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A ミクロ理論・数理経済
 A-1  Dispute Mediation Mechanisms 
       　慶應義塾大学　中村祐太
 A-2  Characterization of ex ante fairness 
       　京都大学　高梨誠之 (J)( 関口格 )
 A-3  Rejection prices and an auctioneer with non-monotonic utility 
       　京都大学　水忠昊 ( 関口格 )
 A-4  Firm Value and Retained Earning: Optimal Dividend Policy with 
　　 Retained Earnings 
       　東京大学　猪瀬淳也 ( 吉川洋 )
 A-5  Second-order beliefs and unambiguous events 
       　神戸大学　青山知仁 ( 安部浩次 )
 A-6  個人の潜在能力集合 －経済定式化の試み－ 
       　一橋大学　王薈琳 ( 後藤玲子 )

B ゲーム理論
 B-1  An efficiency result in repeated prisoner's dilemma under cost 
　　 observation without any stochastic signal 
       　Vietnam-Japan University　日野喜文 (J)

C マクロ
 C-1  財政支配の下での地方政府の安定化政策が国債価格へ与える影
　　響の分析 
       　一橋大学　二羽秀和 ( 塩路悦朗 )
 C-2  Capital Adequacy Requirements and Financial Friction in a 　　
　　 Neoclassical Growth Model 
       　大阪大学　須永美穂 ( 二神孝一 )

D 財政金融政策
 D-1 金融緩和政策が設備投資と研究開発投資に及ぼした効果：
        日本の製造業におけるパネルデータを用いた Tobin の q 型投
　　資関数の推定 
      　 一橋大学　石川貴幸 ( 塩路悦朗 )
 D-2  シニョレッジと日本財政の持続可能性－世代重複モデルを用い
　　たシミュレーション分析－ 
       　一橋大学　萩原玲於奈 ( 塩路悦朗 )

E 公共経済・財政
 E-1  Optimal taxation with public good provision for reduction of envy 
       　一橋大学　小原拓也 ( 佐藤主光 )、Toulouse school of 
　　  economics　津川修一
 E-2  外形標準課税の厚生分析 
       　慶應義塾大学　片木博 ( 土居丈朗 )

F 金融・ファイナンス
 F-1  Product Market Competition and Financial Market Screening 
       　大阪大学　松本雄一郎 ( 二神孝一 )

G 国際貿易・直接投資
 G-1  (Continued) Fishing Quotas can be Justified under Common 
　　Price of Shared Resources? 
       　専修大学　小川健
G-2  International outsourcing, economic growth and welfare in a 
　　North-South R&D-based growth model 
       　大阪大学　斎藤佑樹 ( 祝迫達郎 )

H 労働
 H-1  Spatial Interdependence of Job Matching in the Japanese Local 
　　Labor Markets 
       　神戸大学　東雄大 ( 勇上和史 )
 H-2  残業時間と行動経済学的パラメータを中心とした個人特性の関係 
       　同志社大学　黒川博文 (J)、大阪大学　大竹文雄、慶応義塾大学 

 H-3  Health of parents of the migrant's household: the impact from 
　　rural to urban migration in China 
       　大阪大学　朱赫 ( 大槻恒裕 )
 H-4  Pure Altruism, Warm-glow, and Burnout: The Case of Japanese Nurses 
       　慶應義塾大学　佐々木周作 (J)、慶應義塾大学　若野綾子
       　大阪大学　平井啓、大阪大学　大竹文雄 

I 教育・家計
 I-1  Relation between Relative-income and Marriage in Japan 
       　大阪大学　三上亮 ( 佐々木勝 )
 I-2  Intra-household manageable income and the choice on self or 
　　other expenditures 
      　 一橋大学　朴香丹 ( 阿部修人 )

J 産業組織
 J-1  シェアリングエコノミーの定量分析 
       　神奈川大学　山名一史 (J)、東京大学　楡井誠、Bureau of 
　　   Economic Analysis　Wendy Li
 J-2  Structure Demand Estimation for Smartphone Service: A Study 
　　of the Japanese Market      （中止）
      　 大阪大学　楊起中 (J)
 J-3  On Persuasive Advertising: Self-promotion Advertising vs. 
　　Comparison Advertising 
       　名古屋大学　劉鴿 (J)
 J-4  競争と生産性成長の関係について - 逆 U 字仮説の再検証 - 
       　一橋大学　山口晃 ( 深尾京司 )
 J-5  Asymmetric consumer search and price information 
　　transmission in markets with vertical relations 
       　京都大学　中川遥 ( 関口格 )
 J-6  研究開発費用に関する政府の不確実性と社会的に最適な特許期間 
       　成蹊大学　内田潤 (J)( 吉田由寛 )

K 経済成長・発展
 K-1  「中所得国の罠」の解決策に関する実証分析―教育による人的
　　資本蓄積に着目して― 
       　青山学院大学　佐藤惣哉 (J)

 K-2   援助に関する rent-seeking がある下でのドナー間の援助提供
　　競争に関する分析―政治経済学的アプローチによる mixed 
　　oligopoly と現実へのインプリケーション―
        　静岡県立大学　飯野光浩

L 環境
 L-1   Pollutant firm's location choice and grandfathering permit allocation 
　　  as soft budget constraint in international emissions trading market 
        　大阪成蹊大学　濱口喜広
 L-2   The impact of altruism on international environmental agreement 
　　  with full participation:　Repeated game model 
        　九州大学　高島伸幸 (J)
 L-3   Transition from a Linear Economy toward a Circular Economy 
　　 in the Ramsey Model 
       　大阪大学　二神孝一 (J)、大阪大学　秋本清香

M 経済実験・行動経済学
 M-1   車両速度の情報開示におけるドライバー意思決定問題実験 
        　筑波大学　島田夏美、筑波大学　栗野盛光
 M-2   The Endowment Effect in the Future 
        　Universitat Pompeu Fabra　山本翔平、Universitat Pompeu 
　　　Fabra　Daniel Navarro-Martinez
 M-3   Factors affecting participation in health checkups:Evidence 
　　   from Japanese survey data 
        　神戸大学　野口理子 ( 瀋俊毅 )
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