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9月9日（土曜日）
午前の部 10:00-11:30

特別セッション：計量経済学の新展開（部分識別モデル、プログラム評価）
会場:17510 座長　　政策研究大学院大学　荒井洋一

Robust Likelihood-ratio Tests for Incomplete Economic Models
Boston University　海道宏明

Estimation of Optimal Policies: Empirical Welfare Maximization Approach
University College London　北川透

English Session: Macroeconomics
Room:17501 Chair:　　Kyoto University 　Takayuki Tsuruga

Market Concentration and Sectoral Inflation under Imperfect Common Knowledge
Bank of Japan　Tatsushi Okuda、Bank of Japan　Ryo Kato

Discussant:　Kyoto University 　Takayuki Tsuruga

Fertility, Efficiency Wage and Social Security
Keio University　Leran Wang

Discussant:　Kwansei Gakuin University　Ken Tabata

Trend Inflation and Evolving Inflation Dynamics: A Bayesian GMM Analysis of
 the Generalized New Keynesian Phillips Curve

Bank of Japan　Takushi Kurozumi、University of Tokyo　Mototsugu Shintani、
Bank of Japan　Yasufumi Gemma

Discussant:　Kobe University　Takeki Sunakawa 

契約と組織
会場:17502 座長　　大阪大学　石田潤一郎

Bypassing Intermediaries via Vertical Integration: A Transaction-Cost-Based Theory
慶應義塾大学　津曲正俊、Boston University　Dilip Mookherjee、

University of New South Wales　Alberto Motta
討論者　一橋大学　冨浦英一

Optimal Contracts for Human Capital Acquisition and Organizational Beliefs
大阪経済大学　森田公之(J)

討論者　大阪大学　石田潤一郎

Firm-Specific Human Capital and Employment Period
鳴門教育大学　青葉暢子

討論者　日本大学　安藤至大

製品開発・製品差別化
会場:17503 座長　　大阪大学　祝迫達郎

R&D and Product Dynamics
学習院大学　宮川努、科学技術・学術政策研究所　枝村一磨、東洋大学　川上淳之

討論者　大阪工業大学　大西宏一郎

Are We in a "Wrong" Patent Regime? The Patent-awarding Rules and Economic Growth
神戸大学　春山鉄源、Florida International University　Kaz Miyagiwa

討論者　大阪大学　祝迫達郎

Privatization of a multi-product public firm
大分大学　川﨑晃央、呉港高校　松崎俊一

討論者　中京大学　都丸善央

医療経済
会場:17506 座長　　慶應義塾大学　井深陽子

An analysis of the blood pressure and hypertension using the dataset of medical checkups
東京大学　縄田和満、パブリックヘルス協議会　木村もりよ

討論者　早稲田大学　野口晴子

Does the information improvement change the health investment behavior and consequent outcomes?
 The heterogeneous effects across educational groups

東京大学　及川雅斗(川口大司)
討論者　慶應義塾大学　井深陽子

Empirical Study on the Utilization and Effects of Health Checkups in Japan
政策研究大学院大学　永島優(山内慎子)、学習院大学　乾友彦、津田塾大学　伊藤由希子、

東洋大学　川上淳之、一橋大学　馬欣欣、学習院大学　趙萌
討論者　中京大学　湯田道生
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労働供給
会場:17507 座長　　早稲田大学　上田貴子

出産が男性の労働成果に与える影響－分業仮説の検証－
帝京大学　湯川志保

討論者　東京大学　近藤絢子

Women's Career Decisions and Earnings Disparities among Married Couples in Japan
群馬大学　坂本和靖、名古屋市立大学　森田陽子

討論者　千葉大学　大石亜希子

家計行動
会場:17508 座長　　一橋大学　宇南山卓

Intra-temporal Substitution between Tradable and Non-tradable Goods
東北大学　永易淳

討論者　筑波大学　大久保正勝

家計のエネルギー選好が節電・省エネ機器選好に及ぼす影響
龍谷大学　木下信

討論者　科学技術振興機構　坂本智幸

Shackles of kinship bonds: Land registration and investment in agriculture in Ghana
大分大学　木村雄一、University of Cape Coast　Martin

討論者　東京財団　後藤潤

国際貿易・直接投資
会場:17511 座長　　早稲田大学　浦田秀次郎

Do Overseas Subsidiaries Benefit from Parent Firms' Intangibles?
東洋大学　滝澤美帆、学習院大学　細野薫、一橋大学　宮川大介

討論者　青山学院大学　伊藤萬里

Production Chains, Exchange Rate Shocks and Firm Performance
経済産業研究所　張紅咏、Asian Development Bank　Zhigang Li、Columbia University　Shang-Jin Wei

討論者　横浜国立大学　佐藤清隆

Behavioral Characteristics of Applied General Equilibrium Models with Variable Elasticity of
 Substitution between Varieties from Different Sources

日本貿易振興機構　小山田和彦
討論者　早稲田大学　浦田秀次郎

フラッシュトーク 11:50-12:20

* フラッシュトークとは、ポスター報告者が各自持ち時間1分間・スライド1枚でポスター報告内容を
宣伝するセッションです。
　以下の二つのセッションに分かれていますので聴衆の皆様、是非奮ってご参加ください：

セッション1 会場:17510 座長　　早稲田大学　小枝淳子
「ミクロ理論・数理経済」、「ゲーム理論」、「マクロ」、「公共経済・財政」、
「金融・ファイナンス」、「国際貿易・直接投資」、「経済実験・行動経済学」

セッション2 会場:17512 座長　　経済産業研究所　小西葉子
「財政金融政策」、「労働」、「教育・家計」、「産業組織」、「経済成長・発展」、「環境」
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ポスター報告 12:50-14:20 会場:17号館食堂

ミクロ理論・数理経済学

Dispute Mediation Mechanisms
慶應義塾大学　中村祐太

Characterization of ex ante fairness
京都大学　高梨誠之(J)(関口格)

Rejection prices and an auctioneer with non-monotonic utility
京都大学　水忠昊(関口格)

Firm Value and Retained Earning: Optimal Dividend Policy with Retained Earnings
東京大学　猪瀬淳也(吉川洋)

Second-order beliefs and unambiguous events
神戸大学　青山知仁(安部浩次)

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)

ゲーム理論

An efficiency result in repeated prisoner's dilemma under cost observation
 without any stochastic signal

Vietnam-Japan University　日野喜文(J)

マクロ

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)

Capital Adequacy Requirements and Financial Friction in a Neoclassical Growth Model
大阪大学　須永美穂(二神孝一)

財政金融政策

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)

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)

公共経済・財政

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

外形標準課税の厚生分析
慶應義塾大学　片木博(土居丈朗)

金融・ファイナンス

Product Market Competition and Financial Market Screening
大阪大学　松本雄一郎(二神孝一)

国際貿易・直接投資

(Continued) Fishing Quotas can be Justified under Common Price of Shared Resources?
専修大学　小川健

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)

労働

Spatial Interdependence of Job Matching in the Japanese Local Labor Markets
神戸大学　東雄大(勇上和史)

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　佐々木周作
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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)

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

教育・家計

Relation between Relative-income and Marriage in Japan
大阪大学　三上亮(佐々木勝)

Intra-household manageable income and the choice on self or other expenditures
一橋大学　朴香丹(阿部修人)

産業組織

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

Structure Demand Estimation for Smartphone Service: A Study of the Japanese Market
大阪大学　楊起中(J)

On Persuasive Advertising: Self-promotion Advertising vs. Comparison Advertising
名古屋大学　劉鴿(J)

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)

Asymmetric consumer search and price information transmission in markets with vertical relations
京都大学　中川遥(関口格)

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)

経済成長・発展

「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)

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

環境

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

The impact of altruism on international environmental agreement with full participation:
 Repeated game model

九州大学　高島伸幸(J)

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

経済実験・行動経済学

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

The Endowment Effect in the Future
Universitat Pompeu Fabra　山本翔平、Universitat Pompeu Fabra　Daniel Navarro-Martinez

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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午後の部 14:30-16:30

特別セッション：新時代の競争政策～経済学の可能性と限界～
会場:17510 座長　　学習院大学　伊藤元重

　　 　
競争政策の歴史的回顧と現代的意義

 　 公正取引委員会　杉本和行

イノベーションと競争政策
  　 東京経済大学　長岡貞男

(討論) 独占禁止法と競争政策における経済学の役割・活用
　パネリスト NERA　石垣浩晶

　　   　  　パネリスト 前・公正取引委員会委員　小田切宏之

  　    　  　パネリスト 公正取引委員会　品川武
　   　  

 　  English Session: Monetary Policy
　   　  Room:17501 Chair:　　University of Tokyo　Ryuzo Miyao

Money Creation under the Quantitative and Qualitative Easing Policy:
  Evidence from a Panel Data of Japanese Banks 

 Hitotsubashi University　Etsuro Shioji
  　    　  Discussant:　Konan University　Kiyotaka Nakashima

  　  
　  　   The Cost of Trading during Federal Funds Rate Announcements: Evidence from Cross-listed Stocks

University of Manchester　Yoichi Otsubo、Auckland University of Technology　Bart Frijns、
Auckland University of Technology　Ivan Indriawan、

Auckland University of Technology　Alireza Tourani-Rad
Discussant:　Hitotsubashi University　Masahiro Yamada

　　 　
How Does Unconventional Monetary Policy Affect the Global Financial Markets?:

　  　   Evaluating Policy Effects by Global VAR Models
    　  Seikei University　Tomoo Inoue、Australian National University　Tatsuyoshi Okimoto 

　 　 Discussant:　University of Tokyo　Ryuzo Miyao

Effects of Corporate Bond Purchases and Their Transmission Mechanism: The Case of Japan
　 Bank of Japan　Kenji Suganuma、Bank of Japan　Yoichi Ueno

　 　 Discussant:　Waseda University　Junko Koeda

　
　 　 統計・計量

会場:17502 座長　　慶應義塾大学　直井道生
住環境と子どもの問題-「21世紀出生児縦断調査」によるパネル分析－

金沢大学　藤澤美恵子、駒澤大学　増田幹人
討論者　東京大学　田中隆一

　　 　
地域別パネルデータを用いた2008-16年のマンション・戸建価格指数の検証：資本コストからのアプローチ

　 　 　 関西国際大学　林万平
　 　 討論者　日本銀行　中村康治

習慣的な消費を好む家計において習慣形成仮説は成立するか？：日米パネルデータを用いた検証
　   　  愛知東邦大学　岩本光一郎

　 　 討論者　経済社会総合研究所　堀雅博

State dependence in labour market transitions: A comparison between Australia and Japan
　 　 南山大学　岸智子、大阪府立大学　鹿野繁樹

　 　 討論者　慶應義塾大学　直井道生

公共経済Ⅰ
　　 　 会場:17503 座長　　高知工科大学　肥前洋一

Research grants competitions: step-by-step group contests with group-specific public-good prizes
　 　 法政大学　小林克也

　 　 討論者　高知工科大学　肥前洋一

Unit and Ad Valorem Tax Comparisons in the New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
東海大学　平賀一希

　 討論者　一橋大学　岡部智人
　 　

Elderly Care Service in An Aging Society
関西学院大学　安岡匡也

　 　 　 討論者　同志社大学　宮澤和俊
　 　 　

　 　 Does Inter-municipal Cooperation Lead to Municipal Amalgamation?
 Evidence from Japanese Municipal Referenda

兵庫県立大学　木村真、高知工科大学　肥前洋一
討論者　九州大学　宮崎毅
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雇用
　　 　 会場:17506 座長　　一橋大学　神林龍

Did Government Intervention on Firm's Employment Policies Have an Effect
　  on the Employment of Elderly Workers?

　 　 東京大学　西村仁憲(市村英彦)
討論者　法政大学　濱秋純哉

　 　 Effects of Public Works on Private Employment after a Natural Disaster:
　 　  A Case in the Stricken Area of the Great East Japan Earthquake

関西学院大学　亀田啓悟、関西学院大学　巳波弘佳、関西学院大学　長峯純一
討論者　一橋大学　神林龍

雇用保険の適用拡大は離職確率を高めたか
リクルートワークス研究所　戸田淳仁

　　 　 討論者　神戸大学　勇上和史

　 Delegation to Workers across Countries and Industries: Social Capital and Coordination Needs Matter
　 　 日本貿易振興機構　明日山陽子

討論者　一橋大学　田中万理

　
　 　

教育
会場:17507 座長　　慶応義塾大学　赤林英夫

　    　 Education Policies, Income Gaps, and Human Capital Accumulation
　 　 静岡大学　村田慶

討論者　長崎大学　島田章

少人数学級はいじめ・暴力・不登校を減らすのか
慶應義塾大学　中室牧子

討論者　新潟大学　北條雅一
　　 　

家庭の社会経済的背景と児童の学力・学習意識―国際数学・理科教育動向調査の保護者調査を用いた分析
　 　 　 新潟大学　北條雅一

　 　 討論者　千葉大学　佐野晋平

公立学校の教育時間拡大が学校外教育投資に与える影響
　   　   　  一橋大学　児玉直美、学習院大学　乾友彦、政策研究大学院大学　永島優

　 　 討論者　慶応義塾大学　赤林英夫

　 環境
　 　 会場:17508 座長　　早稲田大学　広田真一

Energy Saving Potential of Replacing the Old Refrigerator:
 Evidence from Comparative Case Study of Japanese Household

科学技術振興機構　坂本智幸、青山学院大学　元山斉
討論者　兵庫県立大学　中嶌一憲

Economic analyses of regional impacts with adaptation to climate change for the Paris Agreement
熊本学園大学　坂上紳、東京農工大学　山浦紘一、上智大学　鷲田豊明

討論者　地球環境産業技術研究機構　本間隆嗣

送電部門の垂直的形態と再生可能エネルギー普及政策の効果
早稲田大学　庫川幸秀、東北大学　日引聡

討論者　東海大学　本間聡

　　 　 環境パフォーマンスを規定する要因は何か？：「経営の質」の影響を中心とした考察
世界平和研究所　遠藤業鏡

討論者　早稲田大学　広田真一

　　 　

経済史
会場:17509 座長　　慶應義塾大学　清田耕造

On wartime money finance in the Japanese occupied territories during the Pacific War:
 The case of instant reserve banks as bad central banks

一橋大学　齊藤誠
討論者　早稲田大学　鎮目雅人

Banking Networks and Financial Market Integration: A Case of Japan during the Late 19th Century
早稲田大学　鎮目雅人

討論者　日本大学　澤田充

Market Efficiency and Price Stabilization Policy in Interwar Osaka-Dojima Rice Exchange
京都産業大学　野田顕彦、慶應義塾大学　伊藤幹夫、西南学院大学　前田廉孝

討論者　早稲田大学　鎮目雅人

Are Picked-up Losers Really Losers?: Evidence from Scrapping Policies
 in the Japanese Spinning Industry 1965-79

専修大学　是永隆文
討論者　慶應義塾大学　清田耕造
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都市・地域・交通
会場:17511 座長　　大阪大学　福重元嗣

Housing assets and consumption among the Japanese elderly
富山大学　岩田真一郎、日本大学　行武憲史

討論者　一橋大学　宇南山卓
　

東京圏の通勤鉄道混雑の経済分析
政策研究大学院大学　森岡拓郎、鉄道総合技術研究所　松本涼佑

　 討論者　富山大学　唐渡広志

セレクション・バイアスを補正したリピートセールス法による東京都区部のマンション取引価格の推計
　 政策研究大学院大学　沓澤隆司

討論者　富山大学　岩田真一郎

　 Benefit and Cost of Visa relaxation -Empirical Analysis on the Impact of Visa waiver-
大阪大学　赤井伸郎、大阪大学　後藤剛志

討論者　大阪大学　福重元嗣
　

　 企業金融・企業行動Ⅰ
会場:17512 座長　　学習院大学　細野薫

Prevention and Landing of Bubble
福岡大学　万軍民

討論者　法政大学　森田裕史

Forecasting Firm Performance with Machine Learning: Evidence from Japanese Firm-level Data
 　 一橋大学　宮川大介、MIT　宮内悠平、Carnegie Mellon University　Christian Perez

討論者　東京大学　楡井誠

Intangible Assets and Firms' Liquidity Holdings: Evidence from Japan
学習院大学　細野薫、一橋大学　宮川大介、東洋大学　滝澤美帆

討論者　関西学院大学　堀敬一
　

無形資産の市場評価
立正大学　外木好美、学習院大学　宮川努、東洋大学　滝澤美帆

　 討論者　一橋大学　祝迫得夫

特別報告 16:40-17:40

　 会場:17510 司会　　大阪大学　瀧井克也

拡大する人事データを用いた実証分析―企業内男女格差の多面的評価
　 東京大学　大湾秀雄

会場:17511 司会　　東京大学　新谷元嗣

実質為替レートと通貨体制：1972年沖縄返還からの示唆
一橋大学　加納隆

　    　
会場:17512 司会　　東京大学　松島斉

　 情報設計問題とLQGゲーム
一橋大学　宇井貴志

　 懇親会 18:00-20:00

会場:アイビーホール青学会館B2F　サフラン

注）本大会でも簡単な懇親会を開催いたします。皆様奮ってご参加ください。人数を事前に把握するため、
懇親会費の事前納入にご協力ください。懇親会費は、事前振込の場合、学生会員2000円、正会員・非会員・

　 賛助会員3000円、当日支払の場合、学生会員3000円、正会員・非会員・賛助会員4000円です。事前振込、
当日支払、いずれの場合もご家族は無料です。
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9月10日（日曜日）
　 午前の部 9:30-11:00

若手・女性研究者のための特別セッション
　 　 会場:17512 座長　　早稲田大学　上田貴子

　 　 世界は広い
北海道大学　今井晋

在外研究のすすめ
東京大学　加藤賢悟

　
アメリカ流研究者ネットワーク構築に学ぶ

一橋大学　森口千晶
　

English Session: Empirical Study on Trade and FDI
Room:17501 Chair:　　Keio University　Kozo Kiyota

On the Demand for Female Workers in Japan: The Role of ICT and Offshoring
　 　    　  Kobe University　Sawako Maruyama(J)、Keio University　Kozo Kiyota

Discussant:　Aoyama Gakuin University　Ayako Obashi

　 Exports and FDI Entry Decision: Evidence from Japanese Foreign-Affiliated Firms
University of Tsukuba　Ivan Deseatnicov、University of Tokyo　Konstantin Kucheryavyy

Discussant:　Chuo University　Ayumu Tanaka
　

　 経済成長
会場:17502 座長　　一橋大学　陣内了

Structural Reforms, Innovation and Economic Growth
　 日本銀行　原尚子、東京大学　青木浩介、日本銀行　古賀麻衣子

討論者　大阪大学　祝迫達郎

　 In What Condition Does 'r>g' Lead to Endless Inegalitarian Spiral in a Stochastic Growth Model?
嘉悦大学　加藤寛之

討論者　兵庫県立大学　大住康之

R&D Growth and Business Cycles Measured with an Endogenous Growth DSGE Model
消費者庁　中村大輔、首都大学東京　飯星博邦、日本経済研究センター　蓮見亮

　 討論者　一橋大学　陣内了

　 ゲーム理論
会場:17503 座長　　筑波大学　澤亮治

Multi-object auction design: Ex-post revenue maximization with no wastage
東京大学　数村友也(J)、Indian Statistical Institute　Debasis Mishra、大阪大学　芹澤成弘

討論者　慶應義塾大学　坂井豊貴

Multimarket Contact under Imperfect Observability and Impatience
　 京都大学　関口格

討論者　東京大学　松島斉

Evolution of a Collusive Price in a Networked Market
　 小樽商科大学　白田康洋

討論者　筑波大学　澤亮治

　 　

労働生産性
会場:17506 座長　　東京大学　近藤絢子

PIAACによる認知能力データは日本の公務員プレミアムをどこまで説明できるか
経済産業研究所　荒木祥太

　 　 討論者　一橋大学　横山泉

Wages, Job Productivity, and Job Creation and Destruction:
  　   　   Evidence from Japanese division-level employment data

経済産業研究所　劉洋
討論者　一橋大学　森啓明

　
地域の雇用と人工知能

経済産業研究所　近藤恵介、神戸大学　浜口伸明
討論者　東京大学　近藤絢子
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国際金融
会場:17507 座長　　東京大学　福田慎一

Does swap-covered interest parity hold in long-term capital markets after the financial crisis?
　　 　 財務省　服部孝洋

討論者　東京大学　福田慎一

　 Drivers of business cycles and sovereign default in emerging economies:
 terms of trade, U.S. monetary policy, country risk premium and exchange rate policy

財務省　山崎丈史
　 討論者　慶應義塾大学　廣瀬康生

Default risks of a sovereign debt crisis model
　 早稲田大学　小枝淳子、Sabanci University　Inci Gumus

討論者　一橋大学　加納隆
　

　

ファイナンス
会場:17508 座長　　一橋大学　祝迫得夫

No-arbitrage determinants of Japanese government bond yield and credit spread curves
　　   　  成蹊大学　鷹岡澄子、Australian National University　沖本竜義

討論者　首都大学東京　飯星博邦

  　  Risk-taking of Defined Benefit Pension Plan
　  　  ニッセイ基礎研究所　北村智紀、大阪経済大学　大森孝造

討論者　日本証券経済研究所　田代一聡

  　     　  Forecast Combination of Affine and Quadratic Term Structure Models near the Zero Lower Bound
   　  首都大学東京　飯星博邦、MTEC　Tsz-Kin Chung、大阪大学　椋木伸吾、大阪大学　大屋幸輔

   　  討論者　成蹊大学　井上智夫
　  　  

 　    　   設備投資
　   　  会場:17509 座長　　早稲田大学　久保克行

Tax avoidance by capital reduction: Evidence from corporate tax reform in Japan
大東文化大学　布袋正樹、学習院大学　細野薫、一橋大学　宮川大介

  　    　  討論者　政策研究大学院大学　長谷川誠
　  　  

Competition, Uncertainty, and Misallocation
慶應義塾大学　山ノ内健太、学習院大学　細野薫、東洋大学　滝澤美帆

討論者　東京大学　楡井誠

　　 　 減損会計は企業投資行動に影響を及ぼすか
一橋大学　植杉威一郎、一橋大学　中島賢太郎、学習院大学　細野薫

　 　 討論者　早稲田大学　久保克行
　 　

　
　 　 行動経済学・実験経済学

会場:17511 座長　　一橋大学　竹内幹
Gap of height and education within couple and its effects on conflict and evaluation

　  about partners: psychological cost of division of labor within a household.
　 　 西南学院大学　山村英司、甲南大学　筒井義郎

討論者　帝京大学　湯川志保

　 　 Intergenerational Altruism and Child Development:
　 　  Evidence from Longitudinal Data of Parent-Child Experiments

慶應義塾大学　田村輝之、慶應義塾大学　赤林英夫、青山学院大学　亀坂安紀子、
福岡大学　中村亮介、慶應義塾大学　大垣昌夫

討論者　一橋大学　竹内幹

　　 　 Behavioral Bias in Firms' Growth Expectations
日本銀行　古賀麻衣子、日本銀行　加藤晴子

　 討論者　　一橋大学　宮川大介
　 　

　
　 　

会長講演 11:10-12:10 会場:17510、17511・17512（中継）
司会　　政策研究大学院大学　林文夫

　
　 　 Replicability of Experimental Data and Credibility of Economic Theory

東京大学　神取道宏
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午後の部 13:00-14:30
　　 　

特別セッション：経済・財政一体改革における「見える化」、
 「優良事例の展開」等の進展（内閣府・日本経済学会共催）

　 会場:17510 座長　　一橋大学　佐藤主光
　 　 経済・財政一体改革における「見える化」、「優良事例の展開」等の進展

内閣府　松多秀一
討論者　一橋大学　宇南山卓

　 　 　
　 　

English Session: Education and Labor
　 Room:17501 Chair:　　University of Tokyo　Tetsuji Okazaki

　 　 How Does Early Childcare Enrollment Affect Children, Parents, and Their Interactions?
McMaster University　Shintaro Yamaguchi、University of Tokyo　Yukiko Asai、 

Hitotsubashi University　Ryo Kambayashi
　 Discussant:　Keio University　Makiko Nakamuro

　 　
The effect of raising Long-term Care Insurance payments on employment and wages in nursing industry

University of Tokyo　Ayako Kondo
Discussant:　Kyoto Sangyo University　Chie Hanaoka

　　 　 The Impacts of Constructing Middle and Vocational Schools: Historical Evidence in Japan
Hitotsubashi University　Mari Tanaka

　 Discussant:　University of Tokyo　Tetsuji Okazaki
　 　

　
　 　 公共経済Ⅱ

会場:17502 座長　　東京大学　林正義
Do Central Grants Affect Welfare Caseloads? Evidence from Public Assistance in Japan

　 東京大学　林正義
　 　 討論者　立教大学　安藤道人

Hospitals, Patients and Politics: Political Cycles in the Public Hospital Management
　 　 　 財務省　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　浅古泰史

日本の消費者物価指数のバイアスに関する考察 －エンゲル曲線を用いたアプローチ－
明海大学　小黒曜子

討論者　国際基督教大学　海蔵寺大成
　　 　

　 　
　 　 労働市場

会場:17503 座長　　成城大学　庄司匡宏
Highly Skilled Immigrants' Occupational Choices  and the Japanese Employment System

　 　 　 九州大学　橋本由紀
　 　 討論者　一橋大学　神林龍

Do Job Applicants also Discriminate Potential Employers?
　 　  Evidence from the World's Largest Online Labor Market

　 　 国際大学　陣内悠介
討論者　千葉大学　佐野晋平

　 Exploitation of Trafficked Adolescents: Survey Evidence from Sex Workers in Bangladesh
　 　 成城大学　庄司匡宏、日本貿易振興機構　坪田建明

討論者　東京大学　田中隆一

　　 　
インセンティブの経済学

会場:17506 座長　　学習院大学　神戸伸輔
　 Incentives and information order with applications

　 　 長崎大学　大角道子
討論者　学習院大学　神戸伸輔

　 On the Performance of Piece-Rate Incentive Schemes:
　 　  Some Explicit Solutions beyond the Uniform Distribution

立正大学　渡部真弘
討論者　政策研究大学院大学　石原章史

　 　 　
　 　 Incentives in the Drezian Mixed Tatonnement/Non-Tatonnement Hedonic MDP Procedure for Global Warming

Heat Island Institute International　佐藤公敏
討論者　学習院大学　岡村誠
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取引・企業形態の経済分析
　　 　 会場:17507 座長　　東京経済大学　黒田敏史

Consumer Search Costs, Local Concentration, and Retail Gasoline Pricing:
　 　  Evidence from a Japanese Inland Area

　 　 福島大学　佐藤英司、福島大学　岩瀬龍祐、福島大学　鎌倉啓太、
福島大学　澤里真司、福島大学　冨永咲

討論者　青山学院大学　鶴田芳貴
　 　

　 　 企業間取引に関するマッチング・バーゲニング・モデルの推定
経済社会総合研究所　間真実
討論者　大阪大学　西脇雅人

　
　 　 Identifying Competitive Neutrality of SOEs in China

学習院大学　渡邉真理子
討論者　東京経済大学　黒田敏史

　 　
　 　

数理経済学
会場:17508 座長　　岡山大学　東陽一郎

Labor supply under the condition that consuming goods requires time with a time constraint
　　 　 専修大学　河野敏鑑

討論者　京都大学　関口格
　

　 　 A Model of Endogenous Apportionment
早稲田大学　菊地和也(J)

討論者　慶応義塾大学　坂井豊貴
　 　   　  

　 　 Reference-Dependent Fairness Attitudes: An Axiomatic Approach
東京大学　橋立洋祐(J)(松井彰彦)

討論者　岡山大学　東陽一郎
　 　 　

　 　

医療・介護の実証分析
　 　 　 会場:17509 座長　　一橋大学　井伊雅子

　 　 分娩施設集約化と産科医の負担
神奈川大学　小川浩

討論者　一橋大学　井伊雅子

Crowding out of intrisic motivation by wage: The case of long-term care workers in Japan
姫路獨協大学　加藤善昌

討論者　西南学院大学　山村英司
　　 　

Long-term Care Facilities and Elderly Household Mobility in Japan:
 Empirical Analysis based on the Micro-Level Survey

　 東洋大学　隅田和人
討論者　早稲田大学　野口晴子

　　 　

　 マクロ経済学
会場:17511 座長　　立正大学　吉川洋

　　 　 Looking at the FTPL through a Unified Macro Model
早稲田大学　笹倉和幸

討論者　東京大学　渡辺努
　

Liquidity Constraints and Consumer Inventory: Evidence from Japan
東京大学　庄司俊章(渡辺努)
討論者　東洋大学　外木暁幸

現代マクロ経済学の再検討：ワルラス経済における市場の失敗とケインズ的失業均衡
前・流通経済大学　河合榮三

討論者　立正大学　吉川洋

企業金融・企業行動Ⅱ
会場:17512 座長　　中央大学　小野有人

SME Policies as a Barrier to Growth of SMEs
日本大学　鶴田大輔

討論者　成城大学　後藤康雄

Listing and Financial Constraints
東京大学　植田健一、ノースウェスタン大学　石出旭、成城大学　後藤康雄

討論者　九州大学　葉聰明

When Japanese banks become pure creditors:
 the effects of declining shareholding by banks on bank lending and firms' risk-taking

中央大学　小野有人、一橋大学　鈴木健嗣、一橋大学　植杉威一郎
討論者　早稲田大学　宮島英昭
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パネル討論 14:40-16:40

　　 　 トランポノミクスと日本経済
会場:17510 座長　　一橋大学　祝迫得夫

　
パネリスト 東京大学　植田健一

　 パネリスト 東京大学　川口大司

パネリスト 慶應義塾大学　清田耕造
　

パネリスト ゴールドマンサックス証券　馬場直彦

技術革新と労働市場
　　  　  会場:17512 座長　　東京大学　柳川範之

 　   　  パネリスト 一橋大学　神林龍
　   　  

パネリスト 国立情報学研究所　喜連川優

  　    　  パネリスト 東京大学　松尾豊
　  　  

パネリスト マクマスター大学　山口慎太郎

　　 　
* 氏名の後の（J）は、ジョブセミナー報告であることを、氏名の後の括弧内は推薦者氏名をそれぞれ示します。
* 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。
* English Sessionにおける報告言語は、すべて英語です。

　
　 　

　 　 　
　 　

　　 　

　   　  　
　 　

　
　 　

　
　 　

　　 　

　
　 　

　
　 　

　 　
　 　


	プログラム2017年度秋印刷用（案）

