6月4日（土曜日）
午前の部 10:00-11:15
消費・貯蓄Ⅰ

会場A-1

座長

慶應義塾大学

牧厚志

A trigonometric flexible consumer demand system
討論者

鳥取大学 松田敏信
関西大学 橋本紀子

家計の消費関数（クロスセクション型と時系列型）に関する考察
まつうら経済分析室 松浦義満
討論者 九州大学 佐伯親良
家計の負債保有が消費行動に与える影響の定量分析
大阪大学大学院 万軍民、大阪大学 小川一夫
討論者 慶應義塾大学 牧厚志

国際金融Ⅰ

会場A-2

座長

一橋大学

小川英治

What prompts Japan to intervene in the FOREX market? A new approach to a reaction function
東京大学 伊藤隆敏、ボストン大学大学院 薮友良(J)
討論者 一橋大学 渡辺努
何が政府の信認を決めるのか？－アルゼンチンのケース
明星大学

中田勇人、新潟産業大学 佐藤綾野
討論者 慶應義塾大学 白井早由里

Optimal exchange rate system in Asian region and its relation to the development of the regional bond market
慶應義塾大学 吉野直行、慶應義塾大学 嘉治佐保子、慶應義塾大学 阿曽沼多聞
討論者 一橋大学 小川英治

公共経済の理論

会場A-3

座長

東京大学

神谷和也

ITSの外部性と最適普及水準－VICSの社会的便益と最適普及水準の計測－
討論者

同志社大学 三好博昭
兵庫県立大学 辻正次

Nonlinear pricing in public sectors with external diseconomies of scale

労働経済Ⅰ

会場A-4

討論者

京都大学 武藤幸雄
東京大学 神谷和也

座長

大阪大学

大竹文雄

正規労働者と非正規労働者の賃金格差拡大の要因～賃金構造基本統計調査を用いた実証分析
兵庫県立大学大学院 山口雅生(菊本義治)
討論者 慶應義塾大学 樋口美雄
Career crisis? The impacts of financial shock on entry-level labour market: Experimental evidences
from Thailand in 1997
一橋大学 町北朋洋
討論者 政策研究大学院大学 黒澤昌子
1990年代後半以降の日本企業の雇用行動－フルタイムとパートタイムの代替・補完関係－
労働政策研究・研修機構
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原ひろみ、城西大学 石原真三子
討論者 大阪大学 大竹文雄

6月4日（土曜日）
午前の部 10:00-11:15
国際経済学-動学的分析

会場A-5

座長

東京工業大学

内藤巧

Endogeneous capital agglomeration -A consideration of the expansion in assets disparity between countries兵庫県立大学 石黒靖子
討論者 甲南大学 青木浩治
Endogenous policy reform: Learning versus flexibility in industrial policy design for open economies
コーネル大学大学院 柿中真(J)(Henry Y. Wan)
討論者 東京工業大学 内藤巧

特許とイノベーション

会場A-6

Inventing around and litigation under asymmetiric information
政策研究大学院大学

座長

関西学院大学

土井教之

安藤至大、一橋大学/オークランド大学 青木玲子
討論者 立命館大学 大川隆夫

特許法35条と職務発明制度についての理論と実証
上智大学

山崎福寿、上智大学大学院 井上綾子
討論者 一橋大学 長岡貞男

Acquisitions and use of patents: A theory and new evidence from the Japanese firm level data
一橋大学 長岡貞男、一橋大学大学院 西村陽一郎
討論者 関西学院大学 土井教之

寡占理論

会場A-7

座長

関西学院大学

新海哲哉

Product diversification as an oligopolist's strategy
大阪市立大学 宮本良成
討論者 東京大学 松村敏弘
A noncooperative shipping cournot duopoly with linear-quadratic transport costs and circular space
東京大学 清水大昌、東京大学 松村敏弘
討論者 信州大学 石田潤一郎
Investment decisions in a new mixed market
大阪大学 大西一弘(J)
討論者 神戸大学 芦谷政浩

ミクロ経済学

会場A-8

座長

早稲田大学

岸本哲也

中古住宅市場と転売外部性
富山大学

岩田真一郎、筑波大学 山鹿久木
討論者 成蹊大学 井出多加子

「ミリオネア」挑戦者は危険回避的か
大阪大学大学院 竹中慎二(大竹文雄)
討論者 早稲田大学 晝間文彦
長期均衡という考え方の問題点－国民所得の分配を説明するにあたって－
早稲田大学大学院 畠中貴(J)(笠松學)
討論者 横浜国立大学 倉澤資成
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6月4日（土曜日）
午前の部 10:00-11:15
ゲーム理論Ⅰ：応用

会場A-9

座長

神戸大学

下村研一

A way to sell goods with network externalities
大阪府立大学

七條達弘、大阪府立大学 中山雄司
討論者 関西学院大学 水野敬三

Existence of an equilibrium for an abstract society with n social groups

コーポレート・ガバナンスⅠ

会場A-10

討論者

関西大学 坂根宏一
神戸大学 下村研一

座長

神戸大学

加藤英明

Founding family and corporate governance
早稲田大学 齋藤卓爾(J)
討論者 京都大学 小佐野広
ステークホルダー型企業のガバナンス：経営理念の役割
早稲田大学

広田真一、早稲田大学

Cross-shareholdings, outside directors, and managerial turnover: The case of Japan
一橋大学

銀行のマクロ経済分析

会場A-11

久保克行、早稲田大学 宮島英昭
討論者 一橋大学 伊藤秀史
阿部修人、一橋大学 Jung Taehun
討論者 神戸大学 加藤英明

座長

慶應義塾大学

前多康男

A dynamic analysis of an economy with banking optimization and capital adequacy regulations
神戸大学大学院 三宅敦史(J)、神戸大学 中村保
討論者 高崎経済大学 中野正裕
私的貨幣発行による影響についての考察
早稲田大学大学院 久米良光(笹倉和幸)
討論者 慶應義塾大学 前多康男
Microeconomic foundation of LLR from the viewpoint of payments
横浜市立大学

銀行と企業の実証分析

酒井良清、慶應義塾大学 前多康男
討論者 一橋大学 浅子和美

会場A-12

座長

大阪大学

本多佑三

主力行の債権放棄比率：誰が多く負担するのか？
東京大学

鯉渕賢、東京大学 福田慎一
討論者 一橋大学 小西大

デフレ下における非上場企業のデフォルト分析
東京大学

赤司健太郎、東京大学

福田慎一、日本銀行 粕谷宗久
討論者 近畿大学 安孫子勇一

中島上智、東京大学

福田慎一、日本銀行 粕谷宗久
討論者 大阪大学 本多佑三

金融機関の健全性と非上場企業の設備投資
東京大学
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6月4日（土曜日）
午前の部 10:00-11:15
金融政策のクレジット・チャネル

会場A-13

座長

学習院大学

細野薫

金融政策効果の非対称性について
東京大学大学院 平野智裕(J)(柳川範之)
討論者 日本銀行 加藤涼
内生的金融仲介と資本蓄積：人為的低金利政策の効果
大阪大学大学院 堀健夫(二神孝一)
討論者 東北大学 北川章臣
Soft budget constraints, bank capital and the monetary transmission mechanism
東京大学大学院 豊福健太(J)(柳川範之)
討論者 学習院大学 細野薫

財政政策

会場A-14

座長

大阪大学

小野善康

財政政策と民間需要
名古屋学院大学 宮崎智視
討論者 財務省 中田真佐男
Keynesian multipliers with home production
筑波大学大学院

剣持健(J)、筑波大学 吉田雅敏
討論者 大阪大学 小野善康

財政政策の短期的効果についての分析
財務省財務総合政策研究所

マクロ経済理論

北浦修敏、財務省財務総合政策研究所 南雲紀良、
財務省財務総合政策研究所 松木智博
討論者 上智大学 中里透

会場A-15

座長

早稲田大学

上田貴子

Fertility, investment and asset prices in an aging economy
討論者

南山大学 宮澤和俊
神戸市外国語大学 田畑顕

Learning-by-doing or habit formation?
カナダ中央銀行

加納隆、HEC Montréal Hafedh Bouakez
討論者 横浜国立大学 塩路悦朗

雇用変動、失業保険とマクロショック
一橋大学大学院 山田知明(J)(阿部修人)
討論者 早稲田大学 上田貴子

金融政策Ⅰ

会場A-16

座長

信州大学

青木達彦

Inflation Targeting during the Lost Decade in Japan
討論者

千葉経済大学 岡野衛士
日本銀行 粕谷宗久・古賀麻衣子

1990年代以降の貨幣乗数の低下はなぜ生じたのか
福井県立大学 服部茂幸
討論者 信州大学 青木達彦
Hump-shaped behavior of inflation and dynamic externality
Ohio State University
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敦賀貴之(J)(Paul Evans)
討論者 一橋大学 渡辺努

午前の部 11:30-12:30
特別報告Ⅰ

会場S-1

座長

京都大学

西村和雄

市場の質の経済学
慶應義塾大学

特別報告Ⅱ

会場S-2

座長

学習院大学

矢野誠

岩田規久男

Credit allocations by Japanese banks in the 1990s: Evidence from the short-term economic survey of enterprises
大阪大学 小川一夫

特別報告Ⅲ

会場S-3

座長

大阪大学

三野和雄

神戸大学

下村耕嗣

A new dynamic general equilibrium model of international trade

特別報告Ⅳ

会場S-4

座長

筑波大学

金子守

一橋大学

岡田章

ナッシュ・プログラムの新しい展開：協力n人ゲームの非協力モデル
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6月4日（土曜日）
午後の部 13:45-15:25
統計・計量Ⅰ

会場A-1

座長

大阪大学

福重元嗣

Dirac's delta function and tests for jumps in returns and volatility of stochastic volatility models
横浜国立大学 小林正人
討論者 東京大学 大森裕浩
Residual-based tests for cointegration with gradual switching
神戸大学大学院 増田淳矢(大谷一博)
討論者 京都大学 西山慶彦
Testing for GARCH against Jump-GARCH models
横浜国立大学大学院

史秀紅、横浜国立大学 小林正人
討論者 慶應義塾大学 中妻照雄

On the long-run variance ratio test for a unit root
Vanderbilt大学 新谷元嗣
討論者 大阪大学 福重元嗣
消費・貯蓄Ⅱ

会場A-2

座長

一橋大学

阿部修人

Durability in consumption and the predictive power of the yield curve
大阪大学/日本学術振興会 中尾田宏(J)(本多佑三)、京都大学/日本学術振興会 小川貴之
討論者 釧路公立大学 尾崎泰文
時間選好率の年齢別不均一性
大阪大学 平田憲司郎(J)
討論者 北海道大学 高木真吾
Unemployment risk and consumption: Can the buffer stock saving behavior explain the Japanese experience?
東京大学大学院 慶田昌之(J)、京都大学 宇南山卓、京都大学大学院 山田克宣
討論者 一橋大学 阿部修人
家計の選好と資産選択
日本経済研究センター
討論者 金沢学院大学
都市・地域

会場A-3

座長

白石小百合
奥井めぐみ

慶應義塾大学

河合啓希

地方交付税制度にかわる税源移譲は地域間格差を拡大するのか？－マクロ成長モデルにもとづく実証分析－
同志社大学大学院 宮﨑悟(八木匡)
討論者 名城大学 赤木博文
北東北3県の雇用失業対策の検証と提案
弘前大学

李永俊、弘前大学

佐々木純一郎、弘前大学 紺屋博昭
討論者 名古屋大学 太田聰一

Building highways and economic geography
京都大学大学院

猪原龍介(J)(藤田昌久)、一橋大学 町北朋洋
討論者 神戸大学 水谷文俊

市町村データによる開業率の決定要因分析
一橋大学
政策評価

岡室博之、関西学院大学 小林伸生
討論者 慶應義塾大学 河合啓希

会場A-4

座長

財務省

林正義

家計の金融資産選択に与える税の効果
東京大学大学院 濱秋純哉(岩本康志)
討論者 日本経済研究センター 白石小百合
個人自営業者の節税行動－専従者給与によるインカム・シフティング－
財務省財務総合政策研究所 八塩裕之(J)
討論者 神戸大学 玉岡雅之
公的金融機関の政策評価について
討論者

東京大学 岩本康志
関西学院大学 小西砂千夫

市町村合併とインセンティブ効果－プログラム評価による分析
一橋大学大学院 宮﨑毅(J)(田近栄治)
討論者 財務省 林正義
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6月4日（土曜日）
午後の部 13:45-15:25
環境政策の法と政治経済学

会場A-5

座長

慶應義塾大学

藤田康範

Tax compliance and workability of the pricing and standards approach
討論者
Environmental policy as a politically optimal choice for electoral competition
ブリティッシュ・コロンビア大学

獨協大学 塩田尚樹
早稲田大学 清野一治

河原伸哉(J)(Brian Copeland)
討論者 九州大学 藤田敏之

環境汚染に対する損害保険の経済分析
九州大学大学院 境和彦(細江守紀)
討論者 大阪経済法科大学 前鶴政和
On the optimal use of deposit-refund system and liability for soil contamination damages
九州大学大学院 後藤大策(細江守紀)
討論者 慶應義塾大学 藤田康範
医療の経済分析

会場A-6

座長

一橋大学

井伊雅子

Infections desease and migration
大阪大学大学院 暮石渉(J)(西條辰義)
討論者 甲南大学 後藤励
混合診療、特定療養費制度の経済分析：効率性・衡平性・説明責任
一橋大学大学院 坂本徳仁(鈴村興太郎)
討論者 國學院大学 中泉真樹
Health savings accounts: A quantitative analysis
Georgetown University

渡辺雅仁(J)(Mark Huggett)
討論者 一橋大学 井伊雅子

Population aging, health status risk and policy
大阪大学大学院 水島淳恵(J)(二神孝一)
討論者
大阪府立大学
桃田朗
労働経済Ⅱ

座長

会場A-7

法政大学

奥西好夫

NPO職員の労働供給行動に関する分析
同志社大学大学院 宮本大(八木匡)
討論者 大阪大学 山内直人
State dependency in employment status in Japan -Does the first step matter?
Columbia University

近藤絢子(Till von Wachter)
討論者 一橋大学 川口大司

大企業における異動と昇進－長期人事データによる分析
一橋大学

上原克仁(J)、一橋大学 伊佐勝秀(J)
討論者 同志社大学 冨田安信

職務能力の陳腐化：アンケート調査からの相対的差異の測定
名古屋大学大学院 米田耕士(J)(太田聰一)
討論者
法政大学 奥西好夫
貿易政策

会場A-8

座長

神戸大学

中西訓嗣

発展途上国における国際労働移動
大阪大学大学院 斉藤宗之(J)(阿部顕三)
討論者 名古屋市立大学 藪内繁己
Market integration and technology choice in a Cournot duopoly
立命館大学大学院 野村良一(J)(大川隆夫)
討論者 関西学院大学 新海哲哉
Export performance requirements in international oligopoly
討論者

一橋大学 黒田知宏
大阪大学 阿部顕三

Fragmentation, outsourcing, immigration, and the labor market
一橋大学
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蓬田守弘(J)、神戸大学 Laixun Zhao
討論者 神戸大学 菊地徹

6月4日（土曜日）
午後の部 13:45-15:25
経済成長Ⅰ

会場A-9

座長

広島大学

二村博司

高齢化社会における教育政策：公共教育vs教育バウチャー
大阪大学大学院 持田めぐみ(J)(二神孝一)
討論者
大阪府立大学
桃田朗
Public versus private education in an endogenous growth model with social status
京都大学大学院 山田克宣(柴田章久)
討論者 立命館大学 祝迫達郎
Private education and positive growth with shrinking income inequality: A note
神戸大学大学院 安岡匡也、神戸大学

中村保、神戸大学 山口めぐみ
討論者 筑波大学 焼田党

教育水準に関する社会的地位選好と経済成長
大阪大学大学院 川元康一(二神孝一)
討論者 広島大学 二村博司
経済成長Ⅱ

会場A-10

座長

北海道大学

板谷淳一

A variety expansion model of growth with external habit formation
京都産業大学 土居潤子、大阪大学 三野和雄
討論者 東京都立大学 村田安寧
A variety expansion model with rent seeking activities
京都産業大学
Immigration, aging and growth
大阪大学大学院 生藤昌子、京都産業大学

土居潤子、大阪大学大学院

岑智偉、京都産業大学 土居潤子
討論者 京都大学 遊喜一洋

水島淳恵(J)、大阪大学大学院 持田めぐみ(J)
討論者 同志社大学 八木匡

Fiscal policy, home production and growth dynamics
神戸大学 胡雲芳、大阪大学 三野和雄
討論者 北海道大学 板谷淳一
開発経済Ⅰ

会場A-11

座長

東京大学

澤田康幸

相互扶助行動の成立と衰退－ジャワ農村における共同体規範とその影響－
討論者

神戸大学大学院 高篠仁奈(福井清一)
政策研究大学院大学・国際食糧政策研究所 山野峰

Population, technological conversion, and optimal environmental policy
釧路公立大学

内藤徹、熊本学園大学 伊ヶ崎大理
討論者 大阪大学 山本和博

Grants or concessional loans? Aid to low-income countries with a participation constraint
University of California, Los Angeles 小枝淳子(井伊雅子)
討論者 東京大学 澤田康幸
A welfare analysis of child labor -Dynamic implications
大阪大学大学院 露原邦夫(三野和雄)
討論者 京都産業大学 土居潤子
産業組織Ⅰ

会場A-12

Are market leadership positions really stable in concentrated industries?
一橋大学大学院

座長

一橋大学

小田切宏之

加藤雅俊、中央大学 本庄裕司
討論者 東北大学 泉田成美

小規模企業の退出
討論者

筑波大学 原田信行
東京大学 元橋一之

Conjectural reaction functions in the Japanese oil industry: How do firms expect their rivals to behave?
北九州市立大学 後藤宇生、慶應義塾大学 Colin McKenzie
討論者 神戸市外国語大学 田中悟
消費者のブランド代替行動と小売業者における寡占対抗力の形成
横浜国立大学 松井建二
討論者 一橋大学 小田切宏之
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6月4日（土曜日）
午後の部 13:45-15:25
メカニズム・デザイン

会場A-13

座長

東京工業大学

大和毅彦

Strategy-proofness versus efficiency on Cobb-Douglas domain of exchange economies
京都産業大学大学院 橋本和彦(加茂知幸)
討論者 東北大学 大瀬戸真次
A normative theory for the NIMBY problem
横浜市立大学 坂井豊貴
討論者 関西大学 長久領壱
Triple implementation by sharing mechanisms in production economies with unequal labor skills
札幌大学 山田玲良、一橋大学 吉原直毅
討論者 神戸大学 畳谷整克
Robust implementation under approximate common knowledge
Brown University 国本隆(Roberto Serrano)
討論者 東京工業大学 大和毅彦

契約理論

会場A-14

座長

大阪大学

石黒真吾

The informational role of sales agents in insurance markets
鳴門教育大学 青葉暢子
討論者 京都大学 成生達彦
Holdup, complementary action, and option contracts
討論者

京都大学 花薗誠
慶應義塾大学 玉田康成

モラル・ハザード後のアドバース・セレクション－複数エージェント・モデル：再考－
兵庫県立大学大学院 萩原史朗(J)(水野利英)
討論者 学習院大学 神戸伸輔
Rational ignorance in moral hazard problems
神戸大学 天谷研一(J)
討論者 大阪大学 石黒真吾

ファイナンス

会場A-15

座長

Insider trading with information leakage when the liquidation value,
noise trades and public signals are correlated

東京大学

国友直人

京都大学大学院 西出勝正(木島正明)
討論者 龍谷大学 辻村元男

On the pricing of corporate value under information asymmetry
横浜国立大学 芝田隆志
討論者 大阪大学 大西匡光
わが国のオプション市場における価格付け誤差分析
一橋大学大学院 竹内明香(J)、一橋大学 加納悟
討論者 慶應義塾大学 Colin McKenzie
On the verification theorem of continuous-time optimal portfolio problems
with stochastic market price of risk

6月4日（土曜日）
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一橋大学

上村昌司、一橋大学 本多俊毅
討論者 東京大学 国友直人

午後の部 15:40-17:20
統計・計量Ⅱ

会場A-1

座長

Effciency improvement by local moments in grouped data analysis
京都大学 西山慶彦、京都大学 末石直也、京都大学
Trend and cycles: A new approach and explanations of some old puzzles
Boston University

消費・貯蓄Ⅲ

和田龍磨(J)、Boston University Pierre Perron
討論者 神戸大学 谷﨑久志

松下幸敏、Stanford University

会場A-2

森棟公夫

劉慶豊、京都工芸繊維大学 人見光太郎
討論者 筑波大学 吉田あつし

A paradox of semiparametric estimators with infinite dimensional nuisance parameters
京都工芸繊維大学
操作変数の数が大きい場合の構造方程式の推定法の比較
東京大学大学院

京都大学

座長

人見光太郎、京都大学 西山慶彦
討論者 横浜国立大学 永井圭二

T.W.Anderson、東京大学 国友直人
討論者 京都大学 森棟公夫

大阪大学

ホリオカ，チャールズ・ユウジ

どのような人々が無貯蓄世帯化しているのか
東京学芸大学 鈴木亘
討論者 広島大学 松浦克己
Borrowing constraints and consumption behavior
大阪府立大学

若林緑、大阪大学

ホリオカ，チャールズ・ユウジ
討論者 東京大学 澤田康幸

借り入れ制約に直面する家計の実態
家計経済研究所
討論者 大阪大学

坂本和靖
小原美紀

昨今の狭義貯蓄の減少等についての一考察
討論者
租税政策の理論と実証

会場A-3

大阪大学

高知工科大学 長尾高明
ホリオカ，チャールズ・ユウジ

座長

兵庫県立大学

赤井伸郎

租税所得弾力性の変化に関する実証分析－財政赤字との関連で－
東京大学大学院 羽方康恵(井堀利宏)
討論者 上智大学 中里透
租税条約と部分的政策協調の理論的考察
一橋大学大学院 大野太郎(佐藤主光)
討論者 愛知大学 國崎稔
地域間再分配政策と国税、地方税の最適税率に関する分析
大阪大学大学院 村上裕太郎(J)(齊藤愼)
討論者 兵庫県立大学 赤井伸郎
Tax schemes in a class of differential games
早稲田大学 赤尾健一
討論者 神戸大学 下村耕嗣
環境政策のミクロ経済分析

会場A-4

座長

慶応義塾大学

大沼あゆみ

Comparative dynamics with multi- and single-rotation forest models
関西学院大学 丸谷照彦
討論者 福井県立大学 岡敏弘
寡占競争下の環境R&Dと環境政策の動学分析
大阪経済法科大学 前鶴政和
討論者 早稲田大学 石井安憲
Public and environmental economics of milks for the Japanese with the high prevalence of hypolactasia
立教大学 佐藤公敏
討論者 早稲田大学 須賀晃一
Economic analysis of deposit-refund systems with measures for mitigating negative impacts on suppliers
神戸大学大学院 沼田大輔(竹内憲司)
討論者 慶応義塾大学 大沼あゆみ
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6月4日（土曜日）
午後の部 15:40-17:20
労働市場の分析

会場A-5

座長

一橋大学

中馬宏之

デフレーションと名目賃金の下方硬直性
大阪大学大学院

安井健悟(J)(大竹文雄)、大阪大学大学院 竹中慎二
討論者 名古屋大学 太田聰一

外国人労働者の地域分布の決定要因－南米日系人に関する分析－
関西学院大学大学院 志甫啓(J)(井口泰)
討論者 東京都立大学 中村二朗
労働市場のネットワーク構造－都道府県データを用いた分析－
討論者
The estimation of asymmetric adjustment costs for number of workers and working time
Empirical Evidence from Japanese Industries
神戸大学
少子化と女性労働

会場A-6

一橋大学 伊佐勝秀(J)
関西学院大学 井口泰

畔津憲司、大阪大学 福重元嗣
討論者 一橋大学 中馬宏之

座長

日本女子大学

大沢真知子

夫の家計内生産活動が夫婦出生力へ及ぼす影響－ミクロデータによる検証－
京都産業大学 藤野敦子
討論者 同志社大学 川口章
住宅資産デフレが家計消費および主婦労働に及ぼす影響
労働政策研究・研修機構 周燕飛
討論者 金沢星陵大学 隅田和人
子供数ゼロの可能性：出産が女性の就業に与える影響
京都女子大学 坂爪聡子
日本女子大学 大沢真知子

討論者
配偶者関係と経済活動：男女別、年齢別、教育区分別分析
名古屋大学
国際貿易・直接投資（実証）

会場A-7

新海尚子、国際協力銀行 時子山由紀
討論者 京都産業大学 藤野敦子
座長

横浜国立大学

冨浦英一

討論者

関東学園大学 武田史郎
横浜国立大学 清田耕造

A CGE analysis of Japanese FTAs under different market structures

Reconsidering the effects of intranational and international R&D spillovers: Firm-level evidence from Japan
横浜国立大学 清田耕造
討論者 慶應義塾大学 若杉隆平
Fragmentation and vertical intra-industry trade in East Asia
討論者

一橋大学 安藤光代
国際東アジア研究センター 梅本克

製造業における熟練労働への需要シフト
日本銀行 佐々木仁、日本銀行 桜健一
討論者 横浜国立大学 冨浦英一

発展途上国経済

会場A-8

座長

東北大学

大東一郎

Legislative representation and budget allocation in Thailand
同志社大学 川浦昭彦
討論者 名古屋大学 長田博
Learning own ability and migration of the young: Evidence from Thailand
京都大学 木村雄一(J)
討論者 東京大学 武田史子
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6月4日（土曜日）
午後の部 15:40-17:20
経済成長Ⅲ

会場A-9

座長

筑波大学

焼田党

Turnpike properties of a money-in-the-utility-function model
討論者

京都大学 近藤豊将(J)
早稲田大学 赤尾健一

The Leontief two-sector model and undiscounted optimal growth with irreversible investment:
The case of a capital intensive consumption goods sector
Johns Hopkins University 藤生源子(M.Ali Khan)
討論者 京都大学 新後閑 禎
内生的成長、非決定性、および景気循環
横浜国立大学大学院 古川雄一(J)(秋山太郎)
討論者 大阪大学 三野和雄
Debt policy rule, productive government spending, and multiple growth paths
大阪大学大学院 大土井涼二(J)、大阪大学
経済成長の実証研究

会場A-10

二神孝一、立命館大学 祝迫達郎
討論者 筑波大学 焼田党
座長

大阪大学

小川一夫

Economic development and the impacts of natural disasters
名古屋市立大学 外谷英樹、University of Wisconsin-Whitewater Mark Skidmore
討論者 同志社大学 北坂真一
階層間格差の変化－家計調査マイクロデータを用いた階層間年齢効果の検証－
一橋大学大学院 栗田匡相(J)(黒崎卓)
討論者 千葉大学 不破信彦
Does corruption hinder economic growth?
大阪国際大学 坂田雅代、兵庫県立大学 赤井伸郎
討論者 経済産業研究所 小林慶一郎
不確実性の設備投資への影響と産業特性－不可逆性・市場競争下の投資行動に関するパネル分析－
日本政策投資銀行設備投資研究所 田中賢治
討論者 大阪大学 小川一夫
IT経済

会場A-11

座長

九州大学

篠﨑彰彦

Economic effect of information technology in China
名古屋大学大学院 沈勤(黒田達朗)
討論者 岡山大学 張星源
情報化投資と人的資本および組織の相互依存関係
関西大学

鵜飼康東、大阪府立大学 渡辺真治
討論者 専修大学 中西泰夫

Improvements in telecommunications technology make cities more active
慶應義塾大学大学院 直井道生、慶應義塾大学大学院 奥村保規、日本貿易振興機構 西沢知史
討論者 総務省・情報通信政策研究所 今川拓郎
1990年代の日本銀行業における情報システム投資と生産性および効率性
討論者
開発経済Ⅱ

会場A-12

座長

関西大学 竹村敏彦
九州大学 篠﨑彰彦
一橋大学

黒崎卓

自営業経営と信用制約－メキシコにおけるフィールドワークから－
一橋大学大学院 成田哲朗(黒崎卓)
討論者 名古屋大学 新海尚子
Farm productivity and political relations: Determinants of crop choices in Myanmar
討論者

一橋大学 黒崎卓
農林水産政策研究所 桜井武司

Evaluating poverty alleviation: Methodological and empirical evidence from Indonesia
University of California, Los Angeles 山内慎子(J)(Duncan Thomas)
討論者 政策研究大学院大学・国際食糧政策研究所 山野峰
Risk sharing and community participation: Evidence from Indonesian family life survey
南カリフォルニア大学 松本朋哉(J)(Jeffrey B. Nugent)
討論者 一橋大学 黒崎卓
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6月4日（土曜日）
午後の部 15:40-17:20
産業組織Ⅱ
An experimental study of leniency programs
名古屋市立大学

会場A-13

座長

濱口泰代、公立はこだて未来大学

京都大学

成生達彦

川越敏司、公正取引委員会 柴田愛子
討論者 東京大学 柳川範之

需要側からみたネットワーク外部性とハブ・スポークネットワーク
九州大学大学院 川﨑晃央(細江守紀)
討論者 名古屋大学 黒田達朗
Strategic airline alliances and entry deterrence
名古屋大学 林明信(J)(小川光)
討論者 東京大学 清水大昌
スイッチング・コストと価格競争
神戸大学外国人特別研究員 鄭潤澈(J)(丸山雅祥)
討論者 大阪府立大 中山雄司

公共経済学

会場A-14

座長

東京工業大学

小西秀樹

On fiscal federalism under democracy
兵庫県立大学
Politics of government spending for trade liberalization
姫路獨協大学 鎰谷宏一、神戸大学大学院

赤井伸郎、兵庫県立大学 三上和彦
討論者 東京工業大学 小西秀樹
冨永泰史、札幌学院大学 播磨谷浩三
討論者 東京工業大学 内藤巧

公共選択論の視点による官僚出身市長の経歴・前職が地方財政支出に与える影響に関する分析－公共事業関連支出を例に
慶應義塾大学大学院 漆戸宏宣(権丈善一)
討論者 中央大学 飯島大邦
地方自治体の公共工事入札・契約制度やガバナンスの相違から落札率に与える影響に関する実証分析
討論者

ゲーム理論Ⅱ：提携形成

会場A-15

東北大学 泉田成美
公立はこだて未来大学 川越敏司

座長

慶應義塾大学

中山幹夫

On the neutrality of coalition formation in a pure bargaining problem
京都大学

渡邊直樹(J)、京都大学 今井晴雄
討論者 早稲田大学 船木由喜彦

Effciency in finite coalitional bargaining procedures
京都大学大学院 堀江真由美(J)(今井晴雄)
討論者 東京工業大学 武藤滋夫
Coalition-proofness and dominance relations
一橋大学大学院 篠原隆介(J)(蓼沼宏一)
討論者 東洋大学 升田猛
A network formation game with an endogenous cost allocation rule
東京理科大学 松林伸生、電通 山川茂孝
討論者 慶應義塾大学 中山幹夫
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6月5日（日曜日）
午前の部 10:00-11:15
国際金融Ⅱ

会場A-1

座長

一橋大学

岩壷健太郎

利子率の影響を考慮した経常収支の現在価値モデル
早稲田大学大学院 北村能寛(J)(秋葉弘哉)
討論者 大阪府立大学 金子邦彦
Linkages of new EU country currencies to the Euro
一橋大学

小川英治、一橋大学 清水順子(J)
討論者 九州産業大学 吉田裕司

Capital controls, public debt and exchange rate crises: Do capital controls delay crises?

公共財

会場A-2

討論者

和歌山大学 北野重人
一橋大学 岩壷健太郎

座長

法政大学

廣川みどり

Testing helping hand hypothesis: An experimental examination of over-contribution in a voluntary public
good setting
コーネル大学大学院 小谷浩示(J)(William D.Schulze)、
Cornell University Kent D.Messer、 Cornell University William D.Schulze
討論者 早稲田大学 栗山浩一
Increasing marginal costs and satiation in the private provision of a public good
財務省財務総合政策研究所

林正義、青山学院大学 太田浩
討論者 愛知大学 國崎稔

Circular preferences in legislative bargaining
東京大学大学院

環境の実証分析

山口和男(奥野正寛)、東京大学大学院 川森智彦
討論者 法政大学 廣川みどり

会場A-3

座長

The movements of PUC regulation effects in the SO2 emission allowance market
using a spatial correlation approach

国立環境研究所

日引聡

神戸大学大学院 溝渕健一(谷﨑久志)
討論者 上智大学 有村秀俊

The environmental Kuznets curve in East Asia
東京大学

武田史子、広島大学 松浦克己
討論者 国土交通省 田口博之

炭素集約産業の負担軽減をともなう国内排出削減政策
大阪大学大学院 岡川梓、大阪大学 伴金美
討論者 国立環境研究所 日引聡

介護の需要・供給分析

会場A-4

座長

学習院大学

遠藤久夫

討論者

岡山大学 岸田研作
慶応義塾大学 田中滋

住宅介護継続の阻害要因の分析

介護サービスの産業連関分析
保健科学総合研究会

6月5日（日曜日）
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大内講一、明治大学 塚原康博
討論者 慶応義塾大学 田中滋

午前の部 10:00-11:15
国際貿易・直接投資（理論）

会場A-5

International transfer, environmental policy, and welfare
大阪大学大学院

座長
杉山泰之(J)、大阪大学

早稲田大学

清野一治

阿部顕三、早稲田大学 清野一治
討論者 名古屋大学 柳原光芳

Regional trade agreements in circular world
跡見学園女子大学
討論者 一橋大学

丹野忠晋
古沢泰治

Home market effect and the agricultural sector
香川大学 曽道智、神戸大学 菊地徹
討論者 一橋大学 石川城太

法と経済

会場A-6

座長

京都大学

小佐野広

討論者

長崎大学 深浦厚之
広島大学 木下正俊

経済学・法律学・経営学から見た事業の証券化

Property rights and natural resource management incentives:
Does transferability and formality of property rights matter?
討論者

神戸大学 大村真樹子
政策研究大学院大学 大塚啓二郎

非対称的情報下の私的整理と法的整理
神戸大学 内野耕太郎
討論者 京都大学 小佐野広

技術進歩と研究開発

会場A-7

座長

一橋大学

岡田羊祐

体化型技術進歩とそのコスト削減効果の実証研究：電炉精錬鉄鋼業のパネル分析
元川崎製鉄技術研究所 上田修三
討論者 明治大学 鈴木和志
ハイテク産業におけるM&Aと研究開発投資
京都大学大学院 宮崎浩伸(古川顕)
討論者 慶応義塾大学 姉川知史
Determinants and impacts of overseas R&D activities by Japanese multinational enterprises
東京都立大学 戸堂康之、一橋大学 清水谷諭
討論者 一橋大学 岡田羊祐

数理経済学

会場A-8

座長

京都大学

梶井厚志

From two-sided matching problems to combinatorial auctions
討論者
Subjective random discouting and intertemporal choice
University of Rochester

東洋大学 安達裕之
経済産業研究所 瀧澤弘和

東陽一郎(Larry Epstein)、University of Rocehster 兵庫一也、
University of Rochester 武岡則男(J)
討論者 京都大学 中嶋智之

Updating of a subjective state space through objective information
University of Rochester
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武岡則男(J)(Larry Epstein)
討論者 京都大学 梶井厚志

6月5日（日曜日）
午前の部 10:00-11:15
ゲーム理論Ⅲ：コア

会場A-9

座長

一橋大学

山崎昭

Computation of cores of strategic games with punishment-dominance relations
慶應義塾大学大学院 増澤拓也(J)(中山幹夫)
討論者 大東文化大学 梅澤正史
Cooperative fuzzy games arising from economic situations
東京工業大学 福田恵美子、東京工業大学 Shin-ichi Ishihara、東京工業大学 武藤滋夫、
Tilburg University Stef Tijs、Alexandru Ioan Cuza University Rodica Branzei
討論者 首都大学東京 渡辺隆裕
The ex ante incentive compatible core of the minimum cost spanning tree game
東京工業大学大学院 上代雄介(武藤滋夫)
討論者 一橋大学 山崎昭

銀行業の実証分析

会場A-10

座長

立命館大学

井澤裕司

金融機関に対する預金者規律は有効に機能するか？家計サイドのマイクロデータを用いた実証分析
筑波大学大学院 稲倉典子、一橋大学 清水谷諭
討論者 学習院大学 細野薫
Maintaining the reputation during financial crisis: Evidence on the additional credit
in the Japanese bank credit market
青山学院大学 清水克俊
討論者 慶應義塾大学 櫻川昌哉
銀行合併の効果
大阪大学大学院 岡田多恵(小川一夫)
討論者 立命館大学 井澤裕司

コーポレート・ガバナンスⅡ

会場A-11

座長

一橋大学

北村行伸

アジア的コーポレート・ガバナンスと設備投資行動
日本政策投資銀行 花崎正晴、一橋大学 劉群
討論者 早稲田大学 首藤恵
Debt-equity dilemma in practice of Japanese manufacturing corporations(1988-2003 statistical analysis)
広島修道大学大学院 Tom Kuczynski(J)(チェルカフスキー、クリス)
討論者 広島大学 ピントドスサントス,ジョゼミゲール・ドウアルテレイテ
銀行のガバナンス、企業のリスクテイク行動とパフォーマンス
日本銀行

金融のミクロ経済分析

会場A-12

佐藤嘉子、日本銀行 岡田敏裕
討論者 一橋大学 北村行伸

座長

弘前大学

飯島裕胤

Optimal debt structure -The number of creditors and market versus bank
東京大学大学院 宮澤信二郎(柳川範之)
討論者 和歌山大学 内田浩史
Secrecy improves welfare: In a case of predatory trading
日本銀行 佐々木浩二(J)
討論者 立命館大学
秦劼
Excess bankruptcy and excess refinancing in multiple-source financing
一橋大学大学院 笠原哲也(浅子和美)
討論者 弘前大学 飯島裕胤
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6月5日（日曜日）
午前の部 10:00-11:15
リレーションシップ・バンキング

会場A-13

座長

大阪大学

小川一夫

中小企業金融における取引関係と取引条件
京都大学大学院

齋藤隆志、関西学院大学

Bank-firm relationships in the Japanese corporate bond market
慶應義塾大学

岡村秀夫、京都大学 橘木俊詔
討論者 中央大学 本庄裕司

Colin McKenzie、成蹊大学 鷹岡澄子
討論者 早稲田大学 広田真一

Trade credit and the Meltzer effect: Evidence from Japanese general trading companies

金融政策Ⅱ

会場A-14

On the function of the zero interest rate commitment: Monetary policy rules
in the presence of the zero lower bound on interest rates
日本銀行

討論者

福島大学 大野正智
大阪大学 小川一夫

座長

東京大学

福田慎一

小田信之、日本銀行 永幡崇
討論者 大阪大学 本多佑三

Effects of the exchange rate target zones on inflation and welfare
京都大学大学院 中村由依(柴田章久)
討論者 立命館大学 言美伊知朗
物価・賃金フィリップス曲線の推計－粘着価格・賃金モデル－
日本銀行
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古賀麻衣子、日本銀行 西崎健司
討論者 東京大学 福田慎一

6月5日（日曜日）
午前の部 11:25-12:35
招待セッション：公共経済

会場I-1

座長

Productivity of public capital: Evidence from 1994 electoral reform of Japan
一橋大学 川口大司、大阪大学

大阪大学

小野哲生

大竹文雄、福岡大学 玉田桂子
討論者 東京大学 岩本康志

Decentralized leadership meets soft budget
兵庫県立大学
招待セッション：教育・労働経済

赤井伸郎、一橋大学 佐藤主光
討論者 学習院大学 三井清

会場I-2

座長

家計の教育需要の決定要因－親の教育水準と予算制約の効果－
上智大学 出島敬久、上智大学

大阪大学

佐々木勝

竹田陽介、早稲田大学 上田貴子
討論者 神戸大学 小塩隆士

Working mother and son's preference toward female labor
一橋大学
招待セッション：貿易パターンと貿易利益

会場I-3

川口大司、筑波大学 宮崎淳子
討論者 大阪大学 佐々木勝
座長

神戸大学

Laixun Zhao

International trade and renewable resources under asymmetries of resource abundance and resource management
岡山大学 神事直人
討論者 南山大学 宝多康弘
On Chamberlinian-Ricardian Trade Patterns
神戸大学
招待セッション：意思決定理論・ゲーム理論

菊地徹、神戸大学 下村耕嗣、香川大学 曽道智
討論者 慶応義塾大学 矢野誠

会場I-4

座長

神戸大学

畳谷整克

Cominimum additive operators
帝京大学

小島寛之、京都大学

梶井厚志、横浜国立大学 宇井貴志
討論者 筑波大学 中村豊

Emergence of alternating offers in bilateral bargaining
学習院大学 神戸伸輔
討論者 大阪大学 青柳真樹
招待セッション：金融のミクロ実証分析

会場I-5

座長

大阪大学

渡部和孝

Mispricing in the Japanese corporate bond market
成蹊大学

鷹岡澄子、慶應義塾大学 Colin McKenzie
討論者 横浜国立大学 松井健二

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
一般報告セッション：報告１５分、討論者コメント５分、リプライおよび一般討議５分
特別報告セッション：報告５０分、討論質疑１０分
招 待 セッション ：報告２０分、討論者コメント１０分、リプライおよび一般討議５分
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