
5月23日（土曜日）
午前の部 9:30-11:00

ゲーム理論 会場：F271 座長　　東北大学　大瀬戸真次

Strategy-Proof Rule in Probabilistic Allocation Problem of an Indivisible Good and Money
大阪大学　橋本和彦 (J)

討論者　東北大学　大瀬戸真次

Prospect theory Nash bargaining solution and its stochastic stability
会津大学　澤亮治

討論者　東京大学　藤嶋翔太

復興財政，死刑の抑止効果，消費税 会場：F275 座長　　東北大学　森田果

復興の財政負担と社会的費用に関する動学的応用一般均衡分析: 台湾北部のケース
政策研究大学院大学　細江宣裕、政策研究大学院大学　黄俊揚

討論者　京都産業大学　武田史郎

日本における死刑と厳罰化の犯罪抑止効果の実証分析
駒澤大学　村松幹二、ハワイ大学　David　Johnson、駒澤大学　矢野浩一

討論者　東北大学　森田果

消費税率の引き上げと消費者物価
拓殖大学　白石浩介

討論者　大阪市立大学　滋野由紀子

高齢化社会における公共政策 会場：F375 座長　　東京大学　岩本康志

Pay-as-you-go Social Security and Child Allowances
岡山大学　岡本章

討論者　東京大学　岩本康志

Pay As You Go Pension System  with Heterogeneous Households  -Capital Accumulation, Welfare, and Income Inequality-
神戸市外国語大学　藤井隆雄、福山大学　入谷純

討論者　神戸大学　中村保

公的介護サービス利用率の地域差の動学分析
広島大学　二村博司(矢野順治)、広島大学大学院　杜赫

討論者　熊本学園大学　坂上智哉

HRMと男女間格差 会場：B351 座長　　学習院大学　脇坂明

日本・中国・韓国企業において「女性活躍」が収益性および生産性に及ぼす影響に関する実証分析
産能短期大学／産業能率大学　石塚浩美

討論者　東京大学　朝井友紀子

正規社員の昇進における男女間の格差およびその決定要因―従業員と企業のマッチングデータに基づく実証分析―
京都大学　馬欣欣、学習院大学　乾友彦

討論者　一橋大学　児玉直美

Gender Inequality in Management and HRM Practices: Evidence from Japan
一橋大学　児玉直美、コルゲート大学　加藤隆夫

討論者　学習院大学　脇坂明

政策と労働市場 会場：B353 座長　　北海道大学　安部由起子

The Effects of Minimum Wage on Training
日本女子大学　原ひろみ

討論者　広島大学　川田恵介

Incidence, Optimal Use and Rationale of Place-Based Job Creation Programs
中京大学　風神佐知子

討論者　一橋大学　川口大司

The Impact of Tax Reform in Japan on the Work-Hour and Income Distributions of Married Women
一橋大学　横山泉

討論者　北海道大学　安部由起子



産業組織論I 会場：F371 座長　　秀明大学　荒井弘毅

企業における研究者の多様性と特許出願行動
科学技術・学術政策研究所　枝村一磨、学習院大学　乾友彦

討論者　経済産業研究所　山内勇

Effects of early patent disclosure on knowledge dissemination: 
evidence from the impact of introducing Pre-Grant Publication System in the United States

一橋大学　岡田吉美、東京経済大学　長岡貞男
討論者　学習院大学　和田哲夫

The value of beating a generic litigation to the punch
秀明大学　荒井弘毅、公正取引委員会　明松祐司

討論者　関西学院大学　土井教之

開発経済・経済発展 会場：B355 座長　　一橋大学　黒崎卓

Altruism or Exchange? An Experimental Evidence on the Motives behind Private Transfer in Sri Lanka
日本学術振興会特別研究員　會田剛史 (J)、東京大学　澤田康幸

討論者　一橋大学　黒崎卓

Development Accounting and International Trade
大阪大学　石瀬寛和 (J)

討論者　早稲田大学　内藤巧

イノベーション 会場：F274 座長　　北海道大学　大山睦

Management of Science, Serendipity, and Research Performance: Evidence from a Survey of Scientists in Japan and the U.S.
財務総合政策研究所　楡井誠、一橋大学　清水洋、ノースウェスタン大学　村山光太

討論者　慶應義塾大学　中嶋亮

Technology Polarization
早稲田大学　及川浩希、大阪市立大学　北原稔

討論者　北海道大学　大山睦

The Determinants of the Rate and Direction of Firm-Level Innovation: 
The Role of Organizational Management and Competitive Pressure

中央大学　羽田尚子、専修大学　伊藤恵子
討論者　財務総合政策研究所　楡井誠

招待講演 11:15-12:15

会場：B355 座長　　政策研究大学院大学　荒井洋一

Misspecification in dynamic panel data models and model-free inferences
京都大学　奥井亮

会場：B255 座長　　関西大学　長久領壱

Considering Collective Choice: the Route 328 Problem in Kodaira City
慶應義塾大学　坂井豊貴

会場：E260 東京大学　宮本弘曉

家族政策と女性の就業
McMaster University　山口慎太郎



フラッシュトーク　 12:45-13:15

　　 　 セッション1 会場：F271 座長 龍谷大学 若山琢磨
「ミクロ理論・数理経済」「ゲーム理論」「情報・契約の経済学」「産業組織」「経済実験・行動経済学」

　  
　 　 セッション2 会場：B351 座長 千葉大学 佐野晋平

「統計・計量」「労働・教育・家計」「経済成長・発展」「社会保障・所得分配」「医療経済」

　
　 　 セッション3 会場：F371 座長 大阪大学　恩地一樹

「マクロ・財政金融政策」「公共経済・財政」「国際金融」「金融・ファイナンス」「国際貿易・直接投資」
「都市・地域・交通」「環境」

ポスター報告 13:30-15:00 会場　　附属図書館ライブラリーギャラリー

ミクロ理論・数理経済

Group incentives in airport rescheduling problems
　　 　 慶應義塾大学大学院 大谷秀平(坂井豊貴)

Characterizing minimal impartial rules for awarding prizes
　 　 東北大学大学院 田村翔平(大瀬戸真次)

　 　
A Spatial Theory of Ostracism

立正大学 山口和男、 名城大学 川森智彦
　 　 　 　

　 　 Two-Stage-Partitional Representation and Dynamic Consistency
東京大学大学院 伊藤優(松井彰彦)

　 Deliberation monotonic social choice
　 　 慶應義塾大学大学院 河田陽向(坂井豊貴)

On Mixed-Nash Implementable Social Choice Rules
早稲田大学大学院 横田義史(E)(鈴村興太郎)

An Informational Efficiency Characterization for Monetary Walrasian Allocations in Economies with Overlapping Generations
　　 　 大阪大学大学院 村上裕美、 大阪大学 浦井憲

Heuristics and Preference Maximization: An Axiomatic Approach
　 東京大学大学院 橋立洋祐(松井彰彦)

　 　
Competitive equilibrium and the Core: discrete convex approach

早稲田大学 横手康二(船木由喜彦)
　 　

　 　 Revealed Preference Test and Shortest Path Problem
大阪大学大学院 塩澤康平(浦井憲)

　 　
　 　 ゲーム理論

Reexamination of the Ausubel auction
慶應義塾大学大学院 岡本実哲(坂井豊貴)

A Role of Cancellation in Sequential Ascending Auctions for Heterogeneous Quality Items
　　 　 東京大学大学院 久保田昌幸(松島斉)

　 情報・契約の経済学
　 　

浸水危険度が地価に与える影響：東京23区における中小河川の場合
筑波大学大学院 香川涼亮 (J)、 防衛省 橋本基、 筑波大学 太田充

　 　
　 　 Fiscal stabilization policy in a Phillips model with unstructured uncertainty

大阪大学大学院 景山悟(浦井憲)、 大阪大学 浦井憲

　 　
　 　 統計・計量

Factor Adjustments and Financial Distress: Evidence from Japanese firm PVAR
京都大学 溝端泰和

Sluggish Private Investment in Japan's Lost Decade: Mixed Frequency Vector Autoregression Approach
　　 　 早稲田大学 茂木快治 (J)、 早稲田大学 貞廣彰

Evaluating the Impact of Market Information System on Coffee Producers' Revenues and Profits in Ethiopia
　 東京大学大学院 李根雨(鈴木綾)、 東京大学 鈴木綾

　 　
Estimation of Average Treatment Effects Using Panel Data with Fixed Effects

京都大学大学院 坂口翔政(西山慶彦)
　

　 　 Testing for the Common Volatility Process in Bivariate Time Series Model
横浜国立大学 陳景輝、 横浜国立大学 小林正人

　 The Effect of Measurement Error in the Sharp Regression Discontinuity Design
　 　 一橋大学 柳貴英

Estimating method of equilibrium models of firm dynamics
財務政策総合研究所 山名一史(楡井誠)



　　 　 マクロ・財政政策

Assessing macroeconomic forecasts for Japan under an asymmetric loss function
　 　 東京理科大学 土屋陽一

　 　
Finite Employment Period and Employment Fluctuations

神戸大学大学院 松榮豊貴 (J)(中村保)

　 　 Re-evaluating Japan's Quantitative Easing Policy (2001-2006): An Application of the TVP-VAR Model
　 　 神戸大学大学院 井尻裕之(地主敏樹)

Monetary Easing in the U.S. and Sudden Stops in Emerging Countries
　 　 東京大学大学院 寺本和弘(青木浩介)

　 　
Asset Quality Cycles

東京大学大学院 福井真夫(青木浩介)

小国開放経済における消費者の借入制約とそのマクロ経済学的影響
京都大学大学院 池田晃彦(敦賀貴之)

　　 　
Endogenous business cycles caused by nonconvex costs and interactions

経済産業研究所 荒田禎之(吉川洋)
　  　

　 　 The Decline of the Labor Share of Income after Banking Crises
東京大学大学院 石出旭(青木浩介)

　  Basic and Applied Research: A Welfare Analysis
　 　 大阪大学大学院 小西邦彦(二神孝一)

公共経済・財政

Pensions, Education, and Growth: A Positive Analysis
大阪大学大学院 内田雄貴、 大阪大学 小野哲生

Optimal Public Good Provision under Job Search and Matching Frictions
大阪大学大学院 大津優貴(佐藤泰裕)、 大阪大学 佐藤泰裕

　　 　
資本費補助が鉄道事業者の効率性に与える影響―内生性を考慮した確率的フロンティア分析―

神戸大学大学院 北村友宏(奥山尚子)
　 　 　

　 　
国際金融

　 　 Financial Regulation, Regulatory Arbitrage, and Gain from Policy Coordination
　 　 東京大学 矢尾祐樹(青木浩介)

金融・ファイナンス
　 　
　 　 The Number of Bank Relationships and Small Business Bankruptcies

名古屋大学大学院 大鐘雄太(根本二郎)

Are bank mergers good news for shareholders? The effect of bank mergers on client firm value
ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 高橋裕希(モンゴメリヘザー)、 国際基督教大学 モンゴメリヘザー

　　 　
Managerial Reputation and Failure of Market Discipline

大阪大学大学院 浅野康司(瀧井克也)
　

　　 　 国際貿易・直接投資

The endogenous decisions of unionization and international trade in general oligopolistic equilibrium
　 大阪大学大学院 佐野穂先(山本和博)

　 The Effect of Skill Investment on FDI
大阪大学大学院 澤田有希子(二神孝一)

 　 Disentangling the Puzzle of FDI Horizontal Spillover Effects: Theory and Evidence
大阪大学大学院 郭嫣然(E)(瀧井克也)

Misallocation, Productivity and Trade Liberalization: The Case of Vietnamese Manufacturing
Yokohama National University Doan Thi Thanh Ha(E)、 Keio University Kozo Kiyota

Dynamic Tax Competition in an Agglomeration Economy
一橋大学大学院 加藤隼人 (J)(石川城太)



労働・教育・家計

Identifying the Causal Effect of Marriage on Women’s Labor Force Participation with the Chinese Superstition
横浜国立大学大学院 張俊超(近藤絢子)、 横浜国立大学 張世穎

Why is the labour supply elasticity of married women so high? Verification of Mincer's hypothesis
東京大学大学院 室賀貴穂(川口大司)

Retirement behavior with health production
東京大学大学院 足立大輔(Andrew Griffen)

The different effects of risk preferences on the adoption of agricultural technology: 
evidence from a rural area in Cambodia

早稲田大学大学院 嶋本大地、 大阪大学 山田浩之、 大阪大学 若野綾子

The Effect of Childcare Policy on Fertility in Japan: Evidence from Regional Variation in Childcare Availability
東京大学大学院 深井太洋(川口大司)

低所得に起因する失業と教育が持つパラドックス―所得を増加させるインセンティブと失業増加―
早稲田大学大学院 森村将平(須賀晃一)、 中京大学 都丸善央、 中京大学 柿元純男

The Effect of Unemployment on Health
大阪大学大学院 塗師本彩(小原美紀)

The Gender Gap in Japanese Household Educational Spending
一橋大学大学院 比嘉一仁(川口大司)

THE PUBLIC-PRIVATE EDUCATION WAGE GAP: EVIDENCE FROM EL SALVADOR
慶應義塾大学大学院 フアン　ネルソン マルティネス　ダブラ(E)(赤林英夫)

女性の美容関連支出に関する研究
東京国際大学 上枝朱美

Childcare Expenditure in the Collective Model
大阪大学大学院 関島梢恵(小原美紀)

結婚の地域特性とパーソナリティ要因
同志社大学大学院 迫田さやか(八木匡)

成果主義と賃金構造の変化
大阪大学大学院 明坂弥香(大竹文雄)、 愛知学院大学 三好向洋

Unemployment,trade union and social security system
慶應義塾大学大学院 王楽然(前多康男)

産業組織

Effects of discount factor distribution in repeated games -fads, fashion, and novelty fairs-
東京大学大学院 益田拓(佐々木弾)

Technology transfer in the market with heterogeneous consumers
大阪大学大学院 吉田翔平(松島法明)、 大阪大学 潘聡

A note on Multi-Store Paradox
東京大学大学院 広瀬浩介(松村敏弘)

Profitable Competition: A Multi-Product Firm Case
大阪大学大学院 猪俣賢太郎 (J)(石黒真吾)

経済成長・発展

Patent Protection, Innovation, and Endogenous Trade Status
大阪大学大学院 斎藤佑樹(祝迫達郎)

インド州別データを用いた経済成長の収束と人的資本の役割に関する一考察
青山学院大学大学院 佐藤惣哉(宮原勝一)

Economic growth and nonrenewable resources: An empirical investigation
Waseda University Amos James Ibrahim Shwilima(E)(Hideki Konishi)

Linguistic Distance and Economic Development: Cost of Accessing the Domestic and International Centers
東京大学大学院 中川万理子(田渕隆俊)

Extension Services and Comparative Advantage in Technology Adoption in Uganda
東京大学大学院 黒石悠介(澤田康幸)

内生的成長モデルとサーチモデルを用いた経済成長と失業の分析
神戸大学大学院 任龍壎(上東貴志)

Evaluating Professor Value-added: Evidence from Professor and Student Matching in Physics
横浜国立大学大学院 菊地雄太(奥村綱雄)、 慶應義塾大学 中嶋亮

都市・地域・交通

大気環境が地価に与える影響
筑波大学 姜哲敏(牛島光一)、 筑波大学 太田充、 筑波大学 牛島光一



環境

From Physical to Human Capital Accumulation with Pollution
大阪大学大学院 本山卓実(祝迫達郎)

The Effect of Tax Incentives on Sales of Eco-Friendly Vehicles: Evidence from Japan
神戸大学大学院 Ibrahim Alhulail(E)(竹内憲司)、 神戸大学 竹内憲司

Spatial Distribution of Disposal Sites: Empirical Evidence from Japan
神戸大学大学院 石村雄一(竹内憲司)、 神戸大学 竹内憲司

医療経済

Does Marriage Make Us Healthier? - Evidence from Japanese Elderly -
早稲田大学大学院 富蓉(E)(野口晴子)、 早稲田大学 野口晴子、 早稲田大学 須賀晃一

介護労働者の意思決定に関する考察–法人形態と選好の異質性–
神戸大学大学院 加藤善昌 (J)(奥山尚子)

経済実験・行動経済学

Interval Effect on Time Preference Elicited by Convex Time Budget  Method
大阪大学大学院 黒川博文 (J)、 大阪大学 犬飼佳吾、 大阪大学 大竹文雄

Tracking Eye Movement in Lottery Choice Experiment
早稲田大学大学院 宇都伸之 (J)(船木由喜彦)

A dynamic panel analysis of smoking behavior
大阪大学大学院 三浦貴弘(佐々木勝)



午後の部 15:00-17:00
チュートリアルセッション 会場：B255
不等式制約に基づくパラメータの集合推定とその応用 座長　　東京大学　市村英彦

部分識別とその応用：処置効果を中心に
横浜国立大学　奥村綱雄

モーメント不等式に基づく識別と推量：不完備モデルへの応用を中心に
ボストン大学　海道宏明

マクロ経済学 会場：F371 座長　　北九州市立大学　前林紀孝

Rational Bubble on Interest-Bearing Assets
東京大学　戸村肇

討論者　京都大学　柴田章久

Dynamic Programming with Upper Semicontinuous Returns
慶應義塾大学　八尾政行 (J)、神戸大学　上東貴志

討論者　内閣府経済社会総合研究所　近藤豊将

日露戦争期の政府支出乗数：景気循環会計によるアプローチ
大東文化大学　郡司大志、法政大学　宮﨑憲治

討論者　駒沢大学　江口允崇

Taxing capital is a good idea: the role of idiosyncratic risk in an OLG model
千葉大学　平口良司、京都大学　柴田章久

討論者　北九州市立大学　前林紀孝

国際金融I 会場：F271 座長　　慶應義塾大学　藤原一平

Capital Control, Monetary Policy, and Financial Accelerator in a Small Open Economy
神戸大学　北野重人、愛知淑徳大学　高久賢也

討論者　慶應義塾大学　藤原一平

Emerging Stock Market Comovements and the Third-Country Effects
法政大学　平田英明、Suffolk University／Sungkyunkwan University　Sunghyun Henry Kim

討論者　滋賀大学　吉田裕司

The influence of foreign capital flows on long-term interest rates in emerging economies: 
a comparison with advanced economies

立命館大学　猪口真大
討論者　神戸市外国語大学　江阪太郎

新興企業の資金調達 会場：F275 座長　　一橋大学　岡室博之

未上場企業によるIPOの動機と上場後の企業パフォーマンス
学習院大学　細野薫、東洋大学　滝澤美帆

討論者　一橋大学　岡室博之

共同投資メンバーの構成パターンとその含意：ベンチャーキャピタルによる投資ラウンド明細を用いた分析
一橋大学　宮川大介、東洋大学　滝澤美帆

討論者　早稲田大学　小倉義明

Trade credit or bank loans? Debt choice of start-up firms in Japan
中央大学大学院 池田雄哉 (J)、中央大学 本庄裕司

討論者　一橋大学　植杉威一郎



家計行動 会場：B351 座長　　一橋大学　宇南山卓

Do the Rich Save More?
愛知学泉大学　岩本光一郎、内閣府　堀雅博、内閣府　菅史彦、大阪大学　新関剛史

討論者　早稲田大学　上田貴子

Childcare Availability, Household Structure, and Maternal Employment
東京大学　朝井友紀子、一橋大学　神林龍、McMaster University　山口慎太郎

討論者　政策研究大学院大学　田中隆一

家族介護が就業時間に与える影響－メタ回帰分析による評価－
法政大学　酒井正、金沢学院大学　深堀遼太郎

討論者　早稲田大学　黒田祥子

The Effect of Age and Number of Children on Retirement Decision
内閣府　菅史彦 (J)

討論者　一橋大学　宇南山卓

経済成長 会場：F375 座長　　大阪大学　二神孝一

Bubbles and unemployment in an endogenous growth model
神戸大学　橋本賢一、神戸大学大学院　任龍壎

討論者　北九州市立大学　田中淳平

Regional Differences in Economic Growth:  A Political Economy Approach
Australian National University　岡部智人 (Timothy Kam)

討論者　神戸大学　春山鉄源

The Effects of Negative Population Growth: An Analysis Using a Semi-Endogenous R&D Growth Model
京都大学　佐々木啓明

討論者　大阪大学　二神孝一

Why Was Japan Left Behind in the ICT Revolution?
日本大学　権赫旭、一橋大学　深尾京司、文部科学省　池内健太、専修大学　金榮愨

討論者　学習院大学　乾友彦

受診行動の実証分析 会場：B353 座長　　中京大学　湯田道生

受診抑制の規定要因に関する分析
南山大学　水落正明

討論者　早稲田大学　野口晴子

Effect of upfront payment on utilization and health: Evidence from a nationwide physician strike in Japan
慶應義塾大学　別所俊一郎、医療経済研究機構　高久玲音

討論者　早稲田大学　野口晴子

Affordable False Teeth: The Effects of Patient Cost-sharing on Denture Utilization and Subjective Chewing Ability
国立社会保障・人口問題研究所　安藤道人、医療経済研究機構　高久玲音

討論者　東京大学　橋本英樹

寛容と信頼（行動経済学１） 会場：F274 座長　　慶應義塾大学　大垣昌夫

Extrinsic Incentive of Risk Sharing and Trust Formation: Experimental and Survey Evidence from Bangladesh
成城大学　庄司匡宏

討論者　はこだて未来大学　川越敏司

Effect of consuming imported cultural goods on trading partners’ tolerance toward immigrants: 
The case of Japanese anime in Korea

西南学院大学　山村英司、亜細亜大学　申寅容
討論者　甲南大学　筒井義郎

Social Capital and Mental Health among Displaced Residents from Futaba Town, Fukushima
東京大学　岩崎敬子、東京大学　澤田康幸、Purdue University　Daniel P. Aldrich

討論者　成城大学　庄司匡宏

What Motivates Donation-Emprical evidence on social cooperation
早稲田大学　岡島成治、早稲田大学　船木由喜彦、Towson University　岡島広子、早稲田大学　宇都伸之

討論者　慶應義塾大学　大垣昌夫

英語セッション（実証） 会場：B355 座長　　東北大学　井深陽子

What Drives Total Factor Productivity Growth for Japanese Manufacturing Industry?
立命館アジア太平洋大学　金相鎬(E)

討論者　一橋大学　岡田羊祐

Princeling’s Privilege: Intergenerational Transmission of Political Influence on Income
Columbia University　Menghan Shen (J)(E)(Yasuyuki Sawada )

討論者　一橋大学　小暮克夫

社員総会 17:30-19:30 会場：D棟1階・大会議室

懇親会 17:30-19:30 会場：第一学生食堂



5月24日（日曜日）
午前の部 9:00-11:00

  契約と組織の経済学 会場：F271 座長　　立命館大学　堀一三

Developing Trusting Relationships Through Communication.
一橋大学　小原拓也、一橋大学　横山泉

  討論者　東京理科大学　坂本徳仁

Optimal Delegation with Self-Interested Agents and Information Acquisition
公正取引委員会　大宮俊吾、慶應義塾大学　玉田康成、National Taiwan University　Tsung-Sheng Tsai

 　 討論者　立命館大学　堀一三

On Multitasking and Job Design in Relational Contracts
政策研究大学院大学　石原章史

討論者　神戸市外国語大学　森谷文利
　　

Revenue-capped efficient auctions
横浜国立大学　無藤望、小樽商科大学　白田康洋、Toulouse School of Economics　山下拓朗

討論者　広島大学　尾川僚

 非伝統的金融政策と所得再分配 会場：B255 座長　　同志社大学　橘木俊詔

銀行の合併・退出による寡占化は、伝統的・非伝統的金融政策の効果に如何なる影響を及ぼすか？
 弘前大学　山本康裕

討論者　学習院大学　細野薫

   中央銀行の長期国債買い入れとポートフォリオ・リバランス効果： 長期国債買入額の残存期間別データによるアプローチ
京都大学　中澤正彦、京都大学　矢野誠

討論者　大阪府立大学　立花実
 

New evidence on income distribution and economic growth
大阪大学　大山昌子 (J)

 討論者　一橋大学　臼井恵美子

所得再分配と経済成長―累進性強化に伴う安定成長への道―
 立命館大学　大田英明

討論者　同志社大学 　橘木俊詔

   租税競争・協調と財政規律 会場：F275 座長　　名古屋大学　小川光

Which should decide the corporate tax rate earlier; national　government or local government
 鹿児島大学　川﨑晃央、鹿児島大学　五嶋亮輔

討論者　近畿大学　玉井寿樹

 Does endogenous timing matter in  implementing partial tax harmonization?
広島修道大学　山口力、北海道大学　板谷淳一

討論者　名古屋大学　小川光
 

Fiscal Stabilization under Government Spending Reversal
東海大学　平賀一希

討論者　近畿大学　玉井寿樹

 

 国際金融II 会場：F371 座長　　慶應義塾大学　大垣昌夫

Estimation and Determinants of Corporate Saving by Time Series and Provincial Panel Data for China
福岡大学　万軍民、福岡大学大学院　高衍（こう　えん）

討論者　慶應義塾大学　大垣昌夫

      Global Liquidity and Drivers of Capital Flows to Emerging Economies
金沢大学　塩谷雅弘、甲南大学　杉本喜美子

討論者　東洋大学　川﨑健太郎
   

Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports:　Quantitative Assessment using the Structural VAR model
明星大学　中田勇人、一橋大学　祝迫得夫

討論者　神戸大学　柴本昌彦

Banks and Liquidity Crises in an Emerging Economy
 首都大学東京　松岡多利思

討論者　東京大学　戸村肇

    銀行行動 会場：F375 座長　　神戸大学　畠田敬

On the So-called Forbearance Lending
   札幌学院大学　井上仁、甲南大学　中島清貴、University of California, San Diego　高橋耕史

討論者　神戸大学　畠田敬

 THE EFFECT OF INFORMATION ASYMMETRY ON BANK CAPITAL STRUCTURE
Tohoku University　KHALIL ULLAH MOHAMMAD(E)(Prof. Shinichi Nishiyama)

討論者　慶應義塾大学　渡部和孝
   

Taking the Lord’s Name in Vain:  The Impact of Connected Directors on 19th century British Banks
Wesleyan University　今井雅巳(E)、Wesleyan University　Richard Grossman

 討論者　東京大学　岡崎哲二

 



労働市場分析 会場：B351 座長　　神戸大学　勇上和史

わが国における賃金変動の背景：年功賃金と労働者の高齢化の影響
 日本銀行　永沼早央梨、日本銀行　西岡慎一

討論者　一橋大学　神林龍

  Probationary Contracts, Worker Moral Hazard and Firms' Hiring Decision in the Frictional Labour Market
創価大学　増井淳

討論者　中央大学　江口匡太
 

Uncovering unobservable individual heterogeneity:  Evidence from Japanese personality and wage data
一橋大学大学院　孫亜文 (J)(川口大司)

 討論者　立命館大学　安井健悟

Long-term effects of job displacement in Japan: 
 A conservative estimate using the Japanese Longitudinal Survey on Employment and Fertility (LOSEF)

一橋大学　神林龍、北海道教育大学　藤井麻由
討論者　神戸大学　勇上和史

 
産業組織論II 会場：F274 座長　　東北大学　中島賢太郎

 ミクロ経済学に基づいた投資の理論
駒澤大学　畠中貴

討論者　東京大学　大瀧雅之
 

硬直的水利権配分に起因する取水・浄水過程における技術非効率性
福島大学　佐藤英司

 討論者　東北大学　泉田成美

Buyers, Suppliers, and R&D Spillovers
文部科学省　池内健太 (J)、University of Leuven／UNU-MERIT／Maastricht University　Rene Belderbos、一橋大学　深尾京司、

専修大学　金榮愨、日本大学　権赫旭
討論者　東北大学　中島賢太郎

   
Identification and Estimation of Production Function with Unobserved Heterogeneity

東京大学　鈴木通雄、University of British Columbia　Hiroyuki Kasahara、University of British Columbia　Paul Schrimpf
   討論者　九州大学　村尾徹士

医療・社会保障I 会場：B353 座長　　南山大学　水落正明
 

社会保障の財源選択と財政赤字・経済変動との関係に関する経済成長モデル分析
国立社会保障・人口問題研究所　金子能宏

討論者　関西学院大学　安岡匡也

Geographical Variation and Convergence of Health in Japan －Medical Resources, Services, and Outcome－
 慶應義塾大学　姉川知史

討論者　早稲田大学　川村顕

Dynamics of Health and the Economy Over Time in Japan
東北大学　井深陽子、法政大学　濱秋純哉

討論者　大阪大学　小原美紀
 

   

英語セッション（理論） 会場：B355 座長　　小樽商科大学　中島大輔
 

The Incidence of Corporate Social Responsibility in Vertically Related Markets
国立高雄大学　王鳳生(E)、Chung-Cheng University　Fan-yueh Chen

討論者　中京大学　都丸善央

Effects of Trade Policy on Technological Innovation in Agricultural Markets
 IDE-JETRO　雷蕾(E)

討論者　アジア経済研究所　カンビョンウ

 Analytic Solutions to Models of Agglomeration and Related Numerical Approaches
東京大学　Michal Fabinger(E)

討論者　京都大学　森知也
 

          

  日本経済学会・中原賞講演 11:10-11:55 会場：ライブラリー・ホール
司会　　慶應義塾大学　大垣昌夫

Unbalanced Designs and Econometric Applications of Statistical Decision Theory
報告者　アリゾナ大学　平野敬祐

   日本経済学会・石川賞講演 12:00-12:45 会場：ライブラリー・ホール
司会　　慶應義塾大学　池尾和人

 ゼロ金利下における日本の信用創造
報告者　一橋大学　塩路悦朗

  



会員総会 13:35-13:50 会場：E260

　　 　

午後の部 14:00-16:00
　 　

　 　 物価と賃金 会場：B351 座長　　東京大学　宮本弘曉

The Effects of New Goods and Product Turnover on Price Indexes
　 　   　  一橋大学　外木暁幸、一橋大学　阿部修人、大阪産業大学　稲倉典子、一橋大学大学院　遠田敏生

　 　 討論者　日本銀行　肥後雅博

Inflation Stabilization and Default Risk in a Currency Union
　 名古屋市立大学　岡野衛士

　 　 討論者　東北大学　西山慎一

Wage indexation to prices in Japan: Structural interpretation based on impulse response matching approach
　 　    　 日本学術振興会特別研究員PD　森田裕史 (J)

　 　 討論者　東京大学　宮本弘曉

　　 　 CPI目標がだめなわけ －実質利子率の計測に用いられるべき物価指数は何か－
専修大学　作間逸雄

討論者　一橋大学　齊藤誠
　

　 　 資本市場 会場：F271 座長　　大阪大学　太田亘

Dissecting the Pre-FOMC Announcement Drift
　 　 University of Alberta　渡邊雅弘、University of Alberta　Aditya Kaul

　 　 討論者　神戸大学　岩壷健太郎

Investment Shocks and Asset Prices: International Evidence
　  University of Alberta　渡邊安芸子、University of Alberta　Ruchith Dissanayake、University of Alberta　Masahiro Watanabe

　 　 討論者　東北大学　永易淳

Monopolistic Dealer versus Broker: Impact of Proprietary Trading with Transaction Fees
　 横浜国立大学　西出勝正、龍谷大学　田園

　  　 討論者　大阪大学　太田亘

　　 　

　 　
　 　 国際貿易・直接投資 会場：F275 座長　　慶應義塾大学　清田耕造

個人の貿易政策の選好と地域間の異質性：１万人アンケート調査による実証分析
　 　 専修大学　伊藤萬里、学習院大学　椋寛、横浜国立大学　冨浦英一、新潟県立大学　若杉隆平

　 　 討論者　杏林大学　久野新

Outward FDI and Domestic Job Creation in the Service Sector
　 日本銀行　近藤崇史、日本銀行　桜健一

　 　 討論者　慶應義塾大学　清田耕造

Export and Markups: Evidence from China
経済産業研究所　張紅咏、横浜国立大学　朱連明

討論者　早稲田大学　加藤篤行

　　 　 自由貿易協定の原産地規則とFDIを通じた技術スピルオーバー：国際複占競争モデルによる分析
帝京大学　溝口佳宏、京都大学　神事直人

討論者　大阪経済大学　服部圭介
　 　 　

　 　 人的資本 会場：B355 座長　　一橋大学　臼井恵美子

Human capital accumulation through recurrent education
　 　 武蔵野大学　田中茉莉子

　 　 討論者　政策研究大学院大学　田中隆一

1990年以降の男女計4年制大学進学率の推移とその背景
　 　 高知短期大学　大井方子

　 　 討論者　早稲田大学　篠崎武久

学習時間と教育選択および人的資本蓄積
　 静岡大学　村田慶

　 　 討論者　大阪市立大学　中村英樹

　　 　 University  prestige, performance evaluation and promotion: Estimating the employer learning model using personnel datasets
一橋大学大学院　荒木祥太 (J)(川口大司)、一橋大学　川口大司、University of Western Ontario　小野塚祐紀

討論者　一橋大学　臼井恵美子
　 　     　

　 　 都市・地域 会場：F371 座長　　東北大学　中島賢太郎

Are externality of factories underestimated?; a random bid rent approach using spatial population distribution
 　     東北大学　伊藤亮

　 　 討論者　富山大学　岩田真一郎

On the spatial scale of industrial agglomerations
 　  　  京都大学　森知也、University of Pennsylvania　Tony E. Smith

　 　 討論者　東北大学　中島賢太郎

Effect of International Trade on Wage Inequality with Endogenous Technology
一橋大学大学院　チャン　ラン　アン　ズーン(塩路悦朗)

討論者　神戸大学　胡云芳

　　 　

　 　



　 　 環境 会場：F375 座長　　関西大学　新熊隆嘉

Testing the pollution haven effect: Accounting international intermediate goods trade
　 東海大学　本間聡、滋賀大学　吉田裕司

　 　 討論者　広島市立大学　山根史博

国際寡占市場、排出権取引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　神戸大学　水野倫理

家計によるエネルギー源選択のコンジョイント分析
龍谷大学　木下信

　 　 討論者　金沢星稜大学　花田真一
　 　

The Curse of Low-valued Recycling
　　 　 関西学院大学　松枝法道、関西学院大学　猪野弘明

討論者　関西大学　新熊隆嘉

　 医療・社会保障Ⅱ 会場：B353 座長　　慶應義塾大学　別所俊一郎
　 　

Child poverty in Japan:comparing the accuracy of alternative measures
富山大学　モヴシュク・オレクサンダー

　 討論者　大阪大学　小原美紀
　 　

Does Retirement Change Life Style Habits?
東京大学大学院　茂木洋之(市村英彦)、東京大学大学院　寺田和之、東京大学大学院　西村仁憲

　     　  　 討論者　大阪大学　大竹文雄
　 　

　 　 健康ポイント制度のコンジョイント分析
東洋大学　上村一樹、筑波大学　久野譜也、慶應義塾大学　駒村康平

討論者　中京大学　湯田道生
　    　     　  

　 　

　　 　

人間行動のバイアスがもたらす社会への影響(行動経済学2) 会場：B255 座長　　一橋大学　竹内幹
　

　 　 Time discounting, uncertainty aversion, and preferences for future environmental policies: A conjoint study
神戸国際大学　平田憲司郎、大阪大学　池田新介、大阪大学　生藤昌子、朝鮮大学校 康明逸、

近畿大学　山田克宣
　 討論者　法政大学　宮崎憲治

　 　
Who is audited? Experimental study on rule-based and human tax auditing schemes

日本学術振興会特別研究員PD（高知工科大学）　舛田武仁、高知工科大学　上條良夫、高知工科大学　上村浩
　 　 討論者　一橋大学　竹内幹

　 　
Election, Implementation, and Social Capital in School-Based Management: Evidence from COGES Project in Burkina Faso

東京大学　澤田康幸、GRIPS　會田剛、東京大学　Andrew Griffen、広島大学　小塚英治、早稲田大学　野口晴子、
早稲田大学　戸堂康之

討論者　政策研究大学院大学　山内慎子

　　 　

　  　  
　 　

* 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示す。

　 * 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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