
6月22日（土曜日）
午前の部 9:30-11:00

ゲーム理論の応用 会場 A32 座長　　名古屋大学　花薗誠

Strategic Voting and Condorcet Jury Theorem under Uncertainty about Player's Information Precision
神戸大学大学院　永岡成人(末廣英生)

討論者　東洋大学　関口洋平

Coalitional Stability in the NIMBY Problem: An Application of the Minimax Theorem
東京工業大学　山邑紘史(J)

討論者　富山大学　平井俊行

Optimal Design of Scoring Auction with Multidimensional Quality
一橋大学大学院　西村健(J)(岡田章)

討論者　名古屋大学　花薗誠

政治と官僚制度 会場 A31 座長　　慶應義塾大学　別所俊一郎

Public sector corruption and the probability of technological disasters 
西南学院大学　山村英司

討論者　名古屋市立大学　外谷英樹

The multiple hierarchical legislatures in representative democracy
法政大学　小林克也、Corvinus University of Budapest　Attila Tasnádi

討論者　北海道大学　肥前洋一

Seniority, Term Limits, and Government Spending: Theory and Evidence from the United States
早稲田大学　浅古泰史、シラキューズ大学　上田路子、University of North Texas　松林哲也

討論者　慶應義塾大学　別所俊一郎

金融政策・金融規制 会場 C21 座長　　関西学院大学　田中敦

Hot Money flow, Money supply, Mortgage Credit and Residential Property Prices in China
法政大学　胥鵬（E）、武蔵大学　大野早苗

討論者　福岡女子大学　張艶

非伝統的金融政策とリスク・プレミアムー金融構造の視点からの日米比較研究
阪南大学　王凌

討論者　関西学院大学　田中敦

Regulating Hedge Funds: A Structural Approach
Bank of Canada　南橋尚明、University of Mannheim　若森直樹

討論者　政策研究大学院大学　西脇雅人

株式市場 会場 C22 座長　　大東文化大学　郡司大志

Mass media effects on stock market liquidity: Television broadcasting evidence from Japan
関西学院大学　阿萬弘行、近畿大学　春日教測、長崎大学　森保洋

討論者　熊本県立大学　河西卓弥

Measuring Fundamentals Value of Stock Index through Dividend Futures Prices 
武蔵大学　鈴木雅貴

討論者　大東文化大学　郡司大志

Asset Pricing and High Cash Flow Investment
明治大学　鈴木和志、明治大学　千田亮吉

討論者　学習院大学　宮川努

災害と国際貿易 会場 C13 座長　　日本政策投資銀行　宮川大介

Natural Disasters, Financial Shocks, and Firm Export
日本政策投資銀行　宮川大介、学習院大学　細野薫、大東文化大学　内野泰助、

みずほ総合研究所　小野有人、神戸大学　内田浩史、一橋大学　植杉威一郎
討論者　東京大学　戸堂康之

Electricity Supply Constraints and Comparative Advantage: A Neoclassical Approach
Research Institute of Economy, Trade, and Industry　佐藤仁志

討論者　京都大学　神事直人

Japanese Manufacturing Facing the Power Crisis after Fukushima-A Dynamic Computable General Equilibrium Analysis 
with Foreign Direct Investment

政策研究大学院大学　細江宣裕
討論者　京都産業大学　武田史郎
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教育政策 会場 C12 座長　　政策研究大学院大学　田中隆一

Fewer school days, more inequality
一橋大学　川口大司

討論者　政策研究大学院大学　田中隆一

高等学校における学習指導要領が賃金に与えた効果の分析
慶應義塾大学大学院　中村亮介(J)(赤林英夫)

討論者　横浜国立大学　近藤絢子

教育選択と人口分布および人的資本蓄積
静岡大学　村田慶

討論者　福岡大学　玉田桂子

自然実験とラボ実験 会場 C11 座長　　大阪府立大学　鹿野繁樹

The Long-term Effects of the 1995 Hanshin–Awaji Earthquake on Wage Distribution
立命館大学　安井健悟、大阪大学　大竹文雄、神戸大学　奥山尚子、大阪大学　佐々木勝

討論者　広島大学　伊藤高弘

順位情報と学習インセンティブ
明星大学　梶谷真也、明星大学　小林健太郎、明星大学　鈴木史馬、明星大学　中田勇人、明星大学　盛本圭一

討論者　大阪府立大学　鹿野繁樹

Household Vulnerability to Wild Animal Attacks in Developing Countries: Experimental Evidence from Rural Pakistan
一橋大学　黒崎卓、一橋大学大学院　Hidayat Ullah Khan

討論者　政策研究大学院大学　松本朋哉

産業組織の実証分析 会場 A34 座長　　名古屋大学　根本二郎

An improved theoretical ground for the linear feedback model and a new indicator
九州産業大学　北沢良継

討論者　日本大学　乾友彦

新規開業者の事業継続意欲：『就業構造基本調査』匿名ミクロデータによる実証分析
科学技術政策研究所　池内健太、一橋大学　岡室博之

討論者　慶應義塾大学　太田聰一

Decomposition of Supply and Demand Shocks in the Production Function using the Current Survey of Production
独立行政法人経済産業研究所　小西葉子、京都大学　西山慶彦

討論者　名古屋大学　根本二郎

行動経済学 会場 D21 座長　　京都大学　依田高典

Commitments in Marriage and Under-savings
国立社会保障・人口問題研究所　暮石渉、大阪府立大学　若林緑

討論者　大阪大学　池田新介

The Relative Utility Hypothesis With and Without Self-reported Reference Wages
大阪大学　山田克宣、Banco de Mexico　Adrian de la Garza、

Collegio Carlo Alberto　Giovanni Mastrobuoni、早稲田大学　Atsushi Sannabe
討論者　慶應義塾大学　大垣昌夫

Policy Evaluation Based on Moral Virtue Ethics in the Tough Love Model
慶應義塾大学　大垣昌夫、James Madison University　Vipul Bhatt

討論者　京都大学　依田高典

招待講演 11:15-12:15

会場 C21 座長　　一橋大学　石川城太

Trade Liberalization and Environmental Regulation on International Transportation
大阪大学　阿部顕三

会場 C22 座長　　京都大学　照山博司

Work history and wage determination in the Japanese labor market
慶応義塾大学　太田聰一

会場 C13 座長　　東京大学　市村英彦

The Impact of Japan's Child Benefit on Consumption and Savings
財務総合政策研究所　宇南山卓
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ポスター報告 13:00-15:00

座長　　名古屋大学　花薗誠 ミクロ理論・数理経済 会場 学生会館（ホール）

Comparative Impatience with Random Discounting
神戸大学大学院　永岡成人(末廣英生) 京都大学大学院 田中寛侑（J)（梶井厚志）

討論者　東洋大学　関口洋平
New Approach to Scale Market Power in Monopsony by Lau’s Hessian Identities

上智大学 山浦紘一（J)
東京工業大学　山邑紘史(J)

討論者　富山大学　平井俊行 Robust Predictions under Limited Depth of Reasoning
一橋大学大学院 村山光太（宇井貴志）

一橋大学大学院　西村健(J)(岡田章) Proud to be Prosocial
討論者　名古屋大学　花薗誠 東京大学大学院 矢ケ崎将之（松井彰彦）

Founder - CEO, CEO characteristics and firm value: the case of Vietnam
早稲田大学大学院 Phan Huu Viet（E）（Kubo Katsuyuki）

座長　　慶應義塾大学　別所俊一郎 ゲーム理論 会場 学生会館（ホール）

Sequential Auctions with Commonly Ranked Objects
西南学院大学　山村英司 東京大学大学院 久保田昌幸（松島斉）

討論者　名古屋市立大学　外谷英樹
アラブの春におけるソーシャルメディア：均衡選択理論によるアプローチ

京都大学大学院 星野哲也（関口格）
法政大学　小林克也、Corvinus University of Budapest　Attila Tasnádi

討論者　北海道大学　肥前洋一 限られた記録における評判形成
神戸大学大学院 日野喜文（宮原泰之）

早稲田大学　浅古泰史、シラキューズ大学　上田路子、University of North Texas　松林哲也 統計・計量 会場 学生会館（ホール）
討論者　慶應義塾大学　別所俊一郎

Generalized Least Squares Model Avaraging
京都大学 吉村有博、 小樽商科大学 劉慶豊、 京都大学 奥井亮

The Impact of Liberalization on the Production of Electricity in Japan
慶應義塾大学大学院 谷口みゆき（J)（コリン・マッケンジー）

座長　　関西学院大学　田中敦
A Specification Test for Multinomial Choice Models

京都大学大学院 岩澤政宗（西山慶彦）
法政大学　胥鵬（E）、武蔵大学　大野早苗

討論者　福岡女子大学　張艶 日米の賃金プロファイルに関する分析 ―経験年数、勤続年数、転職行動による賃金増加－
一橋大学大学院／日本学術振興会特別研究員 荒木祥太（J)（川口大司）

阪南大学　王凌 Testing for Parameter Constancy in the Time-Series Direction in Fixed-Effect Panel Data Models
討論者　関西学院大学　田中敦 一橋大学 山崎大輔、 一橋大学 黒住英司

Dynamic equicorrelation, realized stochastic volatility and cross leverage
Bank of Canada　南橋尚明、University of Mannheim　若森直樹 東京大学大学院 黒瀬雄大（J)（大森裕浩）、 東京大学 大森裕浩

討論者　政策研究大学院大学　西脇雅人
An empirical model of online common value auctions with buy-it-now options

東京大学大学院 広瀬要輔（J)（大森裕浩）

An empirical analysis of volatility, covariance and hedging ratio by the SIML estimation at the Osaka Securities Exchange
東京大学大学院 三崎広海（J)（国友直人）

座長　　大東文化大学　郡司大志

国際貿易・直接投資 会場 学生会館（ホール）
関西学院大学　阿萬弘行、近畿大学　春日教測、長崎大学　森保洋

討論者　熊本県立大学　河西卓弥 International price competition among food industries affected by income, population and biased preference of consumers
名古屋大学大学院 沖本まどか（J)（多和田眞）

武蔵大学　鈴木雅貴 集積、租税競争、および無限期間
討論者　大東文化大学　郡司大志 一橋大学大学院 加藤隼人（石川城太）

What Determines Inward FDI in China? ──An empirical study using firm-level data 
明治大学　鈴木和志、明治大学　千田亮吉 大阪大学大学院 倪彬（E）（大槻恒裕）

討論者　学習院大学　宮川努
Globalization and the internal organization of firms: evidence from electrical machinery and chemical firms in Japan

横浜国立大学大学院 桑波田浩之（J)（冨浦英一）

Agglomeration, Segmentation and Technology choice
大阪大学大学院 澤田有希子（二神孝一）

座長　　日本政策投資銀行　宮川大介
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労働・教育・家計 会場 学生会館（ホール）
日本政策投資銀行　宮川大介、学習院大学　細野薫、大東文化大学　内野泰助、

みずほ総合研究所　小野有人、神戸大学　内田浩史、一橋大学　植杉威一郎 自己啓発の実施と再就職・失業・賃金
討論者　東京大学　戸堂康之 慶應義塾大学大学院 小林徹（J)、 明海大学 佐藤一磨

成果主義が賃金格差に与える影響
Research Institute of Economy, Trade, and Industry　佐藤仁志 大阪大学大学院 明坂弥香（大竹文雄）

討論者　京都大学　神事直人
Do natural experiments find the absence of the Quantity-Quality trade-off of children?

東京大学大学院 澤田真行（澤田康幸）

政策研究大学院大学　細江宣裕 An interval regression analysis for tenures of Japanese home elder care workers using employer-employee match data
討論者　京都産業大学　武田史郎 東京大学大学院／日本学術振興会特別研究員 菅原慎矢（J)

正規労働者における労働時間制度の主観的厚生に与える影響
座長　　政策研究大学院大学　田中隆一 慶應義塾大学大学院 萩原里紗（J)（樋口美雄）

子どもの学力に何が影響したのか　-TIMSS要因分解による「ゆとり教育」の検証-
一橋大学　川口大司 神戸大学大学院 二木美苗（田中康秀）

討論者　政策研究大学院大学　田中隆一
A Test on Income Pooling Hypothesis with Japanese Nuclear Family Data

一橋大学大学院 朴香丹（阿部修人）
慶應義塾大学大学院　中村亮介(J)(赤林英夫)

討論者　横浜国立大学　近藤絢子 男女比の変化と未婚女性の結婚行動
慶應義塾大学大学院 何芳（樋口美雄）

静岡大学　村田慶 Application of Temptation Theory to Precautionary Saving
討論者　福岡大学　玉田桂子 東京大学大学院 工藤嵩泰（澤田康幸）

Wage differentials and education investments under uncertainty in identification of skills
大阪大学大学院 田中征史（祝迫達郎）

賃金と離転職の決定要因―学歴と就業継続意思を中心として―
座長　　大阪府立大学　鹿野繁樹 お茶の水女子大学大学院 田中規子

The Effect of Familial Care-Giving on Labor Market Outcomes in Japan
立命館大学　安井健悟、大阪大学　大竹文雄、神戸大学　奥山尚子、大阪大学　佐々木勝 東京大学大学院 松山普一（市村英彦）

討論者　広島大学　伊藤高弘

産業組織 会場 学生会館（ホール）
明星大学　梶谷真也、明星大学　小林健太郎、明星大学　鈴木史馬、明星大学　中田勇人、明星大学　盛本圭一

討論者　大阪府立大学　鹿野繁樹 Wholesale Transactions under Economies and Diseconomies of Scope in Search Activities in a Model of Search and Match
慶應義塾大学院 牧岡茂（白井義昌）

一橋大学　黒崎卓、一橋大学大学院　Hidayat Ullah Khan Dynamic Voluntary Advertising and Vertical Product Quality
討論者　政策研究大学院大学　松本朋哉 京都大学大学院 亀井慶太（柴田章久）、 京都大学大学院 天龍洋平

The Economics of Cannibalization
関西学院大学 北村亮真、 関西学院大学 新海哲哉

The effect of advertisement competition; a case of mixed oligopoly market
座長　　名古屋大学　根本二郎 東京大学大学院 砂田健揚（松村敏弘）

投資を通じたコミットメントと生存戦略：銭湯産業を事例として
九州産業大学　北沢良継 金沢星稜大学 花田真一

討論者　日本大学　乾友彦
The Effect of Technological Diversification and Business Diversification on Performance

神戸大学大学院 ソンジョンヒョン（萩原泰治）
科学技術政策研究所　池内健太、一橋大学　岡室博之

討論者　慶應義塾大学　太田聰一
都市・地域・交通 会場 学生会館（ホール）

独立行政法人経済産業研究所　小西葉子、京都大学　西山慶彦 Highway and Regional Development in Peripheral Regions: Evidence from China's County Level Data
討論者　名古屋大学　根本二郎 東北大学 徐航天（E）、 東北大学 中島賢太郎

「1000円高速」割引の費用便益分析―ＯＤデータを用いた需要関数の推定とトラカンデータを用いた速度関数の推定―
上智大学大学院 功刀祐之（有村俊英）、 日本大学 浅田義久、 早稲田大学 有村俊英、 明海大学 藤原徹

Solitary city
座長　　京都大学　依田高典 大阪大学大学院 大城淳（山本和博）

国立社会保障・人口問題研究所　暮石渉、大阪府立大学　若林緑 法と経済学 会場 学生会館（ホール）
討論者　大阪大学　池田新介

Administrative trial for patent invalidation and Value of patented inventions．
一橋大学大学院 佐々木通孝（相澤英孝）

大阪大学　山田克宣、Banco de Mexico　Adrian de la Garza、
Collegio Carlo Alberto　Giovanni Mastrobuoni、早稲田大学　Atsushi Sannabe

討論者　慶應義塾大学　大垣昌夫 社会保障・所得分配 会場 学生会館（ホール）

Poisson Analysis of Suicide in Japan using Municipal Data
慶應義塾大学　大垣昌夫、James Madison University　Vipul Bhatt 東京大学大学院／日本学術振興会 菅野（松山）早紀（澤田康幸）、 University of Wisconsin-Madison 松木祐介

討論者　京都大学　依田高典

医療経済 会場 学生会館（ホール）

国民健康保険における保険者間租税競争 ―市町村合併を利用した識別―
座長　　一橋大学　石川城太 医療経済研究機構 高久玲音
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大阪大学　阿部顕三 マクロ・財政金融政策 会場 学生会館（ラウンジ）

座長　　京都大学　照山博司 Strategic Behavior of Federal Open Market Committee Board Members: Evidence from Members' Forecasts
早稲田大学 中園善行（J)

慶応義塾大学　太田聰一 Spatial Dependence in Regional Business Cycles: Evidence from Mexican States
神戸大学大学院 近藤恵介（J)（浜口伸明）

座長　　東京大学　市村英彦
Time-varying Effect of Fiscal Policy in Japan

一橋大学大学院 森田裕史（J)（塩路悦朗）
財務総合政策研究所　宇南山卓

Financial shocks in Japan : A case for a small open economy
京都大学大学院 趙玥（柴田章久）

異質な既存企業によるイノベーション
大阪大学大学院 大木一慶（祝迫達郎）、 大阪大学 祝迫達郎

Effects of Factor Adjustment Costs in the Japanese Economy
京都大学大学院 溝端泰和（J)（照山博司）

Politico economic equilibrium: Dynamic general equilibrium analysis about public capital and regional allocation
東京大学大学院 今泉允聡（岩本康志）

Job Polarization and Jobless Recoveries in Japan
京都大学大学院 豊田宏樹（中嶋 智之）、 京都大学 古川陽介

Measuring the Systemic Risk in Interfirm Transaction Networks
一橋大学大学院 間真実（植杉威一郎）、 一橋大学 植杉威一郎

財のオンライン市場のエージェントモデル
筑波大学 水野貴之、 一橋大学 楡井誠、 東京大学 渡辺努

The Capacity Utilization and the Effect of Energy Price Shock in Japan
一橋大学大学院／内閣府経済社会総合研究所 新関剛史（阿部修人）

公共経済・財政 会場 学生会館（ラウンジ）

Prospects for Trade in Intermediates and Trade in Services: What Does the Gravity Model of Bilateral Trade Tell Us?
大阪大学大学院 矢根遥佳（E）（利博友）

Optimal labor and capital income taxation without commitment
大阪大学大学院 森田薫夫（西村幸浩）

所得課税における控除の実態-マイクロシミュレーションによる分析-
関西学院大学大学院 金田陸幸（J)（上村敏之）

Do Child Benefits Benefit Children?  An Empirical Analysis of DPJ's 'Kodomo Teate' Programme
東京大学大学院 戸矢通義（岩本康志）

Political Economy of Investment Decisions and Economic Development
大阪大学大学院 八田雄太郎（祝迫達郎）

金融・ファイナンス 会場 学生会館（ラウンジ）

日本企業の多角化と企業価値に関するパネルデータ分析
中央大学大学院 池田雄哉（本庄裕司）

Bank Reputation, Risk Taking, and Bank Runs: The Effect of Competition
大阪大学大学院 浅野康司（瀧井克也）

経済成長・発展 会場 学生会館（ラウンジ）

Technology Sourcing Activities of Foreign Subsidiaries and Productivity of Parent Firms: Firm-Level Analysis
大阪大学 中野雄介

The Role of Private Sector under Insecure Property Rights
京都大学大学院 天龍洋平（J)（柴田章久）

実験経済・行動経済学 会場 学生会館（ラウンジ）

Endogenous Time Preference, Educational Investment, and Parental Altruism
大阪大学大学院 張琳（J)（E）（池田新介）

A Simple Model for the Damage Caused by Ungrounded Rumors (Fuhyo-Higai)
早稲田大学大学院 高橋直浩（小西秀樹）

終身年金バイアスと厚生年金信頼度・公的年金満足度
ニッセイ基礎研究所 北村智紀、 ニッセイ基礎研究所 中嶋邦夫

The Hidden Costs of Control in the Field
大阪大学大学院／日本学術振興会 森知晴（J)（大竹文雄）、 大阪大学大学院 Sarunyu Jitsophon
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午後の部 15:00-17:00

情報と契約の経済学 会場 C12 座長　　東京大学　大湾秀雄

Optimal Strategy for Knowledge Creation by Collaborating with Consumer
同志社大学　八木匡

討論者　新潟大学　濱田弘潤

Controlling Transparency by Benefit Principle of Public Information
大阪大学　中村友哉、信州大学　荒戸寛樹、青山学院大学　堀健夫

討論者　明星大学　盛本圭一

A Dynamic Mechanism Design for Scheduling with Different Lengths of Use
大阪大学　佐野隆司(J)

討論者　神戸大学　宮川栄一

Relational Contracting and Endogenous Formation of Teamwork
京都大学　石原章史

討論者　東京大学　大湾秀雄

計量経済学 会場 A32 座長　　日本大学　中川雅之

Estimating Non-Spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series
一橋大学　山本庸平

討論者　Vanderbilt University　新谷元嗣

Finite Sample Performance of Principal Components Estimators for Dynamic Factor Models: 
Asymptotic and Bootstrap Approximations

Vanderbilt University　新谷元嗣
討論者　一橋大学　山本庸平

Boundary that Matters?: Causal Inference of the School Quality Effect on Land Prices
学習院大学　福元健太郎、筑波大学　吉田あつし

討論者　日本大学　中川雅之

家計規模の経済の推定：日本家計データのミクロ計量経済学的分析
筑波大学　浅野皙、筑波大学　呉佳一

討論者　財務総合政策研究所　宇南山卓

DSGE 会場 C11 座長　　慶應義塾大学　廣瀬康生

Time-Varying Wage Risk, Incomplete Markets, and Business Cycles
京都大学　高橋修平

討論者　明治大学　山田知明

On business cycles of variety and quality
University of Luxembourg　濵野正樹

討論者　上智大学　小阪（坂根）みちる

Bayesian Estimation of DSGE Models: Is the Workhorse Model Identified?
University of Kent　柴山克行、University of Kent　Evren Caglar、University of Kent　Jagjit S. Chadha

討論者　慶應義塾大学　廣瀬康生

Zero lower bounds and a Stackelberg problem: Stochastic analysis of unconventional monetary policy
駒澤大学　矢野浩一

討論者　長崎大学　工藤健

財政政策 会場 B21 座長　　一橋大学　佐藤主光

財政再建における増収措置と歳出削減の割合に関するAlesinaらの議論は我が国に適用されるのか？
一橋大学　國枝繁樹

討論者　関西学院大学　亀田啓悟

Fiscal Policy under Staggered Loan Contract
日本経済研究センター　高野哲彰、東海大学　平賀一希

討論者　神戸大学　小林照義

On the Effects of Tax Policy through Credit Channel
　木内祐輔

討論者　岡山商科大学　井田大輔

Fiscal Policy May Be Harmful When It Is Effective
東京大学　岩本康志

討論者　一橋大学　佐藤主光

マクロ実証１ 会場 A34 座長　　一橋大学　塩路悦朗

Regime Switches in Japanese Fiscal Policy: Markov-Switching VAR Approach
青山学院大学　高準亨、一橋大学大学院　森田裕史

討論者　内閣府　松前龍宜

What drives the recent fluctuations of Japan's output? A structural factor analysis on Japan's industrial productions
日本銀行　武藤一郎、日本銀行　中野章洋、日本銀行　熊野雄介

討論者　一橋大学　塩路悦朗

公共投資と製造業の設備投資行動―FAVAR アプローチによる検証―
流通科学大学　小塚匡文、東海大学　平賀一希、福山大学　藤井隆雄

討論者　大阪大学　小川一夫

日本の構造的失業率と需要不足失業率の推定
慶應義塾大学　江口允崇、慶應義塾大学　阿部龍斗、慶應義塾大学　寺本和弘

討論者　日本大学　安藤至大
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企業金融と金融機関 会場 C22 座長　　中央大学　本庄裕司

Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework
横浜国立大学　西出勝正、秋田県立大学　八木恭子

討論者　千葉工業大学　高嶋隆太

Real driver of trade credit
日本大学　鶴田大輔、神戸大学　内田浩史

討論者　中央大学　本庄裕司

企業倒産と債務不履行リスク: 金融機関の役割
神戸大学　畠田敬、神戸大学　柴本昌彦、京都文教大学　中尾田宏

討論者　一橋大学　植杉威一郎

Variety Expansion, Preference Shocks, and Financial Intermediaries
名古屋学院大学　菅原晃樹、明治学院大学　大野弘明

討論者　北海学園大学　田中仁史

労働 会場 C13 座長　　九州大学　今井亮一

Creaming Off Externality and Ex-Ante Candidates Filtering in Congested Job Market
名古屋商科大学　岩田正隆

討論者　九州大学　今井亮一

The Wage and Employment Adjustment Process in the Japanese  Labor Market: A VECM Approach
中京大学　増田淳矢、北九州市立大学　畔津憲司、神戸大学大学院　山田誠治

討論者　専修大学　中西泰夫

結婚が男性の労働時間に与える影響
慶應義塾大学　湯川志保

討論者　同志社大学　川口章

企業の業績・財務内容と賃金・雇用量に関する計量分析―経済産業省企業活動基本調査のミクロデータを用いて―
明海大学　伊藤伸介、上智大学　出島敬久、一橋大学　木下千大

討論者　北九州市立大学　林田実

産業組織の理論分析１ 会場 D21 座長　　大阪大学　松島法明

The More Firms, the More Insufficient Entry
大東文化大学　池田剛士

討論者　奈良県立大学　二替大輔

Inividual Transferable Quotas in Cournot Competition
阪南大学　奥村保規

討論者　南山大学　寶多康弘

Who benefits from resale-below-cost laws?
大阪大学大学院　宮岡暁(J)、大阪大学　松島法明

討論者　東京理科大学　海老名剛

Team competition and competition in team
鹿児島大学　川崎晃央、広島大学　岡村誠、立命館大学　大川隆夫

討論者　京都産業大学　北村紘

イノベーションと経済成長 会場 C21 座長　　神戸大学　春山鉄源

Modes of International Activities and the Innovativeness of Firms: 
An Empirical Analysis Based on the Japanese National Innovation Surveys for 2003 and 2009

専修大学　伊藤恵子、中央大学　羽田尚子
討論者　京都大学　神事直人

工場立地と民間・公的R&Dスピルオーバー効果： 技術的・地理的・関係的近接性を通じたスピルオーバーの生産性効果
専修大学　金榮愨、ルーベン大学　ルネ・ベルデルボス、NISTEP　池内健太、一橋大学　深尾京司、日本大学　権赫旭

討論者　東京経済大学　中村豪

Indeterminacy in an R&D-based Endogenous Growth Model with Nominal Wage Stickiness
早稲田大学　品川俊介(J)、早稲田大学　井上智洋

討論者　神戸大学　春山鉄源 

Rising longevity, human capital and fertility in overlapping generations version of an R&D-based growth model
神戸大学　橋本賢一、関西学院大学　田畑顕

討論者　名古屋市立大学　焼田党

経済史・経済学史 会場 A31 座長　　東京大学　岡崎哲二

Evolution of Corporate Networks in Japan during the Whole Twentieth Century
中央大学　鯉渕賢、東京大学　岡崎哲二

討論者　東京大学　渡辺努

天保の失敗:資源配分機能の非効率化
名古屋市立大学　横山和輝

討論者　東京大学　岡崎哲二

価格と所得の異時点間比較の方法
明治大学　八木尚志

討論者　流通科学大学　中谷武

社員総会 17:30-19:30 会場 A23
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6月23日（日曜日）
午前の部 9:00-11:00

ミクロ経済理論 会場 C12 座長　　京都大学　梶井厚志

Characterizing the Social Value of Information.
京都大学大学院 田中寛侑（J)（梶井厚志） 横浜国立大学　吉沢裕典(J)、一橋大学　宇井貴志

討論者　大阪大学　中村友哉

上智大学 山浦紘一（J) Saddle Functions and Robust Sets of Equilibria
大阪府立大学　宇野浩司、CORE, Universite, catholique de Louvain 　Vladyslav Nora

討論者　一橋大学　宇井貴志
一橋大学大学院 村山光太（宇井貴志）

Coalitional stochastic stability in games, networks and markets
会津大学　澤亮治

東京大学大学院 矢ケ崎将之（松井彰彦） 討論者　東京大学　尾山大輔

Consumer surplus analysis under uncertainty: a general equilibrium perspective
早稲田大学大学院 Phan Huu Viet（E）（Kubo Katsuyuki） グラスゴー大学　林貴志

討論者　京都大学　梶井厚志

マクロ経済・経済政策 会場 A31 座長　　北海道大学　戸村肇

Fiscal Stimulus in an Endogenous Job Separation Model
東京大学大学院 久保田昌幸（松島斉） 国際大学　宮本弘曉、国際大学　加藤竜太

討論者　九州大学　今井亮一

京都大学大学院 星野哲也（関口格） Exchange rate and prices in a dynamic two country model of bilateral oligopoly
一橋大学　塩路悦朗、大東文化大学　内野泰助

討論者　千葉経済大学　岡野衛士
神戸大学大学院 日野喜文（宮原泰之）

An Alternative Explanation for Japan's Lost Decade: DSGE Analysis of the Long-run Stagnation Model
内閣府経済社会総合研究所　難波了一、内閣府経済社会総合研究所　松前龍宜、大阪経済大学　小川 貴之、大阪大学　小野善康

討論者　明星大学　盛本圭一

京都大学 吉村有博、 小樽商科大学 劉慶豊、 京都大学 奥井亮 Institutional Designs to Alleviate Liquidity Shortages in a Two-Country
日本銀行　藤木裕

討論者　北海道大学　戸村肇
慶應義塾大学大学院 谷口みゆき（J)（コリン・マッケンジー）

租税政策 会場 C21 座長　　近畿大学　小川禎友

京都大学大学院 岩澤政宗（西山慶彦） Optimal Dynamic Nonlinear Income Taxes: Facing an Uncertain Future with a Sluggish Government
東京大学　藤嶋翔太、Washington University in St. Louis　Marcus Berliant

討論者　静岡大学　高松慶裕
一橋大学大学院／日本学術振興会特別研究員 荒木祥太（J)（川口大司）

Trade Structure and Growth Effects of Tax Policy in a Two-Country World
小樽商科大学　天野大輔、京都大学　三野和雄、北海道大学　板谷淳一

一橋大学 山崎大輔、 一橋大学 黒住英司 討論者　立命館大学　後閑洋一

人口構造の変化に伴う社会保険料増加が将来の所得税の課税ベースに与える影響 
東京大学大学院 黒瀬雄大（J)（大森裕浩）、 東京大学 大森裕浩 ― マイクロ・シミュレーションの手法を用いた将来推計 ―

財務総合政策研究所　松田和也、財務総合政策研究所　大関由美子、財務総合政策研究所　上田淳二
討論者　京都産業大学　八塩裕之

東京大学大学院 広瀬要輔（J)（大森裕浩）
Tax Effects in a Two-region Model of Monopolistic Competition

香川大学　高塚創
東京大学大学院 三崎広海（J)（国友直人） 討論者　名古屋大学　小川光

国際金融 会場 D21 座長　　大阪大学　小川一夫

Exchange Rate Exposure and Exchange Rate Risk Management - the case of Japanese exporting firms
学習院大学　清水順子、東京大学　伊藤隆敏、中央大学　鯉渕賢、横浜国立大学　佐藤清隆

名古屋大学大学院 沖本まどか（J)（多和田眞） 討論者　大阪大学　小川一夫

Financial Cycles in Emerging Asia: An Analysis using Financial Conditions Index
一橋大学大学院 加藤隼人（石川城太） 大阪大学大学院　新開潤一(J)

討論者　神戸大学　岩壺健太郎

大阪大学大学院 倪彬（E）（大槻恒裕） 中国株式市場と各主要市場の連動性とボラティリティ:QFIIとQDII制度の導入の効果について
福岡大学大学院　劉偉(山崎好裕)
討論者　京都産業大学　猪口真大

横浜国立大学大学院 桑波田浩之（J)（冨浦英一）
Credit Constraints, Firm Entry, and Exchange Rate Pass-Through

上智大学　小阪（坂根）みちる
大阪大学大学院 澤田有希子（二神孝一） 討論者　神戸大学　北野重人

国際貿易論 会場 C13 座長　　University of Wisconsin-Madison　鎌田　伊佐生

Rules of origin and uncertain cost of compliance
尾道市立大学　髙内一宏、長崎県立大学　水野倫理

慶應義塾大学大学院 小林徹（J)、 明海大学 佐藤一磨 討論者　一橋大学　石川城太

Did the LDC countries benefit from Duty-free Quota-free access to the Japanese market?
大阪大学大学院 明坂弥香（大竹文雄） アジア経済研究所　伊藤匡

討論者　学習院大学　椋寛

東京大学大学院 澤田真行（澤田康幸） Investment Uncertainty, Capacity Constraint, and International Trade: Putty-Clay in a Ricardian Model
University of Iowa　石瀬寛和

討論者　一橋大学　古沢泰治
東京大学大学院／日本学術振興会特別研究員 菅原慎矢（J)

The Structure of Bilateral Commodity Trade: the Role of Extensive Margins in Revealed Comparative Advantage
University of Wisconsin-Madison　鎌田伊佐生、University of Pittsburgh　Steven Husted、

West Virginia University　Shuichiro Nishioka
慶應義塾大学大学院 萩原里紗（J)（樋口美雄） 討論者　横浜国立大学　清田耕造
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産業組織の理論分析２ 会場 C11 座長　　東京大学　松村敏弘
神戸大学大学院 二木美苗（田中康秀）

Existence and Uniqueness of Equilibrium in Asymmetric Contests with Endogenous Prizes
大東文化大学　平井秀明(J)、University of Pécs　Ferenc Szidarovszky

一橋大学大学院 朴香丹（阿部修人） 討論者　新潟大学　山崎剛志

Patents and trademarks as quality signal
慶應義塾大学大学院 何芳（樋口美雄） 大東文化大学　土橋俊寛

討論者　一橋大学　青木玲子

東京大学大学院 工藤嵩泰（澤田康幸） Alternative Objectives of Oligopoly: Aggregate Game
北海道大学　板谷淳一

討論者　東京大学　松村敏弘
大阪大学大学院 田中征史（祝迫達郎）

Multimarket Contact under Demand Fluctuations: A Limit Result
京都大学　関口格

お茶の水女子大学大学院 田中規子 討論者　東京大学　佐々木弾

都市経済 会場 C22 座長　　東京大学　田渕隆俊
東京大学大学院 松山普一（市村英彦）

震災復興の財源・政策による被災地の地域経済に及ぼす影響分析
株式会社現代文化研究所　沖山充、筑波大学　徳永澄憲、麗澤大学　阿久根優子

討論者　大阪大学　山本和博

規制緩和と安全：タクシー需給調整規制撤廃のケース
慶應義塾大学院 牧岡茂（白井義昌） 明治学院大学　斉藤都美

討論者　明海大学　藤原徹

京都大学大学院 亀井慶太（柴田章久）、 京都大学大学院 天龍洋平 移住によるスキルのソーティングと地域間賃金格差: 日本の個票データによる分析
東北大学　中島賢太郎、政策研究大学院大学　岡本亮介

討論者　大阪大学　佐藤泰裕
関西学院大学 北村亮真、 関西学院大学 新海哲哉

Economic geography, endogenous fertility and agglomeration
大阪学院大学　森田忠士、大阪大学　山本和博

東京大学大学院 砂田健揚（松村敏弘） 討論者　名古屋市立大学　焼田党

医療費・介護費・保険料 会場 A32 座長　　国立社会保障・人口問題研究所　泉田信行
金沢星稜大学 花田真一

医療・介護保険の平準保険料方式への移行
京都産業大学　福井唯嗣、東京大学　岩本康志

神戸大学大学院 ソンジョンヒョン（萩原泰治） 討論者　一橋大学　小塩隆士

Geographical Variation and Convergence of Japanese Medical Cost
慶應義塾大学　姉川知史

討論者　早稲田大学　野口晴子

東北大学 徐航天（E）、 東北大学 中島賢太郎 高齢者の世帯構造が医療需要と医療費に及ぼす影響－高齢者パネルデータに基づく推計と社会保障財政に関する考察
国立社会保障・人口問題研究所　金子能宏

討論者　兵庫県立大学　菅万理
上智大学大学院 功刀祐之（有村俊英）、 日本大学 浅田義久、 早稲田大学 有村俊英、 明海大学 藤原徹

通所リハビリテーションのアクセス改善が介護費に与える影響
富山大学　両角良子、学習院大学　鈴木亘、中京大学　湯田道生、東京大学　岩本康志

大阪大学大学院 大城淳（山本和博） 討論者　成城大学　河口洋行

チュートリアル・セッション「マクロ時系列分析」 会場 A34 座長　　大阪大学　谷崎久志

マルコフスイッチングモデルのマクロ経済・ファイナンスへの応用
一橋大学　沖本竜義

一橋大学大学院 佐々木通孝（相澤英孝）

VARモデルの構造的マクロ経済モデル(動学的確率的一般均衡モデルを含む)への応用
東京大学　加納隆

東京大学大学院／日本学術振興会 菅野（松山）早紀（澤田康幸）、 University of Wisconsin-Madison 松木祐介 粒子フィルターとその応用
駒澤大学　矢野浩一

医療経済研究機構 高久玲音 日本経済学会・中原賞講演 11:10-11:55 会場 C21
司会　　東京大学　松井彰彦

Modified Likelihood Ratio Test for Regime Switching
報告者　東京大学　下津克己

早稲田大学 中園善行（J) 日本経済学会・石川賞講演 12:00-12:45 会場 C21
司会　　大阪大学　大竹文雄

神戸大学大学院 近藤恵介（J)（浜口伸明） 法制度とマクロ経済
報告者　東京大学　柳川範之

一橋大学大学院 森田裕史（J)（塩路悦朗）

9



会員総会 13:35-13:50 会場 C21

座長　　京都大学　梶井厚志

午後の部 14:00-16:00
横浜国立大学　吉沢裕典(J)、一橋大学　宇井貴志

討論者　大阪大学　中村友哉 選好と意思決定 会場 D21 座長　　横浜国立大学　武岡則男

生存価値・人生価値・人間行動研究
大阪府立大学　宇野浩司、CORE, Universite, catholique de Louvain 　Vladyslav Nora 明海大学　影山純二

討論者　一橋大学　宇井貴志 討論者　富山大学　両角良子

Ambiguous temptation and self-control
会津大学　澤亮治 名古屋大学　立石寛

討論者　東京大学　尾山大輔 討論者　横浜国立大学　武岡則男

グラスゴー大学　林貴志
討論者　京都大学　梶井厚志

座長　　北海道大学　戸村肇

国際大学　宮本弘曉、国際大学　加藤竜太
討論者　九州大学　今井亮一 マクロ経済理論 会場 C11 座長　　京都大学　三野和雄

Lucas (1972)モデルにおける複数均衡
一橋大学　塩路悦朗、大東文化大学　内野泰助 南山大学　松井宗也

討論者　千葉経済大学　岡野衛士 討論者　立命館大学　平口良司

「流動性の罠」モデルにおけるカオス：シルニコフの定理の適用
内閣府経済社会総合研究所　難波了一、内閣府経済社会総合研究所　松前龍宜、大阪経済大学　小川 貴之、大阪大学　小野善康 大東文化大学　都築栄司、早稲田大学　品川俊介、早稲田大学　井上智洋

討論者　明星大学　盛本圭一 討論者　日本大学　吉田博之

ゼロ金利下で量的緩和政策は有効か？
日本銀行　藤木裕 早稲田大学　井上智洋、早稲田大学　品川俊介、大東文化大学　都築栄司、東京電機大学　上浦基

討論者　北海道大学　戸村肇 討論者　立命館大学　松尾匡

座長　　近畿大学　小川禎友 割引率と習慣形成
野村総合研究所　山口臨太郎
討論者　京都大学　三野和雄

東京大学　藤嶋翔太、Washington University in St. Louis　Marcus Berliant
討論者　静岡大学　高松慶裕 マクロ実証２ 会場 A31 座長　　早稲田大学　上田貴子

雇用主の独占力、不完全な企業統治及び過剰資本蓄積について：中国経済のケース
小樽商科大学　天野大輔、京都大学　三野和雄、北海道大学　板谷淳一 一橋大学大学院　顧濤(J)

討論者　立命館大学　後閑洋一 討論者　法政大学　胥鵬

日本における男女別の労働ウェッジ
大東文化大学　郡司大志、法政大学　宮崎憲治

財務総合政策研究所　松田和也、財務総合政策研究所　大関由美子、財務総合政策研究所　上田淳二 討論者　関西大学　稲葉大
討論者　京都産業大学　八塩裕之

若年者の直面する雇用・所得リスクに関する一考察　-パネルデータと予備的貯蓄モデルを用いた動学分析-
一橋大学　阿部修人

香川大学　高塚創 討論者　早稲田大学　上田貴子
討論者　名古屋大学　小川光

座長　　大阪大学　小川一夫

学習院大学　清水順子、東京大学　伊藤隆敏、中央大学　鯉渕賢、横浜国立大学　佐藤清隆 地方支出効率化と自治体合併 会場 C21 座長　　慶應義塾大学　土居丈朗
討論者　大阪大学　小川一夫

Asymmetric local government consolidations with heterogeneous local public goods
中京大学　古川章好

大阪大学大学院　新開潤一(J) 討論者　九州大学　宮崎毅
討論者　神戸大学　岩壺健太郎

Public-Private Partnerships: Multiple Tasks at the Operation Stage
流通科学大学　大島考介

福岡大学大学院　劉偉(山崎好裕) 討論者　東京大学　柳川範之
討論者　京都産業大学　猪口真大

Cost Reductions from Municipal Consolidation: Evidence from Japan
九州大学　宮崎毅

上智大学　小阪（坂根）みちる 討論者　帝塚山大学　竹本亨
討論者　神戸大学　北野重人

座長　　University of Wisconsin-Madison　鎌田　伊佐生
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尾道市立大学　髙内一宏、長崎県立大学　水野倫理 FDIと国際貿易 会場 C13 座長　　学習院大学　若杉隆平
討論者　一橋大学　石川城太

Effects of Ownership on Exports and FDI: Evidence from Chinese Firms
学習院大学　若杉隆平、経済産業研究所　張紅咏

アジア経済研究所　伊藤匡 討論者　横浜国立大学　冨浦英一
討論者　学習院大学　椋寛

Impact of supply chain network structure on FDI:　Theory and evidence
名古屋市立大学　伊藤亮、東北大学　中島賢太郎

University of Iowa　石瀬寛和 討論者　慶應義塾大学　中嶋亮
討論者　一橋大学　古沢泰治

Productivity and Decision to conduct Vertical FDI: Evidence from Japanese Firm-level Data
慶應義塾大学　松浦寿幸、ジェトロ・バンコク研究センター　早川和伸

University of Wisconsin-Madison　鎌田伊佐生、University of Pittsburgh　Steven Husted、 討論者　経済産業研究所　田中鮎夢
West Virginia University　Shuichiro Nishioka

討論者　横浜国立大学　清田耕造 POLICY LIBERALIZATION AND FDI PERFORMANCE: EVIDENCES FROM SAFTA AND ASEAN MEMBER COUNTRIES
立命館大学　稲葉和夫(E)、立命館大学大学院　Muhammad Shariat Ullah

座長　　東京大学　松村敏弘 討論者　名古屋市立大学　伊藤亮

教育効果の推計 会場 A32 座長　　一橋大学　川口大司
大東文化大学　平井秀明(J)、University of Pécs　Ferenc Szidarovszky

討論者　新潟大学　山崎剛志 Estimating Return to Education Using the Sample of Twins
東北大学　中室牧子、日本大学　乾友彦

討論者　山形大学　窪田康平
大東文化大学　土橋俊寛

討論者　一橋大学　青木玲子 幼稚園・保育所・保育年数が子どもの教育パフォーマンスに及ぼす効果：子どものミクロデータに基づく実証研究
慶應義塾大学　赤林英夫、帝京大学　敷島千鶴、日本女子大学　山下絢

討論者　一橋大学　小塩隆士
北海道大学　板谷淳一

討論者　東京大学　松村敏弘 Life-cycle Productivity of Industrial Inventors: Education and Other Determinants
大阪工業大学　大西宏一郎、一橋大学　長岡貞男

討論者　一橋大学　川口大司
京都大学　関口格

討論者　東京大学　佐々木弾

座長　　東京大学　田渕隆俊

経済成長 会場 C22 座長　　大阪大学　二神孝一
株式会社現代文化研究所　沖山充、筑波大学　徳永澄憲、麗澤大学　阿久根優子

討論者　大阪大学　山本和博 Structural Change and Constant Growth Path in a Three-Sector Growth Model with Three Factors
姫路獨協大学　室和伸

討論者　熊本学園大学　坂上智哉
明治学院大学　斉藤都美

討論者　明海大学　藤原徹 Jump from trap to take-off in Endogenous variety-expanding growth model with Leisure
東京福祉大学　保原伸弘

討論者　大阪大学　二神孝一
東北大学　中島賢太郎、政策研究大学院大学　岡本亮介

討論者　大阪大学　佐藤泰裕 Political Donation, Intellectual Property Rights, and Economic Growth
金沢大学　池下研一郎

討論者　関西大学　土居潤子
大阪学院大学　森田忠士、大阪大学　山本和博

討論者　名古屋市立大学　焼田党

座長　　国立社会保障・人口問題研究所　泉田信行

環境と災害 会場 C12 座長　　早稲田大学　小西秀樹
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 Long-Run Effect of Emissions Trading on Green R&D
一橋大学　和久津尚彦

討論者　成蹊大学　山上浩明
慶應義塾大学　姉川知史

討論者　早稲田大学　野口晴子 国際環境関連財市場における環境政策とロビイングについて
大阪経済法科大学　前鶴政和

討論者　早稲田大学　小西秀樹
国立社会保障・人口問題研究所　金子能宏

討論者　兵庫県立大学　菅万理 Can urban pollution shrink rural districts? 
徳島大学　内藤徹、中京大学　大森達也

討論者　西南学院大学　三宅伸治
富山大学　両角良子、学習院大学　鈴木亘、中京大学　湯田道生、東京大学　岩本康志

討論者　成城大学　河口洋行 自然災害による経済被害と経済・社会的要因との関連性：都道府県別パネルデータを用いた実証分析
（財）アジア太平洋研究所　林万平

座長　　大阪大学　谷崎久志 討論者　名古屋市立大学　外谷英樹

医療・就労と健康 会場 A34 座長　　京都大学　後藤励
一橋大学　沖本竜義

救急活動における病院収容時間と除細動利用が救命率に与える影響について：
ウツタイン統計データによる2方程式プロビット・モデル分析

九州大学　瀧本太郎、宇都宮大学　阪田和哉、兵庫県立大学　中嶌一憲、
東京大学　加納隆 岡山大学　生川雅紀、東北文化学園大学　坂本直樹、東北大学　阿部雅浩

討論者　千葉大学　齋藤裕美

Does Telecare have Long-term Economic Effect on Health?: 
駒澤大学　矢野浩一 Analysis of Difference-in-Difference Propensity Score Matching (DID-PSM)

大阪大学　明松祐司(J)、兵庫県立大学　辻正次
討論者　東京大学　市村英彦

Occupation, Retirement and Cognitive Functioning
立命館大学　坂田圭、明星大学　梶谷真也、慶應義塾大学　コリン・マッケンジー

司会　　東京大学　松井彰彦 討論者　早稲田大学　野口晴子

報告者　東京大学　下津克己
* 氏名の後の（J)はジョブセミナー報告であることを、（E）は報告言語が英語であることを、氏名の後の括弧内は推薦者氏名を、大学名の
後の（名）は当該大学の名誉教授であることをそれぞれ示す。

司会　　大阪大学　大竹文雄 * 各セッションにおける報告者の報告時間は15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分です。
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