
1ミクロ理論・数理経済
●General Equilibrium Model with Information Asymmetry and 　　
　Commodity-Information Technologies   
　　大阪大学大学院　塩澤康平、大阪大学　浦井憲、
　　同志社大学　吉町昭彦
●An Extension of von Neumann Growth Model: 
　Capital Accumulation, Money and Consumption 
　with Infinitely Many Kinds of Activities and Commodities
　　大阪大学大学院　村上裕美、大阪大学　浦井憲、
　　大阪大学　景山悟
●Should Brand Firms Always Take Leadership?
　　大阪大学大学院　潘聡(E)(松島法明)
●Self-targeted redistribution: 
　Pareto optimal in-kind transfers and  their effects on labor supply  
　　早稲田大学大学院　松井潤 (須賀晃一)
●Choice with Multi-Rationale: 
　An Approach to Choice Procedure  Analysis   
　　東京大学大学院　橋立洋祐 (松井彰彦)
●Fixed point theorems, Recursive Utility and the Solution to the 
　Bellman Equation     
　　慶應義塾大学大学院　八尾政行 (尾崎裕之)
●Dynamic Monetary Search Model with Productive Capital and 
　Non-Superneutrality     
　　早稲田大学大学院　清水弘幸 (J)(嶋村紘輝)
●Optimal Funded Pension for Consumers with Heterogeneous 
　Self-Control     
　　神戸大学大学院 熊代和樹 (宮川栄一)

2ゲーム理論
●Eliminations of Dominated Strategies and Inessential Players: 
　an Abstraction Process     
　　早稲田大学大学院 劉水歌、早稲田大学　金子守
●Full Surplus Extraction and Costless Information Revelation 
　in Dynamic Environments    
　　東京大学大学院 野田俊也 (松島斉)
●Bargaining with Deadline Extension   
　　東京大学大学院 吉田雅裕 (E)(神取道宏)
●Commitment-Revision Games    
　　東京大学大学院 矢ヶ崎将之 (市村英彦)、東京大学　野田俊也
     3統計・計量
●Semiparametric Model Averaging by Mallows Cp criterion  
　　京都大学大学院　吉村有博 (J)(西山慶彦)
●A temporal difference method to solve dynamic discrete choice 　
　models with the curse of dimensionality   
　　東京大学大学院　今泉允聡 (下津克己)

●Partial Identification of Average per-unit Treatment Effects Using 
　Instrumental Variables    
　　京都大学大学院　崔庭敏 (西山慶彦) 

4応用ミクロ計量
●Identifying the Effects of Grants on Local Expenditures and  Policies 
 　in the Presence of Grant Endogeneity and Grant Effect 
　 Heterogeneity
　　Uppsala University　安藤道人 (J)(Matz Dahlberg)
●生活保護と居住地選択     
　　東京大学大学院　寺田和之 (岩本康志)   
●Estimation of college premium controlling for endogeneity in 
　educational choice and working decision using nonparametric 　
　bounds
　　東京大学大学院　奥山陽子 (市村英彦)
●私立大学等経常費補助金と大学の学習・生活環境に関する実証分析 
　　九州大学大学院　姉川恭子 (浦川邦夫)
●The effect of Division and Conversion of application in Japanese 　
　atent law system     
　　一橋大学大学院　佐々木通孝 (勇上和史)
●What determined the manufacturing location in post-war Japan? 
　　慶應義塾大学大学院　渡部雄太 (木村福成)
●地域アメニティの同質性・異質性と人口移動パターンの分析  
　　大阪大学大学院　當麻雅章 (佐藤泰裕)
●Which has stronger impacts on regional segregation: Benefits from 
　industrial agglomeration or ethno-linguistic clustering?  
　　東京大学大学院　中川万理子 (田渕隆俊)

5マクロ・財政金融政策
●The non-negative constraint on the nominal interest rate and 
　the effects of monetary policy    
　　神戸大学大学院　蓮井康平 (地主敏樹)
●Optimal disaster-preventing expenditure in a dynamic and 　
　stochastic model     
　　大阪大学大学院　本山卓実 (祝迫達郎)
●Bank Runs and Asset Price Collapses   
　　京都大学大学院　豊田宏樹 (J)(中嶋智之)
●Fiscal Policy and Debt Sustainability in an Endogenous Growing 
　Economy
　　名古屋大学大学院　上口晃 (小川光)
●所得課税における税率と控除の再分配効果   
　　関西学院大学大学院　金田陸幸 (J)(上村敏之)
●The central government-led fiscal competition   
　　東京大学大学院　山本航 (J)(井堀利宏)

6金融・ファイナンス
●"Determinants of accessing, obtaining formal credit and formal credit 
　constraint: Evidence from Vietnamese Small and Medium Enterprises" 
　　神戸大学大学院　CAO THI KHANH NGUYET (地主敏樹)
●An Empirical Study of Liquidity and Return Autocorrelations on Chinese
　 Stock Market     
　　立命館大学大学院　楊晨 (堀敬一)
●金融機関の競争が新規参入企業の廃業率に与える影響に関する研究
　　名古屋大学大学院　大鐘雄太 (家森信善)
●リレーションシップバンキングと中小企業融資の活性化 
　―日本と中国の比較研究―    
　　神戸大学大学院　劉亜静 (地主敏樹)

7国際貿易・直接投資
●Locally Hired Teacher, Government Employed Teacher and Pupil's 
　Education Outcome in Kenya Public Primary Schools  
　　大阪大学大学院　若野綾子 (山田浩之)
●The effect of an increase in imports from China on the regional labor 
　markets in Japan     
　　東京大学大学院　坂本美南 (Michal Fabinger)
●The impact of labor market frictions on industrial agglomeration 　　　
　　一橋大学大学院　加藤隼人 (石川城太)、ペンシルバニア州立大　牧岡亮
●The Division of Labor and The Impact of Intra-Industry Trade on Firm 
　Productivity and Social Welfare    
　　京都大学大学院　新宅公志 (J)(神事直人)
●International Trade, General Oligopolistic Equilibrium, 
　and Unemployment     
　　京都大学大学院　亀井慶太 (J)(柴田章久)

8労働・家計
●An empirical analysis of the effect of increasing male wage inequality 
　on female marriage behavior in Japan   　　　
　　神戸大学大学院　佐々木昇一 (勇上和史)
●Crime, Search and Rehabilitation    
　　大阪大学大学院　大津優貴 (佐藤泰裕)
●非正規労働者の訓練機会に関する実証分析
　―雇用形態が仕事の割り当てに及ぼす影響を考慮して―  
　　京都大学大学院　郭秋薇 (遊喜一洋)
●シングルマザーの就職活動、応募求人条件と賃金の関係
　－WEB求人広告サービスの業務データを用いた計量分析  
　　慶應義塾大学　小林徹
●結婚プレミアム：KHPSを用いた再検証   　　　
　　一橋大学大学院　孫亜文 (川口大司)
●Does Job Search Duration Affect Job Tenure in the First Job? 
　Evidence from College and University Graduates in Japan  
　　大阪大学大学院　永野満大 (小原美紀)
●男性無業率上昇因としての高齢者介護 
　―『社会生活基本調査』匿名データを用いた分析―   
　　東京大学大学院　高橋主光 (J)(玄田有史)
●Exploring Substitutability across age groups and College-High school 
　wage gap     　　　
　　大阪大学大学院　金柱奉(大竹文雄)
●女性の配置と賃金・昇進-人事パネルデータを用いた職域分離の検証 
　　東京大学大学院　佐藤香織 (大湾秀雄)、九州大学　橋本由紀
●技術的ショックが労働時間と職業の分極化に及ぼす影響  
　　大阪大学大学院　米倉頌人 (谷崎久志)
●教育制度、階層移動および人的資本蓄積の政治経済学的分析  
　　大阪大学大学院　内田雄貴 (小野哲生)

9産業組織
●Revisit to Menu Pricing: Specialization to Shipping or Shopping 　 　 　
　　東京大学大学院　安井佑太 (松村敏弘)
●Multi product competition in vertically related industries  
　　大阪大学大学院　吉田翔平 (松島法明)
●Cournot--Bertrand Comparison in a Mixed Oligopoly  
　　東京大学大学院　原口純一、東京大学　松村敏弘
●Opening Hours and Quality Choices   　 　 　
　　大阪大学大学院　山田麻以 (松島法明)

10経済発展
●Inverted U relationship between inequality and economic performance 
　　大阪大学大学院　松本雄一郎 (二神孝一)
●Emigration, Return Migration and Informal Insurance in the Origin 
　　北海道大学大学院　山田大地 (樋渡雅人)
●Wage Indeterminacy in Occupational Choice   
　　大阪大学大学院　冨田慶 (二神孝一)
●The Effect of User Fee Reduction on Health Care Delivery -Evidence 
　from the 10/20 Policy in Kenya-    
　　東京大学　泉佑太朗 (澤田康幸)
●Risk of Transitory Food Insecurity in Indonesia: Food Demand Estimation
　 and Assessment of Selected Scenarios   
　　大阪大学大学院　小川弘昭 (阿部顕三)、OECD　Jesús Antón、
　　OECD　Shingo Kimura

11経済成長
●A patentability requirement and industries targeted by R&D  
　　大阪大学大学院　岸慶一 (祝迫達郎)
●A Schmpeterian Growth Model with Financial Intermediaries  
　　大阪大学大学院　須永美穂 (二神孝一)
●R&D subsidy and public education in an OLG economy 
　with an occupational choice    
　　大阪大学大学院　森本貴陽 (二神孝一)
●Intellectual Property Rights Protection and Economic Growth  
　　京都大学大学院　丹羽寿美子 (柴田章久)
●Public education, endogenous fertility and economic growth  
　　東北大学大学院　釈野晃 (堀井亮)
●The long-term effect of curriculum guideline on educational attainment
　　横浜国立大学　張世頴 (大森義明)

12環境
●環境改善技術協定にR&D投資費用がもたらす影響   
　　九州大学大学院　梶田知沙 (藤田敏之)
●A CGE Analysis of Global Warming Damage: A Case of Biodiversity 
　　東京農工大学　山浦紘一、上智大学　鷲田豊明、上智大学　坂上紳
●Health costs, maintenance costs and a tax scheme in an OLG economy 
　　慶應義塾大学大学院　檀原浩志 (J)(尾崎裕之)
●The diffusion of clean technology: 
　the effects of consumers'environmental awareness and emission taxes 
　　京都大学大学院　孫文君、京都大学　神事直人
●Regional and Sectoral Impacts of Climate Change under International 
　Climate Agreements: A Computable General Equilibrium Modeling 
　for Non-Cooperative and Bargaining Solutions   
　　上智大学大学院　坂上紳 (J)、上智大学　鷲田豊明、
　　東京農工大学　山浦紘一
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４Ｆポスターセッション　配置案内図
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それぞれ示します。
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