6月9日（土曜日）
午前の部

9:30-11:00

メカニズムデザイン

会場：308

座長 東北大学 大瀬戸真次

Strategy-Proofness and Efficiency of Probabilistic Mechanisms for Excludable Public Good
神戸大学 塩澤康平(J), 大阪経済大学 橋本和彦
討論者 東北大学 大瀬戸真次
Polarization and inefficient information aggregation in an electoral competition
一橋大学経済研究所 多鹿智哉(J)
討論者 神戸学院大学 永岡成人
Dynamic Communication Mechanism Design
横浜国立大学 佐野隆司
討論者 関西大学 藤中裕二
財政・金融政策

会場：104

座長 東京大学 宮尾龍蔵

Central Bank Communication on Inflation Target: The Value of Public Information under Unknown Priors
日本銀行金融研究所 奥田達志, 日本銀行金融研究所 敦賀智裕
討論者 名古屋大学 田村彌
The impact of quantitative and qualitative easing with yield curve control
on the term structure of interest rates: Evidence from micro-level data
財務省財務総合政策研究所 服部孝洋
討論者 東京大学 宮尾龍蔵
統計・計量

会場：212

座長 甲南大学 筒井義郎

計量テキスト分析による景気判断 －コーディングルールや主成分を使った時系列分析
跡見学園女子大学 山澤成康
討論者 首都大学東京 飯星博邦
Understanding Global Productivity Cycles
法政大学 平田英明, World Bank Ergys Islamaj, World Bank M. Ayhan Kose
討論者 跡見学園女子大学 山澤成康
Do Individuals have Consistent Risk Preferences across Domains?:
Evidence from the Japanese Insurance Market
大阪産業大学 藤井陽一朗, 大阪産業大学 稲倉典子
討論者 甲南大学 筒井義郎
公共経済学

会場：309

座長 財務総合政策研究所 別所俊一郎

Optimal age-dependent income taxation in a dynamic extensive model:
The case for negative participation tax on young people
静岡大学 高松慶裕, 早稲田大学 片岡孝夫
討論者 福岡大学 森田薫夫
An Analysis of Peer Effects on Vaccination Behavior Using a Model of Privately Provided Public Goods
慶應義塾大学 井深陽子, 北海道大学 板谷淳一, 日本大学 宮里尚三
討論者 筑波大学 内藤久裕
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Altruistic and selfish motivations of charitable giving: Case of the hometown tax donation system in Japan
西南学院大学 山村英司, 甲南大学 筒井義郎, 大阪大学 大竹文雄
討論者 財務総合政策研究所 別所俊一郎
バブル

会場：105

座長 関西学院大学 國枝卓真

Chinese Housing Market and Bank’s Credit Supply
慶応義塾大学 櫻川昌哉, 関西学院大学 戸部智, 慶応義塾大学 Mengyuan Zhou
討論者 法政大学 胥鵬
Bubble Occurrence and Landing
福岡大学 万軍民
討論者 関西学院大学 國枝卓真
Differential effects of unconventional monetary policy on Japanese syndicated loan contracts
日本銀行 高橋 耕史, 成蹊大学 鷹岡澄子
討論者 中央大学 小野有人
教育・行動

会場：408

座長 同志社大学 川口章

大学入試センター試験と出願大学選択：「センターリサーチ」データによる定量分析
東京工業大学 島根哲哉
討論者 早稲田大学 大西宏一郎
子どもの性別が親の政策支持や価値観に与える影響
帝京大学 湯川志保
討論者 同志社大学 川口章
Monetary Costs versus Opportunity Costs in a Voting Experiment
北海道武蔵女子短期大学 黒阪健吾, 高知工科大学 肥前 洋一
討論者 大阪大学 犬飼佳吾
産業組織1

会場：409

座長 中京大学 古川雄一

Airline’s Network Structure and Partial Privatization of Airport
大分大学 川崎晃央
討論者 帝塚山大学 寺地祐介
Asymmetric Product Line and Multi-homing
法政大学 大木良子, 政策研究大学院大学 石原章史
討論者 名古屋商科大学 潘聡
Endogenous Price Leadership and Setup Cost Reduction
横浜市立大学 太田塁, 千葉経済大学 藤生 裕
討論者 中京大学 古川雄一
環境

会場：410

座長 東京大学 大橋弘

Open-Access Renewable Resources and Urban Unemployment:
Dual Institutional Failures in a Small Open Economy
慶應義塾大学 大東一郎, ハワイ大学 樽井礼
討論者 大阪大学 阿部顕三
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The Effect of Nuclear Accidents on Land Prices: Evidence from Fukushima-Daiichi in Japan
千葉工業大学 西村仁憲, 東京大学大学院 及川雅斗
討論者 立教大学 安藤道人
調整力市場におけるネガワット取引とエネルギー利用効率
早稲田大学 庫川幸秀, 経済産業研究所・政策研究大学院大学 田中誠
討論者 東京大学 大橋弘
医療経済

会場：310

座長 早稲田大学 野口晴子

The effect of inheritance receipt on health: A longitudinal analysis of Japanese young women
法政大学 濱秋純哉, 慶應義塾大学 井深陽子
討論者 アジア成長研究所 新見陽子
Can You Work for 24 Hours?:
Trade-off Between Health and Household Wealth Accumulation in Japanese Baby Boomer Generation
医療経済研究機構 高久玲音
討論者 一橋大学経済研究所 小塩隆士
Quantifying Health Shocks Over the Life Cycle
東京大学大学院 金澤匡剛(市村英彦), 東京大学 市村英彦, 東京大学大学院 深井太洋
討論者 早稲田大学 野口晴子
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招待講演

11:15-12:15
会場：101

座長 大阪大学 山本和博

Bilateral Free Trade Agreement with Endogenous Market Structure
東京大学 田渕隆俊
会場：102

座長 慶應義塾大学 坂井豊貴

What should society maximize under uncertainty (if it must)?
グラスゴー大学 林貴志
会場：201

座長 一橋大学 阿部修人

Inflation and Deflation in the Theory of Intertemporal Public Finance
名古屋大学 工藤教孝

フラッシュ・トーク
12:45-13:15
＊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。今大会では, 以下の3つのセッションから構成されております。

セッション1
会場: 201
座長 兵庫県立大学 三上和彦
「ミクロ理論・数理経済」「ゲーム理論」「情報・契約の経済学」「公共経済・財政」「国際貿易・直接投資」
セッション2
「マクロ」「経済成長・発展」「財政金融政策」

会場: 202

座長 神戸大学 橋本賢一

セッション3
会場: 309
「統計・計量」「労働」「教育・家計」「都市・地域・交通」
「産業組織論」「環境」「経済実験・行動経済学」「法と経済学」「その他」

ポスター報告

座長 京都大学 安井大真

13:30-15:00 会場:311-411(結合)

ミクロ理論・数理経済
A Core Limit Theorem for Economies with Production
関西学院大学 村上裕美(J), 大阪大学 浦井 憲
Dynamic Contemplation
東京大学大学院 片山由将(松井彰彦)
ゲーム理論
Population Monotonic Allocation Schemes for Games with Externalities
早稲田大学大学院 阿部貴晃(船木由喜彦)
Unlimited Shill-Bidding in Penny Auctions: A Theoretical Analysis
東京大学大学院 小田原悠朗(松島斉)

4

High-Frequency Trading Arms Race under National Market System:
Welfare Analysis under CLOB and FBA
東京大学大学院 東和志(松島斉)
A folk theorem with public randomization device in repeated prisoner’s dilemma
under cost observation and small observation error
Vietnam-Japan University 日野喜文(J)
情報・契約の経済学
A Dynamic Model of Crowdfunding
東京大学大学院 朝見絢二朗(松島斉)
グループ内外の競争と努力量
大阪大学大学院 宮下稔規(石黒真吾)
Wefare-Improving Asymmetric Information in Endogenous Timing Game of Tax Competition
東京大学大学院 濱田高彰(松井彰彦)(J)
統計・計量
Stationarity of Autoregressive Processes with Endogenous Regime Switching
and Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator
京都大学大学院 劉焔(西山慶彦)
マクロ
Macroeconomic influences of counter-cyclical capital regulation rules in a DSGE model
名古屋大学大学院 佐藤嘉晃(清水克俊)(J)
Learning by Doing and Business Cycles in Small Open Economies
京都学園大学 池田晃彦
Dynamic Game of Economic Growth with Quasi-Geometric Discounting and Consumption Externalities
奈良大学 中坊勇太, 大阪大学 二神 孝一
Technological Progress, Heterogeneous Firms, and Unemployment
名古屋大学大学院 田中頌宇将(工藤教孝)(J)
I/I型調整費用関数を用いたq理論の拡張：日本の製造業パネルデータを用いたEuler方程式の推定
一橋大学大学院 石川貴幸(塩路悦朗)
グッドウィン型景気循環モデルの研究
明治大学大学院 吉岡努(八木尚志)
日本経済における金融的摩擦と景気循環に関する分析：ベイジアンDSGEモデルによる考察
神戸大学大学院 星野聡志(地主敏樹)(J)
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財政金融政策
Measuring the effect of quantitative easing on lower bound of interest rate and economic activity
名古屋大学大学院 石井北斗(清水克俊), 名古屋大学 清水克俊
Estimation of DSGE models with Shadow Rate
神戸大学大学院 王ゼイ(松林洋一)
The effect of stringent capital requirement for Systemically Important Banks
東京大学大学院 千葉安佐子(青木浩介)(J)
公共経済・財政
A Unified Analysis of Tiebout Models and Tax Competition Models
東京大学大学院 山岸敦(佐藤泰裕)
When Populism Meets Globalization: Analysis of Tax Competition
東京大学大学院 笠松怜史(神取道宏)(J), 東京大学大学院 岸下大樹
国際貿易・直接投資
日/中/韓-ASEAN地域貿易協定における原産地規則の比較
法政大学大学院 中岡真紀(田村晶子)
Quality Dependent Trade Costs and Nonlinearity of Wage Inequality
大阪大学大学院 松本雄一郎(二神孝一)
労働
Female Labor Supply, Longterm-Care, and the Role of the Labor Market
東京大学 小松功拓
Information Disclosure on Job Postings and Job Matching
大阪大学大学院 納田泰成(小原美紀)
教育・家計
Long-term Intergenerational Human capital mobility An empirical analysis in China with 3 generations
大阪大学大学院 朱赫(大槻恒裕)
学力テストの学校別結果の公表は学校の序列化を促進するのか？：賃貸物件データを用いた検証
東北大学大学院 黒田雄太(若林緑)(J)
産業組織論
Multiproduct Firm, Consumer Search and Demand Heterogeneity
大阪大学大学院 橘髙勇太(松島法明)
Collusion with capacity constraints under a sales maximization rationing rule
京都大学大学院 野津隆臣(関口格)
Information Advantage, Relationship Advantage and Competition in Banking Sector
東京大学大学院 松村悠里(松井彰彦)

6

経済成長・発展
Self-education, Fully Funded Social Security and Economic Growth
名古屋大学大学院 胡唯真(柳原光芳)
Effects of technology diffusion in a two-sector endogenous growth model
京都大学大学院 桃田翔平(柴田章久)
Negative-Selection Migration and Education Investment:
Theory and Empirical Investigation
on the Roles of Parents' Remittances and Prospect of Children's Future Migration
北海道大学大学院 山田大地(樋渡雅人)
都市・地域・交通
マンション建替えにおける補償金付き多数決ルールに関して
関西大学大学院 髙谷真城(長久領壱)(J), 関西大学 長久領壱
Agglomeration and Industrial Upgrading in Cities
立命館大学大学院 王驥(鄭小平)
法と経済学
Legalization or Prohibition with Political Economics Approach
早稲田大学大学院 矢作健(須賀晃一)
環境
Pollution Haven and Dirty Secret in a Dual Regulation Economy with an Environmental Tax Evasion
大阪成蹊大学 濱口喜広
その他
非技術/情報系の経済系に仮想通貨・ビットコイン・ブロックチェーンをいかに教えるか
専修大学 小川健
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6月9日（土曜日）
午後の部

15:10-17:10

特別セッション：実証政治学のフロンティア

会場：101

座長 東京大学 川田恵介

政治学における計量テキスト分析のフロンティア
New York University Amy Catalinac
政治学における自然実験と回帰非連続をめぐる論争
学習院大学 福元健太郎
Conjoint Survey Experiments for the Social Sciences
Massachusetts Institute of Technology 山本鉄平
特別セッション：
シェアリング・エコノミーのGDP統計への反映
(内閣府・日本経済学会共済)

会場：104

座長 慶應義塾大学 中島隆信

シェアリング・エコノミー計測の論点: 民泊を例として
内閣府 吉岡真史
パネル討論
一橋大学 宇南山卓
立教大学 櫻本健
跡見学園女子大学 山澤成康
内閣府 吉岡真史
チュートリアルセッション：
非線形DSGEモデルの解法と推定方法

会場：201

座長 一橋大学 塩路悦朗

非線形DSGEモデルの解法とその応用
神戸大学 砂川武貴
非線形DSGEモデルの推定⼿法とその応用
慶應義塾大学 廣瀬康生
数理経済学

会場：212

座長 早稲田大学 金子守

Reference-dependent choice: A comprehensive analysis
東北大学 シンタン
討論者 早稲田大学 金子守
Finite Bubbles in Ambiguous Updating
嘉悦大学 加藤寛之
討論者 慶應義塾大学 尾崎裕之
Belief Update and Mispricing: Theory and Experiment
青山学院大学 中里宗敬, 東北学院大学 北村智紀, 青山学院大学 伏屋広隆
討論者 一橋大学 山田昌弘
Sraffian Indeterminacy in General Equilibrium Revisited
マサチューセッツ大学アマースト校 吉原直毅, マサチューセッツ大学アマースト校 Se Ho Kwak
討論者 法政大学 佐柄信純
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国際金融・金融・ファイナンス1

会場：105

座長 成蹊大学 井上智夫

Cross-stock market spillovers through variance risk premiums and equity flows
一橋大学 服部正純, 日本銀行 杉原慶彦, Bank for International Settlements Ilhyock Shim
討論者 立命館大学 青野幸平
固定相場制と財政規律：Synthetic Control Methodsによる実証
神戸市外国語大学 江阪太郎, 神戸市外国語大学 藤井隆雄
討論者 大阪大学 敦賀貴之
Intra-regional trade in intermediate goods and macroeconomic interdependence in East Asia
法政大学 ブー・トウン・カイ
討論者 成蹊大学 井上智夫
Government Spending, Trade Openness and Real Exchange Rates: The Role of Endogenous Tradability
上智大学 小阪みちる
討論者 早稲田大学 濵野正樹
国際金融・金融・ファイナンス2

会場：211

座長 一橋大学 齊藤誠

The Effect of Investor Sentiment toward an Exchange Merger on Liquidity
大阪大学大学院 久田貴紀（太田亘）
討論者 南山大学 大鐘雄太
Optimal Initial Capital Induced by the Optimized Certainty Equivalent
一橋大学 西出勝正, 慶應義塾大学 新井 拓児, 岡山大学 浅野 貴央
討論者 関西大学 山崎和俊
Who is a Good Advisor for Entrepreneurs?
南山大学 大鐘雄太
討論者 中央大学 本庄 裕司
On Separation between Payment and Saving Instruments
早稲田大学 戸村肇
討論者 一橋大学 齊藤誠
経済実験・行動

会場：309

座長 立命館大学 竹内あい

Blood-types and Blood Donation Behaviors: Empirical Tests for Pure Altruism Theory
慶應義塾大学 佐々木周作, 大阪大学大学院 船崎 義文, 同志社大学 黒川 博文, 大阪大学 大竹 文雄
討論者 高知工科大学 肥前洋一
Experiments on Repeated Games with Infrequent Monitoring
関西大学 小林創, 大阪府立大学 七條達弘, 大阪府立大学 鹿野繁樹,
和歌山大学 太田勝憲, 高知工科大学 西條辰義, 大阪大学 山川敬史
討論者 高知工科大学 草川孝夫
A Disaster Aggravates People’s Present-Biasness:Evidence from the Great East Japan Earthquake
東京大学 芦田登代, 東京大学 澤田康幸, ニッセイ基礎研究所 岩崎敬子
討論者 関西大学 小林 創
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Strategic donation as a signal to cooperate: a laboratory experiment
高知工科大学 草川孝夫, 関西大学 小川一仁, 大阪府立大学 七條達弘
討論者 立命館大学 竹内あい
労働1

会場：310

座長 大阪大学 佐々木勝

Firm Age, Size, and Employment Dynamics: Evidence from Japanese firms
経済産業研究所 劉洋
討論者 一橋大学 横山泉
The Effect of Inheritance Receipt on Labor Supply: Evidence from Japanese Microdata
愛媛大学 新関剛史, 内閣府経済社会総合研究所 堀雅博
討論者 大東文化大学 菅野早紀
Minimum Wage Effects Across Heterogeneous Markets
慶應義塾大学 山ノ内健太, 岡山大学 奥平寛子, 東洋大学 滝澤美帆
討論者 東京大学 川口大司
Inequality through Wage Response to the Business Cycle;Evidence from the FFL Decomposition Method
一橋大学 横山泉, 日本大学 児玉直美, 慶應義塾大学 樋口美雄
討論者 大阪大学 佐々木勝
都市・地域開発・交通

会場：408

座長 大阪大学 赤井伸郎

The Impact of the Opening of High-Speed Rail on Innovation
一橋大学 中島賢太郎, 兵庫県立大学 井上寛康, 経済産業研究所 齊藤（梅野）有希子
討論者 筑波大学 牛島光一
Agglomeration Economies and Urban Spatial Configuration
筑波大学 太田充
討論者 東京大学 高橋孝明
The effects of forest change on agricultural productivity: Evidence from Indonesia
長崎大学 山本裕基, 大阪国際大学 石村雄一, 長崎大学 重富陽介, 長崎大学 服部充
討論者 札幌学院大学 土居直史
Empirical Study of Per-passenger and Per-flight Airport Charges
札幌学院大学 土居直史
討論者 大阪大学 赤井伸郎

社員総会

17:40-19:10

会場：本部棟

懇親会

17:40-19:10

会場：大学会館
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中会議室

6月10日（日曜日）
午前の部

9:00-11:00

院生セッション: 応用ミクロ計量経済学

会場：104

座長 大阪大学 大竹文雄

Empowerment Effects and Intertemporal Commitment of Married Couples:
Evidence from Japanese Pension Reform
東京大学大学院 鳥谷部貴大(川口大司)
討論者 京都大学 山田憲
Effects of Informal Elderly Care on Labor Supply:
Exploitation of Government Intervention on the Supply Side of Elderly Care Market
東京大学大学院 及川雅斗(川口大司), 千葉工業大学 西村仁憲
討論者 UCLA 津川友介
Structure Demand Estimation of the Response to Food Safety Regulations in the Japanese Poultry Market
大阪大学大学院 楊起中(大槻恒裕), 熊本県立大学 本田圭市郎, 大阪大学 大槻恒裕
討論者 法政大学 明城聡
近代日本における鉄道の敷設が財の市場間の価格差をどの程度収束させたか
筑波大学大学院 辻本隆宏(牛島光一), 筑波大学大学院 金子侑樹, 筑波大学 牛島光一
討論者 神戸大学 山崎潤一
ゲーム理論

会場：308

座長 大阪大学 青柳真樹

Generalized Potentials, Value and Core
東京理科大学 中田里志, 早稲田大学 阿部貴晃
討論者 学習院大学 和光純
Efficient Collusion with Entry and Cost Uncertainty
京都大学経済研究所 関口格, Cardiff Metropolitan University Ramakanta Patra
討論者 大阪大学 青柳真樹
An Incomplete Contract Approach to Authority in Organizations for Choice and Execution
政策研究大学院大学 石原章史, 神奈川大学 三浦慎太郎
討論者 専修大学 小川博雅
マクロ

会場：212

座長 一橋大学 加納隆

What is the Trigger of Sovereign Default? -Willingness versus Incapability日本銀行金融研究所 岡地迪尚
討論者 一橋大学 加納隆
Labor Share Decline and Intellectual Property Products Capital
University of Arkansas 髙東也, MOVE-UAB and Barcelona GSE Raul Santaeulalia-Llopis,
City University of Hong Kong Yu Zheng
討論者 大阪大学 石瀬寛和
Asset Bubbles, Unemployment, and Capital Market Frictions
京都大学 任龍壎, 神戸大学 橋本賢一, 関西学院大学 國枝卓真, 京都大学 柴田章久
討論者 大阪大学 二神孝一
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金融・ファイナンス

会場：410

座長 慶應義塾大学 佐藤祐己

Debt Maturity, Default, and Investment under Rollover Risk and Solvency Concern
関西学院大学 堀敬一, 京都大学 小佐野広
討論者 慶應義塾大学 佐藤祐己
Banks versus Credit Unions in Alleviating Financial Constraints: Comparison by a Structural Estimation
九州大学 野澤亘(J), 九州大学 馬奈木俊介
討論者 一橋大学 植杉威一郎
Collateral versus Bank Lending Channel: Evidence from a massive earthquake
一橋大学 植杉威一郎, 一橋大学 宮川大介, 学習院大学 細野薫, 中央大学 小野有人, 神戸大学 内田浩史
討論者 早稲田大学 戸堂康之
政治経済学

会場：409

座長 早稲田大学 小西秀樹

Valence, Endorsement and Media Diversity in Election
拓殖大学 岡崎哲郎
討論者 北海道武蔵女子短期大学 黒阪健吾
Elected Officials in the Local Assembly: Analysis of Prefectural Plenary Session Transcripts
同志社大学 川浦昭彦, 小樽商科大学 木村泰知, 宇都宮共和大学 高丸圭一, 北海学園大学 内田ゆず
討論者 福岡大学 原田勝孝
Voluntary Merger among Multiple Governments
慶應義塾大学 鈴木眞志, 関東学院大学 細矢祐誉
討論者 早稲田大学 小西秀樹
経済成長・発展・経済史

会場：211

座長 神戸大学 後藤潤

A Simple Model of Growth Slowdown
University of Kent 柴山克行
討論者 明治学院大学 髙橋青天
Financial Inclusion and Female Empowerment: Evidence from Honduras
大阪大学 松田絢子, メトリクスワークコンサルタンツ・国際協力機構 青柳恵太郎,
かいはつマネジメント・コンサルティング 望月貴子, かいはつマネジメント・コンサルティング 植松美喜
討論者 神戸大学 後藤潤
A Quantitative Analysis of Lighthouse Provision
明治学院大学 斉藤都美
討論者 青山学院大学 高嶋修一
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教育・家計

会場：408

座長 関西学院大学 山鹿久木

Household characteristics and homeownership during the "Lost Decade"
東北大学 永易淳
討論者 関西学院大学 山鹿久木
Housing inheritance, financial assistance, and a reciprocal interdependence
富山大学 岩田真一郎, 日本大学 行武 憲史
討論者 法政大学 濱秋純哉
How does Graduate Education Affect Inventive Performance?
Evidence from the Undergraduates’ Choices during Recessions
早稲田大学 大西宏一郎, 東京経済大学 長岡 貞男
討論者 青山学院大学 安井健吾
産業組織2

会場：310

座長 名古屋市立大学 濱口泰代

Estimating the Degree of Vertical Integration:
An Empirical Analysis of the U.S. Carbonated Soft Drink Industry
名古屋大学 安達貴教
討論者 大阪大学 西脇雅人
Excess Capacity and Effectiveness of Policy Interventions: Evidence from the Cement Industry
東京大学 若森直樹, 東京大学 岡崎哲二, Singapore Management University 大西健
討論者 大阪大学 西脇雅人
The Lingering Effect of Capacity Coordination on Firm Behavior in Post-depression Periods:
Evidence from a Laboratory Experiment
武蔵大学 田中健太, 関西学院大学 東田 啓作
討論者 名古屋市立大学 濱口泰代
English Session: Health Economics

会場：309

座長 名古屋大学 中村さやか

Moral Hazard under Zero Price Policy: Evidence from Japanese Long-term Care Claims Data
早稲田大学 富蓉, 早稲田大学 野口晴子
討論者 立教大学 安藤道人
Geographical Variation and Convergence of Medical Cost in Japan
-Medical Resources, Services, and Health Outcome慶應義塾大学 姉川知史
討論者 医療経済研究機構 高久玲音
Pregnant in haste? Evidence of reproductive behaviours in Uganda
政策研究大学院大学 永島優, 政策研究大学院大学 山内慎子
討論者 名古屋大学 中村さやか
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経済成長・発展

会場：105

座長 大阪大学 大槻恒裕

Firms and Regional Favoritism(※)
Asian Growth Research Institute VU Manh Tien, Keio University 山田浩之
討論者 大阪大学 大槻恒裕
※This presenter will make a presentation in English (including presentation slides).
Consumption, Welfare, and Stochastic Population Dynamics When Technology Shocks Are (Un)tied
兵庫県立大学大学院 坪井美都紀（西山博幸）
討論者 立命館大学 桃田朗
Patent Protection, Optimal Licensing, and Innovation with Endogenous Entry
千葉大学 鈴木慶春
討論者 中京大学 古川雄一

日本経済学会・中原賞講演

11:10-11:55 会場:101

司会 東京大学 市村英彦
Labor Market Dynamics and the Business Cycle
報告者 University of Virginia/ Georgetown University 向山敏彦

日本経済学会・石川賞講演

12:00-12:45 会場:101
司会 東京大学 川口大司

イノベーションにおける局所的相互作用の実証分析
報告者 慶應義塾大学 中嶋亮

会員総会

13:35-13:50
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会場:101

6月10日（日曜日）

午後の部

特別セッション:
因果推論とエビデンスに基づいた政策評価

14:00-16:00

会場：101

座長 大阪大学 安田洋祐

講演
UCLA 津川友介
慶応義塾大学 星野崇宏
パネル討論
東京大学 市村英彦
大阪大学 大竹文雄
UCLA 津川友介
慶応義塾大学 星野崇宏

国際貿易・直接投資

会場：212

座長 慶應義塾大学 清田耕造

The “China Shock”, Exports and U.S. Employment: A Global Input-Output Analysis
University of Idaho 笹原彰, University of California Davis Robert C. Feenstra
討論者 中央大学 田中鮎夢
Optimal export policy with upstream price competition
関西大学 高内一宏, 神戸大学 水野倫理
討論者 立命館大学 大川隆夫
Markup, city size, and export: Evidence from Japan
経済産業研究所 近藤恵介
討論者 慶應義塾大学 清田耕造
Exchange rate movements, Japanese firm export, and the role of R&D and global outsourcing
専修大学 金榮愨, 学習院大学 乾友彦
討論者 早稲田大学 戸堂康之
労働2

会場：211

座長 早稲田大学 大湾秀雄

Impact of workplace communication networks on productivity: A new approach using wearable sensors
静岡県立大学 上原克仁, 一橋大学 中島 賢太郎, 一橋大学 都留 康
討論者 神戸大学 後藤潤
日本に”Flexibility stigma”は起こっているか？
神戸大学 佐々木昇一
討論者 早稲田大学 大湾秀雄
The heterogeneous effects of vocational education and training:
Transition from company-based training to investing in oneself
日本大学 児玉直美, 一橋大学 横山泉, 慶應義塾大学 樋口美雄
討論者 日本女子大学 原ひろみ
Does the structure of social network determine the economic ripple effect?
慶應義塾大学 風神佐知子
討論者 一橋大学 中島賢太郎
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金融実証

会場：104

座長 東京大学 川口大司

Empirical Analysis of Corporate Tax Reforms: What is the Null and Where Did It Come From?
早稲田大学 笠原晃恭(J), London Business School Christopher Hennessy, Stanford University Ilya Strebulaev
討論者 一橋大学 宮川大介
Firm Performance and Macro Forecast Accuracy
一橋大学 田中万理, Stanford University Nicholas Bloom, 日本銀行 古賀麻衣子, 日本銀行 加藤晴子
討論者 東京大学 川口大司
Contrarian Trades and Disposition Effect: Evidence from Online Trade Data
一橋大学 宮川大介, VRI Inc. 駒井隼人, VRI Inc. 古谷野良太
討論者 内閣府 渡部和孝
The impact of entrepreneurial human capital on initial funding: Evidence from Japan
中央大学 本庄裕司
討論者 関西学院大学 堀敬一

* 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。
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Ayhan Kose
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gyuan Zhou
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院大学 田中誠

学院 深井太洋
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