、広島大学 松浦克己
討論者 神戸大学 三谷直紀
ホワイトカラー・エクゼンプションは労働時間を増やすか？
一橋大学 黒田祥子、慶應義塾大学 山本勲
討論者 大阪大学 大竹文雄
The Effect of Work-life Balance Policies on Women Employees Turnover
大阪大学大学院 江惠瑜(松繁寿和)、日本学術振興会 武内真美子
討論者 同志社大学 川口章

人的資本

座長

会場:B館講義室503

神戸大学

小塩隆士

少子化がおよぼす勉強時間への影響
四日市大学 神野真敏(J)
討論者 神戸大学 小塩隆士
Intergenerational Correlations of Skills
名古屋大学 臼井恵美子、横浜国立大学 奥村綱雄
討論者 青山学院大学 大湾秀雄
過去10年間における景気と大卒者の進路の関係－都道府県パネルを用いた観察－
国立社会保障・人口問題研究所 酒井正
討論者 東京工業大学 田中隆一
The Impact of Healthcare Expenditures on Longevity in Japan: Evidence from Longitudinal, Prefectural-Level Data
明星大学 梶谷真也、京都大学 西村周三、医療法人トキワ会介護老人保健施設リーべン嵯峨野 徳永敬助
討論者 名古屋市立大学 澤野孝一郎

サーチ：労働市場と家計

座長

会場:B館講義室504

東京大学

神谷和也

A Model of Exit and Voice in Marriage Market
日本大学 丸山亜希子(J)、関西大学 清水崇、大阪大学 山本和博
討論者 九州大学 今井亮一
How Large are Externalities in Human Capital Investment in Matching Models?
関東学園大学 俵典和
討論者 大阪大学 瀧井克也
Procedural Inconveniences and Severance Pay as Employment Protection Regulation
筑波大学 江口匡太
討論者 大阪大学 佐々木勝
企業による賃金決定メカニズムの選択と就業中の職探し
創価大学 増井淳
討論者 北海道大学 工藤教孝
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９月１５日（月曜日）
9:00-11:20
午前の部
社会保障

座長

会場:B館講義室505

北海道大学

安部由起子

Governance Issues in Public Pension System in Japan
一橋大学 北村行伸、一橋大学 高山憲之
討論者 東京大学 柳川範之
The Evolution of Social Security System: Pension System vs. Unemployment Insurance
北九州市立大学 安岡匡也、大阪大学 木内祐輔
討論者 大阪府立大学 桃田朗
A Poverty Alleviation Program with Public Works under Asymmetric Information
福岡大学 中村由依
討論者 アジア経済研究所 町北朋洋
Public Transfers and the Living Arrangements of the Elderly
千葉経済大学 東三鈴
討論者 北海道大学 安部由起子

健康経済学

座長

会場:B館講義室701

一橋大学

井伊雅子

受診の抑制、厚生の損失と薬剤の供給：SVARによる分析
近畿大学 熊谷成将
討論者 名古屋市立大学 中山徳良
白内障手術におけるDPCによる包括支払制度の評価
東京大学 縄田和満、一橋大学・公共政策大学院 井伊雅子、国際医療福祉大学 外山比南子、国際医療福祉大学 高橋泰
討論者 大阪大学 福重元嗣
診療報酬明細書点検調査結果を用いた医師誘発需要仮説の検証
中京大学 湯田道生
討論者 国立社会保障人口問題研究所 泉田信行
喫煙行動と居住地域：Tweedie分布モデルによる検証
富山大学 両角良子
討論者 筑波大学 吉田あつし

日本経済学会・中原賞講演

11:35-12:20

会場:B館講義室101
司会 中原賞選考委員長 一橋大学 岡田章

Sunspot Equilibria in a Production Economy: Do Rational Animal Spirits Cause Overproduction?

報告者

日本経済学会・石川賞講演

12:25-13:10

京都大学 梶井厚志

会場:B館講義室101
司会 石川賞選考委員長 一橋大学 齊藤誠

行動経済学は政策をどう変えるのか

報告者 東京大学 岩本康志

学会総会

13：50-14：40

会場:B館講義室201
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９月１５日（月曜日）
午後の部
14:50-17:10
特別セッションⅡ：計量経済学の新展開：展望と経済分析への応用
会場:B館講義室101

座長

神戸大学

谷崎久志

経済時系列分析
一橋大学 黒住英司
セミパラメトリック計量経済分析
京都大学 西山慶彦
ベイズ計量経済分析
神戸大学 古澄英男

ゲーム理論

座長

会場:B館講義室201

大阪大学

青柳真樹

Cooperation in Repeated Prisoner's Dilemma with Outside Options
政策研究大学院大学 安田洋祐、慶應義塾大学 グレーヴァ香子
討論者 関西大学 清水崇
The Bidding Strategy in the Ausubel-Milgrom Proxy Auction with Complementarities
東京大学大学院 佐野隆司(松島斉)
討論者 大阪大学 青柳真樹
The Injustice of Exploitation
一橋大学 吉原直毅、University of London at Queen Mary Roberto Venziani
討論者 筑波大学 篠塚友一

企業のダイナミックス

座長

会場:B館講義室203

青山学院大学

大湾秀雄

企業の淘汰メカニズムはどのように働いているのだろうか
富士通総研経済研究所 齊藤有希子(J)
討論者 一橋大学 深尾京司
Discrete Innovation, Continuous Improvement, and Competitive Pressure
ニューサウスウェールズ大学 森田穂高、University of New South Wales Arghya Ghosh、Colgate University Takao Kato
討論者 青山学院大学 大湾秀雄
Dynamic Entry and Exit with Uncertain Cost Positions
名古屋大学 花薗誠、Ohio State University Huanxing Yang
討論者 京都大学 関口格
Enterprise Forms, Ownership Markets, and Capital Procurement of the Firm
兵庫県立大学 三上和彦
討論者 立命館大学 松尾匡

企業戦略

会場:B館講義室204

座長

東京大学

柳川範之

Third-Degree Price Discrimination, Quality Choice, and Welfare: The Monopoly Case
神戸国際大学 池田剛士、関西学院大学 利光強
討論者 岡山大学 神事直人
Partner Choices for Strategic Alliances in Network Markets
大阪経済大学 服部圭介、大阪経済大学 林明信
討論者 神戸国際大学 池田剛士
Price Leadership in a Homogeneous Product Market
東京大学 松村敏弘、東京大学 平田大祐
討論者 青山学院大学 石橋郁雄
Price Discrimination of Information Good and Copyright Protection
神戸大学 宮澤信二郎
討論者 関東学院大学 中泉拓也
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９月１５日（月曜日）
午後の部
14:50-17:10
国際貿易Ⅱ

座長

会場:B館講義室301

一橋大学

古沢泰治

A Simple Trade Model with Non-Homothetic Preferences and Inequality
神戸大学大学院 Fukushima Marcelo(J)(菊地徹)
討論者 東北大学 大東一郎
要素集約度と代替性の相互作用－財価格内生３要素２財モデルによる分析－
神戸学院大学 伴ひかり
討論者 京都産業大学 寺町信雄
Quality Innovation, Firm Heterogeneity and International Trade
神戸大学 春山鉄源、神戸大学 Laixun Zhao
討論者 一橋大学 古沢泰治

マクロ経済：実証

会場:B館講義室401

座長

大阪大学

小川一夫

The Direct Shock of Bank Failure and Investment Self-Selection Bias
Boston University 南橋尚明(Marc Rysman)
討論者 和歌山大学 内田浩史
Quantitative Analysis of Financial Constraints: Impacts of Mark-To-Market Accounting on Collateral Evaluation
跡見学園女子大学 櫻川幸恵、慶應義塾大学 櫻川昌哉
討論者 RIETI経済産業研究所 小林慶一郎
マクロ経済変動、所得リスクと消費格差
立正大学 山田知明
討論者 大阪大学 小川一夫

財政改革

会場:B館講義室402

座長

大阪大学

赤井伸郎

Budget Deficits and Long-term Interest Rates in Japan
高崎経済大学 内田俊博、Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research Khurshid M. Kiani
討論者 一橋大学 塩路悦朗
多部門世代重複モデルによる財政再建の動学的応用一般均衡分析
北海道大学 木村真、経済産業研究所・関西大学 橋本恭之
討論者 秋田大学 島澤諭
Delay in Fiscal Reform
University of Warwick 片山健太郎(Ben Lockwood)
討論者 慶應義塾大学 土居丈朗
Budget Systems and Moral Hazard in the National Health Insurance and the Long-term Care Insurance
筑波大学 川村顕(J)、筑波大学 吉田あつし
討論者 大阪大学 赤井伸郎

経済発展：理論

会場:B館講義室403

座長

大阪府立大学

桃田朗

Poverty Trap, Overtaking and Sustainable Economic Growth
徳島大学 趙彤
討論者 同志社大学 宮澤和俊
重複世代モデルにおける最適人口成長率の再検討
青森公立大学 木立力
討論者 横浜国立大学 秋山太郎
Technological Progress and the Future of Kuznets Curve's
亜細亜大学 申寅容、Science &Technology Policy Institute 金賢豪、西南学院大学 山村英司
討論者 関西学院大学 岡田敏裕
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９月１５日（月曜日）
午後の部
14:50-17:10
資産価格と市場マイクロストラクチャー
会場:B館講義室501

座長

早稲田大学

谷川寧彦

マイクロストラクチャーノイズの従属性の検証：個別銘柄の高頻度データによる分析
大阪大学 生方雅人(J)
討論者 一橋大学 森本孝之
On the Prevention of Speculative Bubbles by Market Makers
東京大学大学院 大橋賢裕(J)(松島斉)
討論者 大阪大学 太田亘
On the Pricing of Contingent Claims in Tradable Permit Markets
横浜国立大学 西出勝正、首都大学東京 木島正明、京都大学 前田章
討論者 一橋大学 本多俊毅

賃金

座長

会場:B館講義室502

大阪大学

大竹文雄

Equal Employment Opportunity Law and the Female-Male Wage Ratio in Japan: A Cohort Analysis
北海道大学 安部由起子
討論者 労働政策研究・研修機構 堀春彦
危険に対するセルフセレクションと補償賃金仮説の実証分析
経済産業省経済産業政策局 久米功一
討論者 名古屋大学 臼井恵美子
賃金はなぜ上がらないのか
大阪府立大学 野田知彦、京都大学 岡本弥
討論者 大阪大学 大竹文雄
コーポレート・ガバナンスと人的資本：企業・従業員マッチングデータによる賃金分析
経済産業省 小滝一彦、経済産業省 児玉直美
討論者 大阪府立大学 野田知彦

女性の労働供給

座長

会場:B館講義室503

一橋大学

川口大司

母子家庭の母の正規就業を阻む要因
労働政策研究・研修機構 高田しのぶ
討論者 千葉大学 大石亜希子
女性就業者の通勤時間とその変化－パネルデータを用いた分析－
奈良県立大学 坂西明子
討論者 東京大学 村上あかね
The Backward-bending Commute Time of Married Women under Household Responsibility
富山大学 岩田真一郎、福岡大学 玉田桂子
討論者 名古屋市立大学 森田陽子
The Cost and Local Availability of Child Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Australian Longitudinal Data
Australian National University 山内慎子
討論者 一橋大学 川口大司

環境：実証

会場:B館講義室701

座長

国立環境研究所

日引聡

応用一般均衡モデルにおける代替弾力性パラメータの推計
国立環境研究所・学振 岡川梓(J)、大阪大学 伴金美
討論者 筑波大学 奥島真一郎
潜在セグメントモデルへのEMアルゴリズムの適用可能性について
早稲田大学 栗山浩一、コロラド大学 三谷羊平、北海道大学 庄子康
討論者 京都大学 佐藤真行
環境報告書を用いた温室効果ガスに係る限界削減費用の推定－負の削減費用領域を考慮した分析
京都大学 石川大輔、京都大学 一方井誠治、京都大学 佐々木健吾、岐阜聖徳学園大学 大堀秀一
討論者 国立環境研究所 日引聡
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＊氏名の後の(J)は、ジョブセミナー報告であることを、氏名の後の括弧内は推薦者氏名をそれぞれ示す。
＊各報告の著者は、共同論文の場合、論文の著者順にかかわらず、報告者を一番目に記載。
＊パネル討論の討論者は五十音順に記載。
＊各セッションにおける報告者の報告時間は20分、討論者のコメントは10分、報告者のリプライおよび質疑応答は5分。
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