5月21日（土曜日）
午前の部

９：４０‐１１：1０

計量経済学1

会場:

1階 1411

座長

大阪大学 福重元嗣

国立大学の費用関数：トランスログ・コストシェアモデルによる同時推定
同志社大学 北坂真一
討論者 国立教育政策研究所 妹尾渉
Balance Sheet Effects on Household Consumption: Evidence from Micro Data
富山大学 Oleksandr MOVSHUK
討論者 東京大学 鈴木通雄

雇用政策・雇用問題

会場:

2階 1421

座長

一橋大学 川口大司

Covenants not to compete and firms' recruiting strategies
日本大学 安藤至大
討論者 政策研究大学院大学 安田洋祐
派遣労働は正社員への踏み石か、それとも不安定雇用への入り口か
岡山大学 奥平寛子、大阪大学 大竹文雄、名古屋商科大学 久米功一、経済産業研究所 鶴光太郎
討論者 東京大学 市村英彦
Non-permanent Jobs and Globalization: Evidence from Japan
日本貿易振興機構アジア経済研究所 町北朋洋、経済産業研究所 佐藤仁志
討論者 一橋大学 川口大司
外国為替

会場:

2階 1422

座長

大阪大学 池田新介

Predetermined Exchange Rate, Flexible Exchange Rate and Inflation Targeting Regimes
神戸大学 北野重人
討論者 大阪大学 池田新介
A microstructural effect of Japanese official intervention in the yen/dollar foreign exchange market
大東文化大学 松田慎一、早稲田大学

秋葉弘哉、高崎経済大学

佐藤綾野、富山大学 北村能寛
討論者 専修大学 清水順子

Exchange rate dynamics and the effects of foreign exchange intervention in a small open semi-structural model: Evidence from Thailand
大阪市立大学 久保彰宏
討論者 神戸大学 松林洋一
企業行動

会場:

3階 1431

座長

早稲田大学 久保克行

東アジアにおける製品開発と人材マネジメント―日本・韓国・中国企業の比較分析
一橋大学 都留康、一橋大学 守島基博
討論者 東京大学 福澤光啓
どの中小企業が弱者ではないのか
中京大学 風神佐知子
討論者 釧路公立大学 下山朗
企業合併による雇用と処遇の変化と従業員のキャリア不安の解明
青山学院大学 上原克仁(J)
討論者 早稲田大学 久保克行
産業組織1

会場:

3階 1432

座長

東京大学 松村敏弘

Free Entry, Market Diffusion, and Social Inefficiency with Endogenously Growing Demand
大阪大学大学院 宮岡暁(石黒真吾)、札幌学院大学 北村紘、George Washington University 佐藤美里
討論者 名古屋大学 花薗誠
ツーサイド・マーケットにおけるグループ内の第三種価格差別
名古屋大学大学院 小寺俊樹(J)(花薗誠)
討論者 東京大学 松村敏弘
The Welfare Effects of Third-Degree Price Discrimination in a Differentiated Oligopoly
名古屋大学 安達貴教、大阪大学 松島法明
討論者 広島大学 岡村誠
租税と医療制度

会場:

5階 会議室5

座長

長崎大学 須齋正幸

Tax Reforms and Stock Return Volatility: The Case of Japan
東洋大学 大野裕之、北九州市立大学 林田実
討論者 長崎大学 須齋正幸
税制が家計の投資信託保有に与える影響について
北九州市立大学 林田実、東洋大学 大野裕之
討論者 関西大学 前川聡子

Universal Health Insurance, Utilization, and Health: Evidence from Japan
法政大学 近藤絢子、コロンビア大学 重岡仁
討論者 国立社会保障・人口問題研究所 野口晴子
政治経済学

会場:

5階 145A

座長

名古屋市立大学 焼田党

国際環境交渉と環境ロビイングについて
大阪経済法科大学 前鶴政和
討論者 名古屋大学 中田実
Markov Perfect Equilibria with Public Debt in a Political Economy
京都大学大学院 内藤克幸(J)(遊喜一洋)、京都大学 新居理有
討論者 龍谷大学 川元康一
Growth or Welfare State? Optimal Composition of the Government Expenditure
大阪大学大学院 木内祐輔(J)(辻正次)
討論者 名古屋市立大学 焼田党
情報とマクロ経済

会場:

5階 145C

座長

筑波大学 石川竜一郎

How to disseminate public information; Which is preferred, Separate Information or Aggregate Information
金融庁金融研究センター 中村友哉(J)、首都大学東京 荒戸寛樹
討論者 筑波大学 石川竜一郎
グローバル金融危機時の経済予測―誤差はなぜ生じたか
跡見学園女子大学 山澤成康
討論者 ニッセイ基礎研究所 斎藤太郎

環境1

会場:

5階 145D

座長

国立環境研究所 日引聡

A CGE Analysis of Border Adjustments under Cap and Trade System: A Case of Japanese Economy
上智大学 堀江哲也、関東学園大学 武田史郎、上智大学 有村俊秀
討論者 大阪大学 伴金美
Spousesʼ Time Allocation to Pro-environmental Activities:Who is saving the environment at home?
青山学院大学 松本茂
討論者 早稲田大学 上田 貴子
太陽光発電の普及に向けた新たな電力買取制度の分析
神戸大学 明城聡、東京大学 大橋弘
討論者 国立環境研究所 日引聡
経済発展1

会場:

5階 145E

座長

東京大学 戸堂康之

The role of management skill training in enterprise development: The case of garment production in Ethiopia
政策研究大学院大学 ギルム アベベ テフェラ(園部哲史)、政策研究大学院大学 園部哲史
討論者 東京大学 戸堂康之
How Do New Cash Crops Spread or Not Spread?: The Case of Inland Valley Bottom, Ghana
神戸大学 橘永久、一橋大学 櫻井武司
討論者 政策研究大学院大学 山野峰
Heterogeneous Effects of Mosquito Nets among Generations: The Inclusion Error of Free Distribution
東京大学大学院 山﨑潤一(澤田康幸)
討論者 政策研究大学院大学 山内慎子
経済実験・行動経済学

会場:

5階 145F

座長

東京大学 澤田康幸

Subjective Well-Being in Japan and the United States
青山学院大学 亀坂安紀子、京都大学 村井俊哉、桃山学院大学 吉田恵子、大阪大学 大竹文雄
討論者 東京大学 澤田康幸
Sustaining cooperation in social dilemma: Comparison of centralized punishment institutions
早稲田大学高等研究所 上條良夫、早稲田大学大学院 竹内あい、早稲田大学 二本杉剛、早稲田大学 船木由喜彦
討論者 名古屋市立大学 濱口康代
Duverger's Law in the Laboratory
北海道大学 肥前洋一、北海道大学 犬飼圭吾、北海道大学 黒阪健吾
討論者 大阪大学 竹内惠行

会長講演

１１：２５‐１２：２５
会場:
1階 ホール
司会 慶応大学 樋口美雄

Have Non-Conventional Monetary Policy Measures been Effective?
東京大学 植田 和男

ポスター報告

１３：１０‐１４：５０

<ミクロ理論・数理経済>

会場:

本館4階第1会議室

Saving and Retirement Behavior under Quasi-Hyperbolic Discounting
大阪大学大学院 張琳(池田新介)
Money, Price Posting and Indeterminacy
東京大学大学院 久保田荘(神谷和也)
Existence of Markov Perfect Equilibrium in OLG Economy with Environment and Altruistic Consumers
慶応義塾大学大学院 檀原浩志(J)(尾崎裕之)
水産エコラベルの普及メカニズムに関する進化ゲーム理論的考察 ―Dolphin Safeラベルを主として―
横浜市立大学大学院 杉林和亮(和田淳一郎)
ネットワーク上の交換経済について
東京大学大学院 塚田憲史(松井彰彦)
Price flexibility and destabilization in an OLG economy
慶應義塾大学大学院 大滝英生(前多康男)
直感的意思決定者の効用最大化行動
大阪大学大学院 高岡正法(西條辰義)
ネットワーク通行権取引市場のオークション・メカニズム：道路ネットワーク上の渋滞を解消する交通システムの設計
東北大学大学院 和田健太郎、東北大学 赤松隆
Information Disclosure Game
東京大学大学院 前川淳(松島斉)
<情報・契約の経済学>

会場:

本館4階第2会議室

Efficiency of Incentives with Subjective Evaluations
神戸大学大学院 川村一真(J)(宮原泰之)
Information Disclosure in Strategic Environments
大阪大学大学院 田村彌(青柳真樹)
<マクロ・財政金融政策>

会場:

本館4階第1会議室

The Effect of Life Span Prolongation on Capital Accumulation
東京大学大学院 田中茉莉子(J)(福田慎一)
Output Gap Estimation and l1 Trend Filtering
広島大学 山田宏、広島大学 金蘭
Japanese Monetary Policy during the Bubble and Lost-Decade Experience:TVP-FAVAR Approach
一橋大学大学院 高準亨(J)(渡辺努)
Endogenous time preference and endogenous growth: Uzawa meets Becker and Mulligan
京都大学大学院 川岸岳人(J)(三野和雄)
財政政策の効果‐Expectation Augmented VARを用いた分析‐
一橋大学大学院 森田裕史(塩路悦朗)
Energy Saving Technological Growth -The Case of Japan一橋大学大学院 新関剛史(阿部修人)
マクロ政策、為替レートと都市農村間の労働移動―ニューケインジアン・モデルとハリス・トダローモデルの融合による開発マクロモデルの一例―
静岡県立大学 飯野光浩
Effects of the Spatial Sorting of Human Capital on Economic Activity and Welfare
東京大学大学院 長町康平(田渕隆俊)
Imperfect Interbank Markets and the Lender of Last Resort
京都大学大学院 松岡多利思(J)(柴田章久)
Is Public Investment Counter-cyclical? Evidence from Japan
青山学院大学大学院 舟島義人(宮原勝一)

<計量経済>

会場:

本館4階第3会議室

Generalized Multiple-Point Algorithms for Approximate Bayesian Computtion
神戸大学大学院 小林弦矢、神戸大学 古澄英男
階層ベイズモデルによる景気転換点の推定
一橋大学大学院 大塚芳宏(J)(渡部敏明)、千葉大学 各務和彦
Efficient Estimation of Autocovariances for Panel Data with Individual Effects under Cross section and Time Series asymptotics
京都大学大学院 岩倉相雄、京都大学 奥井亮
Another view of impact of BSE crisis in Japanese meat market through the almost ideal demand system model with Markov switching
筑波大学大学院 加部哲史(金澤雄一郎)、筑波大学

金澤雄一郎

Trading volume and serial correlation in stock returns: a threshold regression approach
大阪大学大学院/学振 盛本晶子(J)(池田新介)、Vanderbilt University 新谷元嗣
Compare the Effects of Oil Price Shocks on Japan and US
大阪府立大学大学院 田洪志(村澤康友)
Duopoly in the Japanese Airline Market: Bayesian Estimation for the Entry Game
東京大学大学院 菅原慎矢(J)(大森裕浩)、東京大学 大森裕浩

<公共経済・財政>

会場:

本館4階第3会議室

中央政府と地方政府における公共財供給の非効率性
兵庫県立大学大学院 東裕三(J)(三上和彦)
Measuring the Productive Efficiency of the Designated Manager System for the Japanese Public Halls
慶應義塾大学大学院
Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries

谷口みゆき(Colin Mckenzie)

大阪大学大学院 Theara Horn(赤井伸郎)、大阪大学大学院 Yogi Rahmayanti

<金融>

会場:

本館4階第3会議室

The Japanese Current Account: Why It Still Remains High
東京大学大学院 山田潤司(J)、日本大学人口研究所 宮澤健介
Heterogeneity and Anchoring in the Financial Markets
早稲田大学大学院/学振 中園善行(J)(貞廣彰)
Bank-Dependence and Financial Constraints on Investment: Evidence from the Corporate Bond Market Paralysis in Japan
一橋大学大学院 内野泰助(J)(塩路悦朗)
地域銀行と地域経済に関する実証分析
早稲田大学大学院 森祐司(森映雄)
Financial Network and Asset Bubble
東京大学大学院 早川仁(J)(松島斉)

<国際貿易>

会場:

本館4階第3会議室

Potential Impacts of Regional Trade Enlargement in East Asia on Laosʼ Trade
広島修道大学大学院 Sithanonxay Suvannaphakdy(Chris Czerkawski)、広島修道大学 Chris Czerkawski、広島修道大学 豊田利久
Does Japanese Liquor Taste Different?: Empirical Analysis on the National Treatment under the WTO
東京大学大学院 土居直史(J)、東京大学 大橋弘、一橋大学 中島賢太郎
Human Capital and FDI: Development Process of Southern Country in an Overlapping Generation Model
大阪大学大学院 森田忠士(J)(二神孝一)、名古屋学院大学 菅原晃樹
State Trading Enterprises vs. Trade Policies for Targeted Policy Objectives
早稲田大学大学院 田場弓子(小西秀樹)

<労働・教育・家計>

会場:

本館4階第2会議室

所得リスクと危険回避度が出産行動に与える影響
慶應義塾大学大学院 萩原里紗(J)(樋口美雄)
Gender Salary Differences in Economics Departments in Japan
国際基督教大学

高橋アナマリア(J)、国際大学 高橋新吾

Minimum Wage Experiment with Unemployment
大阪大学大学院 森知晴(大竹文雄)
環境税による家計負担への影響―産業連関分析を用いた分析―
上智大学大学院 森田稔(有村俊秀)、上智大学 有村俊秀、上智大学 杉野真
日本の労働市場における職務満足度のコーホート効果について
上智大学大学院 田村輝之(J)(川西諭)、上智大学大学院 江口尚孝
Peer effects of swimmers
大阪大学大学院/学振 山根承子(大竹文雄)、大阪大学大学院 林良平
学級規模縮小が学力に与えた効果の分析―横浜市公開データにもとづく実証分析―
慶應義塾大学大学院 中村亮介、慶應義塾大学 赤林英夫

<産業組織>

会場:

本館4階第2会議室

The Open Innovator's Dilemma and a Market for Ideas
広島大学大学院 西原鷹一(野本了三)
上水道産業における水利権と費用効率性
一橋大学大学院 佐藤英司(岡田羊祐)
燃料電池関連企業の戦略的提携
早稲田大学大学院 三井絢子(嶋村紘輝)
Is Social Welfare Increased by Private Firm Entry?; from a viewpoint of coopetition
兵庫県立大学大学院

吉川丈(三上和彦)

Structural Analysis of Dealer's Valuation: The Case of Japanese Used Car Auction Data
大阪大学大学院 長塚昌生(J)(西條辰義)

<経済成長・発展>

会場:

本館4階第2会議室

The Declining Impacts of Climate on Crop Yields during the Green Revolution in India, 1972-2002
政策研究大学院大学 津坂卓志(大塚啓二郎)、政策研究大学院大学 大塚啓二郎
Resource Consumption with Endogenous Time preference
京都大学大学院/学振 長屋真季子、東京大学 前田章

中国経済成長の動学非効率性について―その原因を探って―
一橋大学大学院 顧濤(塩路悦朗)
<都市・地域・交通>

会場:

本館4階第2会議室

The Impact of Congestion Pricing Policies on Fuel Consumption, CO2 Emissions and Urban Sprawl
State University of New York at Buffalo 平松燈(J)、State University of New York at Buffalo Alex Anas
Economic Analysis of a Subcenter with an FAR Regulation
東京大学大学院 大瀧逸朗(田渕隆俊)
On-the-job search in cities
大阪大学大学院 川田恵介(J)(佐々木勝)、大阪大学 佐藤泰裕

<医療経済>

会場:

本館4階第2会議室

社会経済要因が健康に与える影響に関する実証分析
大阪大学大学院 立福家徳(山内直人)
Addictive Behavior of Japanese Husbands and Wives
慶應義塾大学大学院 上村一樹(駒村康平)、東洋大学

<経済実験：行動経済学>

会場:

野田顕彦

本館4階第2会議室

Contributions in Repeated Linear Public Goods Experiments: Two Different Motivations
大阪大学大学院 西崎勝彦(西條辰義)、早稲田大学/学振 二本杉剛、大阪大学大学院 中野浩司、大阪大学 山川敬史

午後の部

１５：００‐１７：００

産業組織2

会場:

1階 1411

座長

成城大学 小田切宏之

Maintaining Capital in the Presence of Obsolescence

志社大学 北坂真一
政策研究所 妹尾渉

獨協大学 和久津尚彦
討論者 日本大学 安藤至大
Evaluating the impact of the biggest auction

Oleksandr MOVSHUK
東京大学 鈴木通雄

東京経済大学 黒田敏史、京都大学 Maria Baquero
討論者 早稲田大学 鈴木彩子
Localized knowledge spillovers and patent citations: A distance-based approach
筑波大学 田村龍一、日本大学 村田安寧、横浜国立大学 中嶋亮、政策研究大学院大学 岡本亮介
討論者 一橋大学 長岡貞男
An Analysis of unilateral and cross-licensing based on inventor survey in Japan
一橋大学

長岡貞男

討論者 成城大学 小田切宏之

日本大学 安藤至大
学院大学 安田洋祐

業研究所 鶴光太郎
雇用政策・雇用問題2

会場:

2階 1421

座長

北海道大学 安部由起子

日本的雇用制度と男女格差

業研究所 佐藤仁志
一橋大学 川口大司

同志社大学 川口章
討論者 名古屋大学 臼井恵美子
ダグラス＝有沢の法則は90年代以降どのように変化したのか
日本女子大学 大沢真知子、ニッセイ基礎研究所 金明中
討論者 同志社大学 川口章

神戸大学 北野重人
新規高卒者の地域間労働移動の動向‐都道府県データを用いた分析‐
西南学院大学 伊佐勝秀
討論者 同志社大学 八木匡

富山大学 北村能寛
Education and Marriage Decisions of Japanese Women and the Role of the Equal Employment Opportunity Law
国立社会保障・人口問題研究所 酒井正、City University of New York Linda N. Edwards
討論者 北海道大学 安部由起子

市立大学 久保彰宏
神戸大学 松林洋一
景気と失業

会場:

2階 1422

座長

神戸大学 橋本賢一

Exact microeconomic foundation for the Phillips curve under complete markets: A Keynesian view

一橋大学 守島基博
東京大学 福澤光啓

神奈川大学 玉井義浩、東京大学 大瀧雅之
討論者 大阪大学 二神孝一
Public Debt Places No Burden on Future Generations under Demand Shortage

京大学 風神佐知子

大阪経済大学 小川貴之、内閣府経済社会総合研究所 小野善康

路公立大学 下山朗

討論者 京都大学 三野和雄
Involuntary unemployment fluctuation with matching friction in effective demand analysis

院大学 上原克仁(J)
稲田大学 久保克行

名古屋学院大学 菅原晃樹
討論者 神戸大学 橋本賢一
高齢化および失業政策が世代別失業率に与える長期的影響
西南学院大学 三宅伸治
討論者 琉球大学 新豊直樹

University 佐藤美里
名古屋大学 花薗誠

小寺俊樹(J)(花薗誠)

大阪大学 松島法明
者 広島大学 岡村誠

長崎大学 須齋正幸

州市立大学 林田実
長崎大学 須齋正幸

東洋大学 大野裕之
関西大学 前川聡子

チュートリアルセッション

座長
会場:

東京大学 市村英彦

3階 1431

動的最適化を含む構造的計量経済モデルの分析
講師

一橋大学 下津克己、Singapore Management University 山田憲

厚生理論とメカニズム

会場:

3階 1432

座長

早稲田大学 船木由喜彦

ロンビア大学 重岡仁
An essence of the impossibility for constructing strategy-proof social choice correspondences
福岡大学 佐藤伸

屋市立大学 焼田党

討論者 大東文化大学 梅澤正史
Divisor Apportionment Method and Generalized Entropy Based on Atkinson Social Welfare Function

法科大学 前鶴政和
名古屋大学 中田実

横浜市立大学 和田淳一郎
討論者 早稲田大学 須賀晃一
On Existence of Social Welfare Functions on Infinite Utility Streams

京都大学 新居理有

東京大学 関口洋平

龍谷大学 川元康一

討論者 筑波大学 篠塚友一
A Model of Two Party Representative Democracy: Endogenous Party Formation

木内祐輔(J)(辻正次)
屋市立大学 焼田党

法政大学 小林克也、Boston College 小西秀男
討論者 早稲田大学 船木由喜彦

波大学 石川竜一郎
経済成長

会場:

5階 会議室5

座長

一橋大学 黒崎卓

Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992-2008)

波大学 石川竜一郎

筑波大学大学院 Alberto Iniguez(J)(木島陽子)
討論者 一橋大学 黒崎卓
二重経済における失業均衡の存在

礎研究所 斎藤太郎

神戸大学大学院 高羅ひとみ(入谷純)
討論者 一橋大学 石川城太
親世代の教育投資による人的資本形成と経済発展 -Galor and Moav(2004)モデルとの比較分析九州大学大学院 村田慶(大住圭介)、久留米大学 秋本耕二
討論者 東北大学 北川章臣

環境研究所 日引聡
Seasonal Migration and Micro-credit : Evidence from Bangladesh
Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) Abu Shonchoy
討論者 一橋大学 黒崎卓

上智大学 有村俊秀

者 大阪大学 伴金美
交通と空間の理論分析

会場:

5階 145A

座長

名古屋大学 黒田達朗

Evolutionary Implementation of Optimal Traffic When Values of Time are Unknown

稲田大学 上田 貴子

Washington University in St. Louis 藤嶋翔太(Marcus Berliant)
討論者 東京大学 尾山大輔
Comparison of national-ownership and local-ownership airports

環境研究所 日引聡

鹿児島大学 川崎晃央
討論者 東京大学 柳川範之

東京大学 戸堂康之
Environmental Pollution, Urban Unemployment and Privatization
徳島大学 内藤徹
討論者 慶應義塾大学 藤田康範

学院大学 園部哲史
東京大学 戸堂康之

Variety and Price Competition between Online Bookstores and Physical Bookstores
Academia Sinica Fu-Chuan Lai、National Dong Hwa University Chih-Peng Chu、National Taipei University Wen-Chung Guo
一橋大学 櫻井武司
討論者 大阪大学 石田潤一郎

大学院大学 山野峰
都市経済学：実証とシミュレーション

会場:

5階 145C

座長

東北大学 安藤朝夫

山﨑潤一(澤田康幸)
わが国産業の生産効率性と集積の経済および財政移転
財団法人電力中央研究所 社会経済研究所 大塚章弘、財団法人電力中央研究所 社会経済研究所 後藤美香
討論者 名古屋大学 根本二郎

東京大学 澤田康幸
企業間取引距離についての考察-集積力としての企業間取引

大阪大学 大竹文雄
東京大学 澤田康幸

富士通総研 齊藤（梅野）有希子、東北大学 中島賢太郎、経済産業研究所 植杉威一郎
討論者 横浜国立大学 中嶋亮

田大学 船木由喜彦
市立大学 濱口康代

Leverage and House-price Dynamics Under the Recourse-Loan System in Japanese prefectures
金沢星稜大学 隅田和人、慶應義塾大学 瀬古美喜、みずほトラストシステムズ 今野健介
討論者 富山大学 岩田真一郎
航空ネットワーク最適化問題の進化計算によるシミュレーション分析

海道大学 黒阪健吾
大阪大学 竹内惠行

熊本学園大学大学院 井上寛規(坂上智哉)、熊本学園大学 坂上智哉、熊本学園大学 加藤康彦
討論者 甲南大学 三上和彦
環境2

会場:

5階 145D

座長

慶應義塾大学 大沼あゆみ

A General Equilibrium Model of Environmental Option Values
University of Kent 柴山克行、University of Kent Iain Fraser
討論者 関東学園大学 武田史郎

慶応大学 樋口美雄
Misleading Advertising of the Vertically Differentiated Products and Minimum Quality Standards

東京大学 植田 和男
関西学院大学

東田啓作、大阪経済大学 服部圭介
討論者 大阪大学 石橋郁雄

On the preference constraint for sustainable development to be optimal
早稲田大学 赤尾健一
討論者 慶應義塾大学 大沼あゆみ
Labor Market Distortions and Welfare-Decreasing International Emissions Trading
関東学園大学 武田史郎、上智大学 有村俊秀、上智大学 杉野誠
討論者 千葉商科大学 小林航

久保田荘(神谷和也)
税と再分配の実証分析

会場:

5階 145E

座長

上智大学 山崎福寿

資本への固定資産税の経済効果―固定資産税の「New View」の検証―
東洋大学 宮崎智視、一橋大学 佐藤主光
討論者 上智大学 山崎福寿

塚田憲史(松井彰彦)
Should Japanese tax system be more progressive?

一橋大学 別所俊一郎、東京大学 林正義
討論者 筑波大学 浅野皙

高岡正法(西條辰義)

Intergenerational Transfers and Asset Inequality in Japan: Empirical Evidence from a New Survey Data
内閣府経済社会総合研究所 濱秋純哉(J)、一橋大学経済研究所 堀雅博、首都大学東京 村田啓子
学院 前川淳(松島斉)
討論者 大阪府立大学 若林緑
Noblesse Oblige? Preferences for Redistribution among Urban Residents in India
大阪大学 伊藤高弘、日本大学人口研究所 窪田康平、大阪大学 大竹文雄
討論者 神戸大学 山崎幸治

村一真(J)(宮原泰之)
医療経済1

会場:

5階 145F

座長

大阪大学 大竹文雄

院 田村彌(青柳真樹)
Inter Vivos Health Transfers
University of New South Wales 丸山士行
討論者 大阪大学 小原美紀
薬剤師の病棟業務進出に関する医療経済学的分析
立命館大学 柿原浩明、神戸薬科大学 水野成人
討論者 中京大学 湯田道生

田宏、広島大学 金蘭
台湾「全民健康保険」における医療費支出の決定要因と総額予算制度の導入効果：台湾23県市のパネルデータ分析

福岡大学大学院 呉錦恵(山崎好裕)
討論者 九州大学 三浦功

岸岳人(J)(三野和雄)
Effects of Physical Activity on Subjective Outcomes of Workers in Japan

近畿大学 熊谷成将
新関剛史(阿部修人)

討論者 大阪大学 大竹文雄
資産市場と需要行動

会場:

5階 145G

座長

甲南大学 中島清貴

県立大学 飯野光浩
Market Selection: Hungry Misers and Happy Bankrupts
長町康平(田渕隆俊)

横浜国立大学 西出勝正、University of Cambridge L.C.G. Rogers
討論者 京都大学 若井克俊

多利思(J)(柴田章久)
Belief changes and expectation heterogeneity in buy- and sell-side professionals in the Japanese stock market
舟島義人(宮原勝一)
法政大学 平田英明、台湾国際政治大学 山本竜市
討論者 日本大学 小巻泰之
長短金利差の先行指標性と金融政策の影響
京都文教大学 中尾田宏、大阪大学 福田祐一
討論者 甲南大学 中島清貴

神戸大学 古澄英男
Is It Interest Rate or Loan Amount to which Borrowers Are More Sensitive?

甲南大学 森剛志
討論者 早稲田大学 晝間文彦

雄、京都大学 奥井亮
多国籍企業

会場:

5階 145H

座長

東京大学 戸堂康之

Simulating Heterogeneous Multinational Firms
アジア経済研究所 田中清泰、University of Hawaii at Manoa Shawn Arita
討論者 政策研究大学院大学 北野泰樹

University 新谷元嗣
Does the Structure of Multinational EnterprisesʼActivity Affect Technology Spillovers?

岡山大学 張星源、京都大学 神事直人、岡山大学 春名章二
討論者 専修大学 伊藤恵子

東京大学 大森裕浩
Entry of Foreign Multinational Firms and Productivity Growth of Domestic Firms: The Case of Japanese Firms

専修大学 伊藤恵子
討論者 東京大学 戸堂康之

東裕三(J)(三上和彦)
社員総会

１７：３０‐１９：３０

会場 : 本館第２会議室

5月22日（日曜日）
午前の部

９：００‐１１：００

サーチ・マッチング

会場:

1階 1411

座長

Labor Market Matching with Heterogeneous Job Seekers in China

協大学 和久津尚彦
日本大学 安藤至大

京都大学大学院 劉洋(J)(有賀健)
討論者 法政大学 近藤絢子
The Measure of Search Frictions Using the Japanese Micro-Data

大学 Maria Baquero
稲田大学 鈴木彩子

大阪大学 佐々木勝、大阪大学 小原美紀、ジェトロ・アジア経済研究所 町北朋洋
討論者 日本大学 中村二朗
離職者の再就職の生存時間分析：1980年代後半から2000年代への変化

学院大学 岡本亮介
一橋大学 長岡貞男

一橋大学

九州大学 今井亮一

お茶の水女子大学 永瀬伸子、東京大学 縄田和満、三重大学 水落正明
討論者 大阪大学 大竹文雄
Learning about one's own type in two-sided search

長岡貞男

政策研究大学院大学 丸山亜希子(J)

城大学 小田切宏之

討論者 九州大学 今井亮一
マクロ経済動学

会場:

2階 1421

座長

立命館大学 後閑洋一

On the Chaotic Behavior of a Two-Sector Optimal Growth Model with Durable Capital
京都大学大学院 佐藤健治(矢野誠)
討論者 滋賀大学 近藤豊将

道大学 安部由起子
Interest-Rate Control Rules and Stability in a Heterogeneous Two-Country Model

同志社大学 川口章
屋大学 臼井恵美子

信州大学 藤崎聖也
討論者 神戸大学 北野重人
Recursive Utility and the Superneutrality of Money on the Transition Path

基礎研究所 金明中
同志社大学 川口章

法政大学 宮崎憲治
討論者 立命館大学 後閑洋一
Cash-in-advance constraint with social status and endogenous growth

学院大学 伊佐勝秀
同志社大学 八木匡

同志社大学 上ノ山賢一、京都大学大学院 川岸岳人
討論者 北海道大学 板谷淳一
物価とインフレーション

会場:

2階 1422

座長

一橋大学 阿部修人

rk Linda N. Edwards
Who faces higher prices? -An empirical analysis based on Japanese homescan data一橋大学 阿部修人、日本銀行 塩谷匡介
討論者 早稲田大学 黒田祥子
望ましいインフレ率はなぜゼロを上回るのか？

神戸大学 橋本賢一

早稲田大学 井上智洋(J)、早稲田大学 都築栄司
討論者 中央大学 浅田統一郎
How well do the sticky price models explain the disaggregated price responses to aggregate technology and monetary policy shocks?

大阪大学 二神孝一
京都大学 敦賀貴之、日本銀行 中島上智、日本銀行 須藤直
討論者 一橋大学 塩路悦朗

合研究所 小野善康
情報化とサービス化の産業連関分析
明治大学 塚原康博
討論者 大阪市立大学 明石芳彦

学院大学 菅原晃樹
教育の経済学

会場:

3階 1431

座長

政策研究大学院大学 田中隆一

The Effects of Early Education, Shadow Education, Study Hours at Home and Educational Expenditures on Cognitive Skill at Age 12

学院大学 三宅伸治
琉球大学 新豊直樹

広島大学 野崎祐子(J)、広島大学 松浦克己
討論者 慶應義塾大学 坂本和靖
大学生の進路決定に関する経済分析─進路未定者に着目して─
慶應義塾大学 安田宏樹、慶應義塾大学大学院 荒木宏子
討論者 神戸大学 佐野晋平

東京大学 市村英彦
正義（感）は不景気に勝てるか-コンテンツ産業で読み解く経済社会心理
一橋大学 保原伸弘(J)
討論者 同志社大学 八木匡

nt University 山田憲
学力の生産関数の推定

国立教育政策研究所 妹尾渉、広島大学 野崎祐子、早稲田大学 篠崎武久
討論者 政策研究大学院大学 田中隆一
意思決定理論と行動経済学

会場:

3階 1432

座長

一橋大学 岡田章

Revealed Attention
Univerisity of Michigan 中島大輔、University of Michigan Yusufcan Masatlioglu、
University of Maryland Erkut Ozbay
討論者 岩手県立大学 小井田信雄

Rationality and Revealed Preference
東京大学 加藤晋(J)
討論者 神戸大学 入谷純
福岡大学 佐藤伸
Nash Equilibrium with Uncertainty: Uncertainty Makes Irrationality
横浜国立大学 加田修
討論者 一橋大学 岡田章

立大学 和田淳一郎

東京大学 関口洋平
法と経済

会場:

5階 会議室5

座長

東京大学 柳川範之

The Inquisitor Judge's Trilemma

on College 小西秀男
田大学 船木由喜彦

University of Hawaii at Hilo 中尾圭介、慶応義塾大学 津曲正俊
討論者 大阪大学 石黒真吾
The Marriage System in Japan: Shall Dual Surnames be Allowed?

一橋大学 黒崎卓

明治学院大学 大村真樹子
討論者 慶應義塾大学 赤林英夫
The Empirical Study of Patent Litigate Terminal Judge in Japan 1988-2005

者 一橋大学 黒崎卓

京都大学大学院 柚木孝裕(吉田和男)
討論者 一橋大学 長岡貞男
Incentive for Innovation and the Optimal Allocation of Patent

一橋大学 石川城太

新潟大学 濱田弘潤
討論者 神戸市外国語大学 森谷文利
企業金融

会場:

5階 145C

座長

甲南大学 阿萬弘行

東北大学 北川章臣
MBO実施前における利益調整行動と少数株主利益
早稲田大学 河西卓弥、新潟産業大学 川本真哉、早稲田大学 齋藤隆志
討論者 甲南大学 阿萬弘行

TRO) Abu Shonchoy
者 一橋大学 黒崎卓
Corporate Governance and Debt Maturity Structure: Evidence from Japan

古屋大学 黒田達朗

東京大学 尾山大輔

立命館大学 田中孝憲
討論者 早稲田大学 蟻川靖浩
A Measurement for Bank Productivity and its Impact on the Performance of Client Firms
日本政策投資銀行設備投資研究所 宮川大介、内閣府経済社会総合研究所 乾友彦、衆議院調査局 庄司啓史
討論者 立命館大学 小倉義明
The Treatment Effect of the Bank Recapitalization Programmes in Japan: How Did they Work or Not Work?

東京大学 柳川範之

甲南大学

計量経済学2

会場:

5階 145D

中島清貴、近畿大学 相馬 利行
討論者 同志社大学 北坂真一
座長

京都産業大学 和合肇

義塾大学 藤田康範
An Aysmptotically Optimal Modification of the Panel LIML Estimation for Individual Heteroscedasticity
東京大学 国友直人、統計数理研究所 赤司健太郎
討論者 筑波大学 松下幸敏

sity Wen-Chung Guo
阪大学 石田潤一郎
Matrix Exponential Stochastic Volatility Model with Leverage Effects

東京大学 石原庸博(J)、東京大学 大森裕浩

東北大学 安藤朝夫

討論者 慶應義塾大学 中妻照雄
Size of Market Inefficiency:Trading System and Price Bubble

済研究所 後藤美香
古屋大学 根本二郎

大阪大学 宮越龍義、東北大学 佃良彦、青山学院大学 島田淳二
討論者 大阪大学 谷崎久志
国際貿易の理論

会場:

5階 145E

座長

南山大学 寶多康弘

研究所 植杉威一郎
Economic Integration and Welfare: Manufacturing Market vs. Agricultural Market
香川大学 高塚創、東北大学 曽道智
討論者 アジア経済研究所 坪田建明

システムズ 今野健介
Love of Quality and Quantity
University of Colorado at Boulder 西村めぐみ(J)(James R. Markusen)
討論者 学習院大学 椋寛

学園大学 加藤康彦
Free Trade May Save a Renewable Resource from Exhaustion
東北大学 柳瀬明彦
討論者 南山大学 寶多康弘

義塾大学 大沼あゆみ
医療経済2

会場:

5階 145F

座長

一橋大学 井伊雅子

y of Kent Iain Fraser

経済大学 服部圭介
大阪大学 石橋郁雄

子ども医療費の無料化と家計負担‐東京都の義務教育就学児医療費助成制度が与えた影響について‐
名古屋市立大学 澤野孝一朗
討論者 一橋大学 井伊雅子

世界の医薬品承認の長期動向分析1982‐2005
慶應義塾大学 姉川知史
討論者 政策研究大学院大学 齋藤裕美

稲田大学 赤尾健一
義塾大学 大沼あゆみ
Evaluation of the e-Health System in a Rural Town in Japan: Focus on Days Spent for Treatment of Patients with Lifestyle-related Diseases

秀、上智大学 杉野誠
葉商科大学 小林航

兵庫県立大学 明松祐司、近畿大学 峰滝和典、兵庫県立大学 辻正次
討論者 東京大学 縄田和満
診療報酬改定による誘発需要の所得効果・代替効果の検証
中京大学 湯田道生
討論者 近畿大学 熊谷成将

一橋大学 佐藤主光
上智大学 山崎福寿
招待講演

１１：１０‐１２：００

招待講演1

会場:

1階 1411

座長

東京大学 岩本康志

者 筑波大学 浅野皙
Relationship between the level of and the change in happiness in a daily survey and its implication for the Easterlin paradox

大学東京 村田啓子
阪府立大学 若林緑

大阪大学 筒井義郎
招待講演２

会場:

2階 1421

座長

Value-at-Risk Using Realized GARCH Models

神戸大学 山崎幸治

一橋大学 渡部敏明
招待講演３

会場:

2階 1422

座長

院 呉錦恵(山崎好裕)
者 九州大学 三浦功

近畿大学 熊谷成将

大阪大学 大竹文雄

甲南大学 中島清貴

bridge L.C.G. Rogers
京都大学 若井克俊

政治大学 山本竜市

日本大学 小巻泰之

大阪大学 福田祐一
甲南大学 中島清貴

甲南大学 森剛志
稲田大学 晝間文彦

東京大学 戸堂康之

Manoa Shawn Arita
学院大学 北野泰樹

岡山大学 春名章二
専修大学 伊藤恵子

専修大学 伊藤恵子
東京大学 戸堂康之

東京大学 神谷和也

展開形ゲームにおける不完全情報頑健性

uth Wales 丸山士行
大阪大学 小原美紀

中京大学 湯田道生

大阪大学 小川一夫

Princeton University 高橋悟

会員総会

１２：３０‐１３：２０

会場： 1階 ホール

パネルディスカッション「東日本大震災：経済学に何ができるか」

九州大学 今井亮一

日時：

5月22日１３：３０ー１５：００

会場：

高橋ホール
コーディネーター

学院 劉洋(J)(有賀健)
法政大学 近藤絢子

日本経済学会会長 植田和男

パネラー
大阪大学
慶応大学
大阪大学
東京大学

済研究所 町北朋洋
日本大学 中村二朗
午後の部

八田達夫
樋口美雄
小野善康
澤田康幸

１３：３０‐１５：００

地方自治の実証分析

会場:

1階 1411

座長

東京大学 市村英彦

大阪大学 大竹文雄
Municipal Consolidation and Local Government Behavior: Evidence from Japanese Municipal Mergers
明海大学 宮崎毅
討論者 青山学院大学 西川雅史

大学 丸山亜希子(J)

九州大学 今井亮一
Examining Political Behavior and Economic Performance via National Experiments in Japanese Local Elections

命館大学 後閑洋一
学習院大学 福元健太郎、Australian National University 堀内勇作
討論者 明海大学 宮崎毅

院 佐藤健治(矢野誠)
Inefficient Boundaries
Yale University ウィース エリック、東京大学 林正義、青山学院大学 西川雅史
討論者 東京大学 市村英彦

信州大学 藤崎聖也
労働市場と生産性

会場:

2階 1421

座長

大阪大学 瀧井克也

A self-selection system for poverty alleviation and economic growth

法政大学 宮崎憲治
命館大学 後閑洋一

福岡大学 中村由依
討論者 東北大学 堀井亮
Returns to Scale Effect in Labour Productivity Growth

学大学院 川岸岳人
海道大学 板谷淳一

龍谷大学 溝渕英之
討論者 名古屋大学 根本二郎
Earnings Dynamics and Profile Heterogeneity: Estimates from Japanese Panel Data
筑波大学 大久保正勝
討論者 一橋大学 阿部修人

日本銀行 塩谷匡介
家族の経済学

会場:

2階 1422

座長

早稲田大学 上田貴子

結婚形成における女性の稼得能力の役割とその変容

稲田大学 都築栄司

マックスプランク人口研究所 福田節也

央大学 浅田統一郎

討論者 三重大学 水落正明
未婚女性の結婚に対する期待・不安と予備的貯蓄
大阪府立大学 若林緑、国立社会保障・人口問題研究所 暮石渉

智、日本銀行 須藤直
一橋大学 塩路悦朗

討論者 一橋大学 北村行伸
子どもの誕生が男性の賃金や労働時間に与える影響
大阪大学大学院 湯川志保(松繁寿和)
討論者 早稲田大学 上田貴子

明治大学 塚原康博

市立大学 明石芳彦
国際貿易の実証分析

会場:

3階 1431

座長

京都大学 若杉隆平

学院大学 田中隆一
為替相場の変動と貿易収支：マーシャル=ラーナー条件の一般化とJ-カーブ効果の統合
明治学院大学 岡部光明
討論者 京都大学 若杉隆平

広島大学 松浦克己
Many-cone World?
横浜国立大学

清田耕造

討論者 沖縄大学 伊藤匡

学大学院 荒木宏子
神戸大学 佐野晋平
経済発展2

会場:

3階 1432

座長

東京大学 澤田康幸

Social Capital as an Instrument for Common Pool Resource Management: A Case Study from an Irrigation Management in Sri Lanka

同志社大学 八木匡
東京大学大学院 會田剛史(澤田康幸)
討論者 筑波大学 木島陽子

稲田大学 篠崎武久
住民参加型小学校はソーシャルキャピタルを蓄積させるか？-ブルキナ・ファソにおけるCOGESパイロットプロジェクトのケース一橋大学 岡田章

aryland Erkut Ozbay
立大学 小井田信雄

東京大学 澤田康幸、JICA研究所 石井貴春
討論者 政策研究大学院大学 山内慎子
Impacts of Forced Marriages on Child Education under the Pol Pot Regime in Cambodia
筑波大学大学院 小暮克夫(吉田あつし)
討論者 東京大学 澤田康幸

産業組織3

会場:

5階 会議室5

座長

関西学院大学 土井教之

東京大学 加藤晋(J)
Bankruptcy and Supply Shock: Interisland Air Travel Market in Hawaii
同志社大学 川浦昭彦
討論者 関西学院大学 土井教之

浜国立大学 加田修
アカデミック・イノベーションの実証分析
政策研究大学院大学 齋藤裕美
討論者 京都大学 依田高典

What explains innovative outcomes at start-up stage

東京大学 柳川範之

中央大学 本庄裕司、関西学院大学 加藤雅俊、一橋大学 岡室博之
討論者 大阪市立大学 明石芳彦
企業行動の理論分析

会場:

5階 145A

座長

名古屋大学 花薗誠

大阪大学 石黒真吾
Emission tax, emission quota, and partial privatization
亜細亜大学 加藤一彦

院大学 大村真樹子
義塾大学 赤林英夫

討論者 大阪大学 松島法明
Misleading Advertising of the Horizontally Differentiated Products
大阪経済大学 服部圭介、関西学院大学 東田啓作
討論者 関西学院大学 猪野弘明

柚木孝裕(吉田和男)
一橋大学 長岡貞男
A theoretical analysis of scoring auctions with a general form of scoring rules

筑波大学 中林純、東京大学大学院 鶴岡昌徳
討論者 名古屋大学 花薗誠

新潟大学 濱田弘潤

国語大学 森谷文利
財政の理論分析

会場:

5階 145C

座長

立命館大学 松本睦

甲南大学 阿萬弘行
関税と法人税改革の経済成長への効果-理論的分析
同志社大学大学院 マレツ イリーナ(J)(八木匡)
討論者 南山大学 寶多康弘

稲田大学 齋藤隆志
甲南大学 阿萬弘行
The Macroeconomic Effects of Individual Commodity Tax

慶應義塾大学 平賀一希(J)
討論者 三重中京大学 大森達也

命館大学 田中孝憲
稲田大学 蟻川靖浩
賦課方式年金制度について--基礎給付拡大の資本蓄積，効率性，そして分配の公平性への効果

神戸大学 林史明、神戸大学 入谷純、神戸大学 藤井隆雄
討論者 近畿大学 玉井寿樹

院調査局 庄司啓史
命館大学 小倉義明
多国・多地域間比較分析

会場:

5階 145E

座長

京都大学 敦賀貴之

Tariffs, offshoring and unemployment in a two-country model

志社大学 北坂真一

神戸大学 橋本賢一
討論者 小樽商科大学 廣瀬健一

都産業大学 和合肇
Exaggerated Death of Distance: Revisiting Distance Effects on Regional Price Dispersions
東京大学 加納和子、東京大学 加納隆、法政大学 武智一貴

研究所 赤司健太郎
筑波大学 松下幸敏

討論者 京都大学 敦賀貴之
Heterogeneity and Convergence of Regional Inflation (Prices)
筑波大学 永易淳
討論者 京都大学 敦賀貴之

東京大学 大森裕浩

義塾大学 中妻照雄
特別セッション

１５：１０‐１６：３０

学院大学 島田淳二
制度設計への工学的アプローチ

会場:

1階 1411

座長

京都大学 梶井厚志

交通渋滞を解消する新たなメカニズムの設計
東北大学 赤松隆
討論者 東京大学 尾山大輔

創、東北大学 曽道智
制度はコンピュータで創れる？―自動メカニズムデザイン技術の入札制度設計への応用
九州大学 横尾真
討論者 慶應義塾大学 坂井豊貴

(James R. Markusen)

者 学習院大学 椋寛

東北大学 柳瀬明彦

ノンパラメトリック エコノメトリクス
会場:
Bandwidth Choice for Functionals of Nonparametric Estimators

神戸大学 古澄英男

政策研究大学院大学 荒井洋一、東京大学 市村英彦
討論者 京都大学 西山慶彦

一橋大学 井伊雅子

立大学 澤野孝一朗
一橋大学 井伊雅子

座長
2階 1421

Bayesian analysis of moment restriction models using nonparametric priors
Yale University 北村祐一、Yale University 大津泰介
討論者 東京大学 大森裕浩

サーチ理論のフロンティア

会場:

2階 1422

座長

東京大学 神谷和也

義塾大学 姉川知史
Local Unemployment in a Global Economy
北海道大学 工藤教孝、東京大学 尾山 大輔
討論者 関西大学 清水 崇

庫県立大学 辻正次
Closing Labor Search Models in Contractual Environments
東京大学 藤本淳一
討論者 九州大学 今井亮一

中京大学 湯田道生
近畿大学 熊谷成将
都市の発展戦略

大阪大学 小川一夫

一橋大学 渡部敏明

東京大学 神谷和也

n University 高橋悟

3階 1432

座長

東京大学 田渕隆俊

Patterns of Technology, Industry Concentration, and Productivity Growth without Scale Effects

東京大学 岩本康志

大阪大学 筒井義郎

会場:

同志社大学 Colin Davis、神戸大学 橋本賢一
討論者 京都大学 三野和雄
Trade endogenous growth, and location sift costs of firms
大阪大学 山本和博、大阪大学 森田忠士
討論者 香川大学 高塚創

