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日本経済学会 2011 年秋季大会プログラム 

 

10 月 29 日（土曜日）  

午前の部        10:00-11:45 

 

労働実証                3A202                            座長  日本大学  中村二朗 

個人が主体的に行う能力開発についての分析 －自己啓発の実施規定要因とその効果 

労働政策研究・研修機構 原ひろみ 

討論者 リクルート ワークス研究所 戸田淳仁 

日本企業の人的資源管理と生産性－インタビュー及びアンケート調査を元にした実証分析－ 

学習院大学 川上淳之、学習院大学 宮川努、立正大学 西 岡由美、東北大学 枝村一磨 

討論者 労働政策研究・研修機構 原ひろみ 

外国人研修生受入れ特区の政策評価 

日本学術振興会 橋本由紀(J) 

討論者 日本大学 中村二朗 

 

意思決定理論の新展開                3A203             座長  京都大学  梶井厚志 

Anticipated Stochastic Choice 

岩手県立大学 小井田伸雄 

討論者 筑波大学 中村豊 

Subgame Perfect Equilibrium with Uncertainty 

横浜国立大学 加田修(J) 

討論者 公立はこだて未来大学 川越敏司 

Global Games and Ambiguous Information: An Experimental Study  

公立はこだて未来大学 川越敏司、横浜国立大学 宇井貴志 

討論者 京都大学 梶井厚志 

 

社会保障・財政                 3A207                     座長  東京大学  岩本康志 

医療・介護保険財政をどう安定化させるか 

京都産業大学 福井唯嗣、東京大学 岩本康志 

討論者 一橋大学 小塩隆士 

国・都道府県レベルにおける歳入・歳出構造について 

九州大学 瀧本太郎、東北文化学園大学 坂本直樹 

討論者 東洋大学 宮崎智視 

Financing Health Care in Japan 

明治大学 山田知明、政策研究大学院大学  Minchung Hsu 

討論者 東京大学 岩本康志 

 

家計内資源配分                3A209                   座長  早稲田大学  黒田祥子 

Sibling Rivalry and Contest for Family Property Succession 

国立社会保障・人口問題研究所 暮石渉 

討論者 北九州市立大学 後藤宇生 

Two-Sided Transfers from Adult Children of Elderly Persons 

千葉経済大学 東三鈴、千葉経済大学 藤生裕 

討論者 大阪府立大学 若林緑 

The Gift of Time 

一橋大学 川口大司、Sogan University Jungmin Lee、 

University of Texas and Maastricht University Daniel Hamermesh 

討論者 早稲田大学 黒田祥子 
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マクロ・財政金融政策                3A301                座長  日本大学 吉田博之 

How Bad was Lehman Shock?: Estimating a DSGE model with Firm and Bank Balance Sheets in a Data-Rich Environment 

内閣府経済社会総合研究所 松前龍宜、東北大学 西山慎一、 

首都大学東京 飯星博邦、内閣府経済社会総合研究所 難波了一 

討論者 専修大学 奴田原健吾 

Taylor Rules and Equilibrium Determinacy in a Two-Country Model with Non-Traded Goods 

信州大学 藤崎聖也 

討論者 上智大学 竹田陽介 

Nominal rigidities and policy trade-off in the long run 

中央大学 都築栄司(J)、早稲田大学 井上智洋 

討論者 日本大学 吉田博之 

 

経済成長                3A304                       座長    早稲田大学  金子昭彦 

再検証 デカップリング 

公益社団法人日本経済研究センター 坪内浩、公益社団法人 日本経済研究センター 松岡秀明 

討論者 首都大学東京 飯星博邦 

Harrodian Dynamics and Hoover Curve: Japanese case 

富山大学 新里泰孝 

討論者 大阪大学 二神孝一 

 

How does altruism undermine growth in recipient countries? 

関西大学 春日秀文、名古屋市立大学 森田雄一 

討論者 早稲田大学 金子昭彦 

  

公共経済学                3A306                            座長  東京大学  柳川範之 

Dynamic inconsistency in federation 

大阪大学 赤井伸郎、一橋大学 佐藤主光 

討論者 東京大学 柳川範之 

Endogenous Timing in Strategic Environmental Policymaking 

大阪経済大学 服部圭介、大阪経済大学 北村啓浩 

討論者 大阪大学 松島法明 

 

Public Debt Accumulation and Fiscal Consolidation 

一橋大学 小黒一正、一橋大学 佐藤主光 

討論者 一橋大学 小林慶一郎 

 

金融Ⅰ                3A308                            座長  神戸大学  上東貴志 

The safer, the riskier: A model of bank leverage and financial instability 

京都大学 敦賀貴之、日本銀行 加藤涼 

討論者 日本大学 豊福建太 

Speculative Bubbles and Tax policy 

一橋大学 国枝繁樹 

討論者 東洋大学 大野裕之 

A Prevention against Bubble 

福岡大学 万軍民 

討論者 神戸大学 上東貴志 
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実験経済学                 3A312                 座長  早稲田大学  船木由喜彦 

Relaxing music nips bubbles: A study of experimental spot asset markets 

一橋大学 保原伸弘(J)、日本大学  田部井賢一、筑波大学 秋山英三、筑波大学 石川竜一郎 

討論者 名古屋市立大学 濱口泰代 

The Approval Mechanism Experiment: A Solution to Prisoner's Dilemma 

大阪大学 岡野芳隆(J)、大阪大学 西條辰義、大阪大学 山川敬史 

討論者 東京大学 神取道宏 

The Minimum Approval Mechanism Implements Pareto Efficient Outcome Theoretically and Experimentally 

大阪大学大学院 舛田武仁、大阪大学 岡野芳隆、大阪大学 西條辰義 

討論者 早稲田大学 船木由喜彦 

 

国際貿易と環境・資源                 3A402             座長  上智大学  蓬田守弘 

Did International Trade Become Dirtier for Developing Countries? On the Composition Effect of International Trade on Environment 

九州産業大学 吉田裕司、九州産業大学 本間聡 

討論者 国立環境研究所 日引聡 

Agricultural Protection on sale now ! : an empirical analysis of Japanese import policy 

東京大学大学院 水田岳志（本間正義） 

討論者 横浜国立大学 清田耕造 

Does Acquisition of Mines Work for Resource-Importing Countries? 

関西学院大学 東田啓作、南山大学 寶多康弘 

討論者 上智大学 蓬田守弘 

 

 

都市・地域・交通                3A403                      座長  京都大学  文世一 

Earlier competition on discount tickets 

釧路公立大学 中川訓範、愛知淑徳大学 石井良輔 

討論者 京都大学 文世一 

福島県浜通り地方における経済活動および雇用の空間的変化 

―不況と震災の影響シミュレーション―  

国立福島工業高等専門学校 米本清、国立福島工業高等専門学校 菅野玲 

討論者 九州大学 加河茂美 

Empirical Study of the Formation of Internal Innovation Capability and External Linkages in ASEAN Economies 

近畿大学 峰滝和典、大阪大学 明松祐司、アジア経済研究所 植木靖、兵庫県立大学 辻正次 

討論者 東京大学 戸堂康之 

 

環境の実証研究                3A416                座長  関西学院大学  山鹿久木 

消費者政策と資源管理問題 

京都大学 行本雅、東京都市大学 村上佳世、京都大学 丸山達也 

討論者 山梨県立大学 森田玉雪 

ヘドニック・アプローチによる東京都区部の洪水被害額の計測 

 ～洪水リスク変数の内生性を考慮した分析 

 国立環境研究所 岡川梓、国立環境研究所 日引聡 

 討論者 関西学院大学 山鹿久木 

時空間モデルによる越境汚染物質排出における国際的相互依存関係の実証分析 

東北大学 横井渉央、東北大学 長澤明人、東北大学 安藤朝夫、東北大学 佐々木崇 

討論者 東京工業大学 島根哲哉 
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10 月 29 日（土曜日）  

ポスター報告        12:00-14:00 

 

ミクロ・ゲーム・数理                3A212 

Privately Informed Parties and Policy Divergence 

一橋大学大学院 菊地和也(J)(蓼沼宏一） 

Maximal Domain for Strategy-proof Probabilistic Rules in Economies with One Public Good 

大阪大学大学院 森本脩平(J)（芹澤成弘） 

Formation of Decentralized Manufacturer-Supplier Networked Market 

一橋大学大学院 白田康洋(J)（岡田章） 

Manipulated News: Electoral Competition and Mass Media 

Washington University in St. Louis 三浦慎太郎(J)（John Nachbar） 

Properties of the Equilibrium Revenues in Buy Price Auctions 

総合研究開発機構 稲見裕介(J) 

 

金融・ファイナンス                3A212 

Banking and Cyclical Bubbles 

京都大学大学院 松岡多利思(J)(柴田章久） 

Bank Deposit Interest Rate Pass-Through and Geographical Segmentation in Japanese Banking Markets: A Panel Cointegration Approach 

経済産業研究所 内野泰助 

CEO への昇進競争と自信過剰 

横浜国立大学大学院 田代一聡(J)（倉澤資成） 

国際貿易・直接投資・経済成長                3A212 

Tariff Equivalent of Japanese Sanitary and Phytosanitary: Econometric Estimation of Protocol for U.S.-Japanese Apple Trade 

大阪大学大学院 本田圭市郎（伴金美） 

The Relationship between FDI and Exports:Evidence from Product-Level Data 

 オーストラリア国立大学大学院 西立野修平(J)（Prema-chandra Athukorala） 

Dynamic analysis of an endogenous growth model with investment-specific technological change  

 大阪大学大学院 髙尾築(二神孝一） 

Credit Market Improving Policy and Economic Development: A Politico-economic Approach 

京都大学大学院 西田圭吾(柴田章久）、京都大学大学院 内藤克幸、京都大学大学院 松岡多利思 

 

労働・教育・家計                3A213 

労働市場の状況が犯罪発生率に与える影響 

大阪大学大学院 川島広也（小原美紀）、大阪大学 小原美紀、大阪大学 大竹文雄 

Lexicographic Son Preference in Vietnam 

大阪大学大学院 VU MANH TIEN(松繁寿和） 

Estimating The Returns to Education in Japan 

東京大学大学院 菊地信義（市村英彦） 

公務員の異動・出向と昇進の関係：人事データを用いた実証分析 

京都大学大学院 林健太（小佐野広）、大阪大学 瀧井克也 

Estimating Extensive Margin of Youth Labor Supply 

一橋大学大学院 荒木祥太（川口大司） 

 

 

 

 

 

http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/B-001abstract_KazuyaKikuchi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/B-001abstract_KazuyaKikuchi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/A-001abstract_ShuheiMorimoto.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/A-002abstract_YasuhiroShiratra.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/B-002abstract_ShintaroMiura.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/B-003abstract_YusukeInami.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/H-001abstract_TarishiMatsuoka.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/H-002abstract_TaisukeUchino.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/H-003abstract_KazutoshiTashiro.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/I-001abstract_KeiichiroHonda.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/I-001abstract_KeiichiroHonda.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/I-002abstract_ShuheiNishitateno.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/L-001abstract_KizukuTakao.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/L-002abstract_KeigoNishida.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/J-001abstract_KawashimaHiroya.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/J-002abstract_VUMANHTIEN.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/J-003abstract_NobuyoshiKikuchi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/J-004abstract_KentaHayashi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/J-005abstract_ShotaAraki.pdf�


5 
 

情報・契約・産業組織                3A213 

Cheap Talk Communication in Group Decision Making 

東京大学大学院 小川博雅（松井彰彦） 

再交渉コストと資産所有権 

京都大学大学院 村本顕理(J)（関口格） 

プロダクト・イノベーションにおける動学的相互依存関係：波及効果と政策的示唆 

東京大学大学院 五十川大也（大橋弘）、東京大学 大橋弘 

 

統計・計量・行動経済                3A213 

Separate inference for moral hazard and selection problems in insurance markets: With application to US dental insurance market 

東京大学大学院 菅原慎矢(J)（大森裕浩）、東京大学 大森裕浩 

Political Competition and Public Policy: Evidence from Japan 

大阪大学大学院 嶋本大地（大槻恒裕）、湯川志保（日本学術振興会特別研究員） 

国立大学法人化が研究成果に与えた影響の推定 

東京大学大学院 菊地雄太（市村英彦） 

ブログデータを用いた新しい幸福度指標の提案 

大阪大学大学院/学振 山根承子(J)（筒井義郎） 

 

公共経済・財政・環境                3A214 

都道府県財政の持続可能性について 

大阪大学大学院 赤松礼奈、慶應義塾大学 平賀一希 

Family Size and Optimal Taxation in the Extensive Model 

早稲田大学大学院 高松慶裕(J)（片岡孝夫） 

環境配慮行動が企業価値に与える影響 

福山大学 三川敦、福山大学 藤岡 照夫、福山大学 塚原 一郎、 

福山大学 古市 雄一朗、福山大学 久松 太郎 

Climate change, economic growth, and health 

京都大学大学院 阪本浩章(J)、大阪大学 生藤昌子、Tilburg University Jan R. Magnus 

 

マクロ・財政金融政策Ⅰ                3A214 

Monetary Policy and the Yield Curve in Japan: VAR Approach with Sign Restrictions 

早稲田大学大学院 中園善行(J)（貞廣彰） 

Public capital, and Debt policy rule 

大阪大学大学院 前林紀孝(二神孝一）、青山学院大学 堀健夫、大阪大学 二神孝一 

宇野・伊藤「恐慌」モデルの動学 

立命館大学大学院 熊澤大輔(J)(松尾匡） 

Has the Government Lowered Hours Worked? the Evidence from Japan 

一橋大学大学院 高準亨(J)(渡辺努） 

A Proposal New Dynamic Disequilibrium Model 

東京大学大学院 村舘靖之(J)（須藤修） 

 

マクロ・財政金融政策Ⅱ                3A214 

重複世代経済における経済成長および環境保全 

慶応義塾大学大学院 檀原浩志(J)、慶應義塾大学 塩澤修平、慶應義塾大学 大滝英生 

Using Seasonality to Identify Front-loading of Public Works in Japan 

青山学院大学大学院 舟島義人（宮原勝一） 

ゼロ金利下でなぜ金融政策が無効になるのか？ 

早稲田大学大学院 井上智洋(J)、中央大学 都築栄司 

Fiscal Policy under Debt Feedback Rule:the Case of Japan 

一橋大学大学院 森田裕史（塩路悦朗）、一橋大学 高準亨 
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http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/O-001abstract_AtsushiMitsukawa.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/O-001abstract_AtsushiMitsukawa.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/O-002abstract_HiroakiSakamoto.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-001abstract_YoshiyukiNakazono.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-002abstract_NoritakaMaebayashi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-003abstract_DaisukeKumazawa.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-004abstract_JunhyungKo.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-005abstract_YasuyukiMuradate.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-006abstract_DANBARAHiroshi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-007abstract_YoshitoFunashima.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-008abstract_InoueTomohiro.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Pabstract/E-009abstract_HiroshiMorita.pdf�
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パネル討論        14:10-16:10 

 

 

パネル討論Ⅰ：日本の農業をどうするか                    2H101 

                                            座長  東京大学 伊藤元重 

                                            全国農業協同組合中央会 甲斐野新一郎 

                                            慶應大学 木村福成 

                                            明治学院大学 神門善久 

                                            東京大学 鈴木宣弘 

 

 

パネル討論Ⅱ：非伝統的金融政策の評価                    2H201 

                                            座長  一橋大学 塩路悦朗 

                                            日本銀行 雨宮正佳 

                                            東京大学 岩本康志 

                                            東京大学 植田和男 

                                            関西大学 本多佑三 

 

特別報告        16:20-17:20 

 

3A202                                            座長 流通経済大学 奥野正寛 

 

相対利潤アプローチが拓く新しい（？）産業組織 

                                            東京大学 松村敏弘 

 

 

 

3A402                                            座長 東京大学 福田慎一 

 

災害後における公共投資の生産性効果：成長モデルによる分析 

                                            一橋大学 塩路悦朗 

 

 

 

3A403                                            座長 東京大学 神谷和也 

 

Menu-Dependent Self-Control and Intertemporal Choice 

                                            横浜国立大学 武岡則男 
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10 月 30 日（日曜日） 

午前の部        9:00-11:15 

 

特別セッションⅠ：実証産業組織                3A402                          座長  東京大学 大橋弘 

Disguised Protectionism? Environmental Policy in the Japanese car market 

政策研究大学院大学 北野泰樹 

討論者 横浜国立大学 中嶋亮 

Pharmaceuitcal Price Regulation and Timing of Market Entry 

東京大学 飯塚敏晃、早稲田大学 鈴木彩子 

討論者 北九州市立大学 後藤宇生 

Estimating a Model of Strategic Network Choice: The Convenience-Store Industry in Okinawa 

ジョンスホプキンス大学 西田充邦 

討論者 東京大学 大橋弘 

 

 

社会選択とメカニズム・デザイン                3A202                 座長  慶應義塾大学  坂井豊貴 

Strategy-Proof Cost Sharing under Increasing Returns:  Improvement of the Supremal Welfare Loss 

神戸大学/学振 橋本和彦（J)、京都学園大学 齋藤弘樹 

討論者 慶應義塾大学 坂井豊貴 

Social Preference Cycles 

東京大学 加藤晋(J) 

討論者 筑波大学 篠塚友一 

Social Choice Theory with Collectively Qualified Agendas  

二松学舎大学 岩田幸訓 

討論者 東洋大学 鮫島裕輔 

 

社会保障・所得分配                 3A203              座長  早稲田大学  須賀晃一 

Pareto Distributions in Economic Growth Models  

一橋大学 楡井誠 

討論者 東北大学 中島賢太郎 

Child Survival, Evolution of Income-dependent Relative Preferences, and Modern Fertility Transition 

明海大学 影山純二 

 討論者 大阪大学 二神孝一 

Securing Basic Capability for All 

立命館大学 後藤玲子、一橋大学 吉原直毅 

討論者 早稲田大学 須賀晃一 

 

医療経済Ⅰ         3A207       座長  国立社会保障・人口問題研究所  野口晴子 

 中高齢者の健康と就労 

内閣府経済社会総合研究所 濱秋純哉(J)、国立社会保障・人口問題研究所 野口晴子 

討論者 明星大学 梶谷真也 

所得が子供の健康と医療利用に及ぼす影響に関する実証研究 

名古屋大学 中村さやか 

討論者 一橋大学 別所俊一郎 

介護予防給付の導入が要支援者の要介護状態の変化に与えた影響 

中京大学 湯田道生、学習院大学 鈴木亘、富山大学 両角良子、東京大学 岩本康志 

討論者 国立社会保障・人口問題研究所 野口晴子 

 

 

 

http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/A-002abstract_KazuhikoHashimoto.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/A-003abstract_SusumuCato.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/A-006abstract_YukinoriIwata.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/P-002abstract_MakotoNirei.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/U-002abstract_JunjiKageyama.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/U-001abstract_ReikoGotoh.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/Q-005abstract_JunyaHamaaki.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/Q-002abstract_SayakaNakamura.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/Q-006abstract_MichioYuda.pdf�
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国際金融Ⅰ               3A209                     座長  大東文化大学  郡司大志 

Currency Invoicing Decision: New Evidence from a Questionnaire Survey of Japanese Export Firms 

中央大学 鯉渕賢、東京大学 伊藤隆敏、横浜国立大学 佐藤清隆、専修大学 清水順子 

討論者 九州産業大学 吉田裕司 

インドネシアの資本自由化と規制－実体経済と金融市場における有効性― 

愛媛大学  大田英明 

討論者 大東文化大学 郡司大志 

 

政治経済学                 3A301                        座長  大阪大学  西村幸浩 

Social Security and the Retirement Decision: Revisited 

大阪大学  木内祐輔 

討論者 近畿大学 角野浩 

Why do Some Candidates Run to Lose?: Partially Binding Platforms and Endogenous Candidates 

日本銀行金融研究所 浅古泰史 

討論者 大阪大学 西村幸浩 

Redistributive Politics and Government Debt in a Borrowing-constrained Economy 

名古屋大学 荒渡良、大阪大学 小野哲生 

討論者 北海道大学 肥前洋一 

 

政策の効果                 3A304                    座長  北海道大学  板谷淳一 

Disaggregate Slippage Effects in the U.S. Conservation Reserve Program 

メリーランド大学大学院 内田真輔(J)（Erik Lichtenberg) 

討論者 法政大学 西澤栄一郎 

Dynamic Optimal Taxation Problem with Fiscal Constraints 

姫路獨協大学 室和伸 

討論者 北海道大学 板谷淳一 

米政策の長期動向と余剰変形曲線分析 

岐阜大学 荒幡克己 

討論者 筑波大学 茂野隆一 

 

金融Ⅱ                3A306                            座長  早稲田大学  宮島英昭 

家計は金融商品にどのような選好を持つのか？：選択式実験法による検証 

ニッセイ基礎研究所金融研究部門 北村智紀、大阪大学 青木恵子、日本学術振興会 赤井研樹 

討論者 青山学院大学 竹田憲史 

Determinants of Equity Ownership: Evidence from Foreign Investors and Financial Institutions in Japan 

帝塚山大学 蟹雅代、大阪大学 小川一夫、立命館大学 田中孝憲 

討論者 早稲田大学 宮島英昭 

 

ゲーム理論                3A308                            座長  東京大学  松島斉 

Virtual Valuation in Dynamic Contest Design 

大阪大学 尾川僚(J)、大阪市立大学 北原稔 

討論者 東京大学 松島斉 

Group Formation under Community Enforcement 

同志社大学 川上敏和、福島大学 阿部高樹 

討論者 一橋大学 岡田章 

An Experimental Study of Behavior and Cognition from the Perspective of Inductive Game Theory 

筑波大学 金子守、早稲田大学 竹内あい、早稲田大学 船木由喜彦、University of Queensland Jeffrey J. Kline 

討論者 公立はこだて未来大学 川越敏司 

 

 

http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/G-001abstract_SatoshiKoibuchi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/G-002abstract_HIdeakiOhta.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/F-002abstract_YusukeKinai.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/F-007abstract_RyoArawatari.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/O-004abstract_UchidaShinsuke.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/E-004abstract_KazunobuMuro.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/F-011abstract_KatsumiArahata.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/H-009abstract_TOMOKIKITAMURA.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/H-009abstract_TOMOKIKITAMURA.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/H-008abstract_MasayoKani.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/B-009abstract_RyoOgawa.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/A-005abstract_ToshikazuKawakami.pdf�
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貿易理論                3A312                            座長  東北大学  大東一郎 

Stackelberg mixed competition with a foreign joint-stock firm 

大阪大学 大西一弘(J) 

討論者 東京理科大学 海老名剛 

The Home Market Effect in a Multicountry Space 

東北大学 曽道智、東北大学 内川具大 

討論者 東京大学 田渕隆俊 

On the Price-Lowering Protection 

香川大学 高塚創、東北大学 曽道智 

討論者 東北大学 大東一郎 

 

ファイナンス                3A409                 座長  慶應義塾大学  中妻照雄 

社債スプレッドの変動要因について ～２つの金融危機の経験から 

青山学院大学 白須洋子 

討論者 武蔵大学 大野早苗 

CCAPM with Time-varying Parameters: Some Evidence from Japan 

東洋大学 野田顕彦、慶應義塾大学 伊藤幹夫 

討論者 京都大学 末石直也 

Estimation and Inference in Predictive Regressions   

立命館大学 青野幸平、一橋大学 黒住英司 

討論者 慶應義塾大学 中妻照雄 

 

教育の経済学                3A416                座長  慶応義塾大学  後藤純一 

少人数教育の計量経済分析：静岡県における全国学力・学習状況調査を用いた検証 

慶應義塾大学 赤林英夫、慶應義塾大学 中村亮介、神戸大学  

佐野晋平、東京海洋大学 直井道生 

討論者 早稲田大学 篠崎武久 

教育選択と人的資本蓄積 

九州大学 村田慶 

討論者 一橋大学 小塩隆士 

Wage Inequality and Human Capital Formation 

長崎大学 島田章 

討論者 慶応義塾大学 後藤純一 

 

 

 

日本経済学会・中原賞講演                11:30-12:15            3A204 

司会  東京大学 市村英彦 

Mean-Plus-Noise Factor Models: An Empirical Exploration  

報告者 ノースカロライナ州立大学 井上篤 

 

 

 

日本経済学会・石川賞講演                12:20-13:05            3A204 

司会  一橋大学 齊藤誠 

自殺対策の経済学 

報告者 東京大学 澤田康幸 

 

http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/K-001abstract_KazuhiroOhnishi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/I-003abstract_Dao-ZhiZeng.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/I-005abstract_HajimeTakatsuka.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/H-007abstract_ShirasuYoko.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/H-006abstract_AkihikoNoda.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/J-012abstract_HideoAkabayashi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/J-009abstract_KeiMurata.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/J-003abstract_AkiraShimada.pdf�
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10 月 30 日（日曜日） 

午後の部        14:15-16:30 

 

特別セッションⅡ：家族と経済：理論・実証・実験によるアプローチ 

                3A402                            座長  一橋大学 小塩隆士 

Public Policy and Income-Fertility Relationship in Economic Development 

神戸大学 安井大真、名古屋市立大学 木村匡子 

討論者 大阪大学 二神孝一 

Adopted Children in the U.S., 1880-1930 

一橋大学 森口千晶 

討論者 大阪府立大学 若林緑 

 Free-riding behavior in vaccination decisions – an experimental study 

 一橋大学 井深陽子、Rutgers University Meng Li、 Rutgers University Jeffrey T. Vietri、 

Rutgers University Gretchen B. Chapman、Yale University Alison P. Galvani 

討論者 大阪大学 大竹文雄 

 

サーチ理論                 3A202                        座長  大阪大学 佐々木勝 

The Ins and Outs of Cyclical Unemployment in Japan 

関東学園大学 俵典和 

討論者 国際大学 宮本弘暁 

Temporary Contracts, Employment Protection and Collective Bargaining 

創価大学 増井淳 

討論者 名古屋大学 臼井恵美子 

Determinants of Unemployment Dynamics and the Beveridge Curve in China: Econometric Models Using the Search and Matching Approach 

京都大学大学院 劉洋(J)（有賀健） 

討論者 大阪大学 佐々木勝 

 

医療経済Ⅱ                3A203                            座長  一橋大学  井伊雅子 

A New Model for Analyzing the Length of Hospital Stay: Evaluation of the DPC-based Inclusive Payment System in Japan for Cataract Operations 

東京大学 縄田和満、東京医科歯科大学 川渕孝一 

討論者 中京大学 湯田道生 

Is Chronic Health a Normal Good? Evidence from the Effect of Hypertension Diagnosis on Food Consumption 

早稲田高等研究所 小西（趙)萌、上智大学 小西祥文、University of Minnesota Paul Glewwe 

討論者 名古屋大学 中村さやか 

Measuring the Economic Benefit of e-Health by Propensity Score Matching 

大阪大学 明松祐司、近畿大学 峰滝和典、兵庫県立大学 辻正次 

討論者 一橋大学 井伊雅子 

 

国際金融Ⅱ                 3A209                    座長  千葉経済大学  岡野衛士 

小国開放経済における最適な財政支出の反転 

名古屋大学大学院 高久賢也(J)（奥村隆平）、神戸大学 北野重人 

討論者 千葉経済大学 岡野衛士 

Lending Market Segmentation and the Cost of Currency Integration 

南山大学 吉見太洋 

討論者 千葉経済大学 岡野衛士 

The Threshold Consumption Correlation-Based Approach to International Capital Mobility: Evidence from Advanced and Developing Countries 

筑波大学 永易淳 

討論者 神戸大学 松林 洋一 

 

http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/J-010abstract_NorikazuTawara.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/J-008abstract_MakotoMasui.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/J-007abstract_YangLIU.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/Q-003abstract_KazumitsuNawata.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/Q-001abstract_MengKonishi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/Q-007abstract_YujiAkematsu.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/G-003abstract_ShigetoKitano.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/G-004abstract_TaiyoYoshimi.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/G-005abstract_NagayasuJun.pdf�
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経済発展・ 開発経済           3A301    座長  国際東アジア研究センター  坂本博 

Measurement of GDP per capita and regional disparities in China, 1979-2009 

北海道大学 星野真(J) 

討論者 国際東アジア研究センター 坂本博 

なぜ中国で民主化運動が進まないのか？-クーデター・ゲームによる 2000 ドル仮説再検証 

復旦大学・一橋大学 袁堂軍(J)、一橋大学 保原伸弘(J) 

討論者 名古屋市立大学 村瀬英彰 

Incentives and Social Preferences in a Traditional Labor Contract: Evidence from Rice Planting Field Experiments in the Philippines 

東京大学大学院 後藤潤（澤田康幸）、東京大学大学院 會田剛史、 

東京大学大学院 青柳恵太郎、東京大学 澤田康幸 

討論者  Arizona State University 田中知美 

 

公共政策と家計                3A304                  座長  同志社大学  八木匡 

Public Debt and Child Allowance in an Endogenous Fertility  

北九州市立大学 安岡匡也、神戸学院大学 三宅敦史 

討論者 筑波大学 桃田朗 

Optimal Public Education Policy in a Model with a Hierarchical Education System 

札幌学院大学 佐野浩一郎(J)、神戸市外国語大学 友田康信 

討論者 同志社大学 八木匡 

Public Intermediate Goods in Household production and Fiscal Multipliers 

筑波大学 吉田雅敏、筑波大学 スティーヴェン・ジョン・ターンブル 

討論者 明治学院大学 高橋青天 

 

バンキング                3A306                     座長  立命館大学 小倉義明 

Evolution of Firm-Bank Relationships: Theory and Empirical Evidence 

日本政策投資銀行設備投資研究所 宮川大介 

討論者 早稲田大学 蟻川靖浩 

秋田県における地域金融機関の店舗展開における広域化とその背景について 

秋田県立大学 宮本道子 

討論者 立命館大学 播磨谷浩三 

メインバンク関係はいかに機能するか―状態依存的ガバナンスの 1 つの「検証」 

信州大学 青木達彦 

討論者 立命館大学 小倉義明 

 

マッチングと安定性            3A308                       座長  神戸大学 宮川栄一 

Fair and Efficient Assignment via the Probabilistic Serial Mechanism 

Maastricht University 栗野盛光(J)、Carnegie Mellon University Onur Kesten、Boston College M. Utku Unver 

討論者 政策大学院大学 安田洋祐 

On Coalitional Stability and Single-peakedness 

神戸大学 山邑紘史(J) 

討論者 龍谷大学 若山琢磨 

Natural implementation in scholarship assignment problems when jurors have favorites  

早稲田大学 安達剛(J) 

討論者 神戸大学 宮川栄一 

 

 

 

 

http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/L-004abstract_MasashiHoshino.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/L-007abstract_DougunEn.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/R-003abstract_JunGoto.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/F-010abstract_MasayaYasuoka.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/F-012abstract_KoichiroSano.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/F-003abstract_MasatoshiYoshida.pdf�
http://www.jeameetings.org/2011f/Gabstract/H-004abstract_DaisukeMiyakawa.pdf�
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