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2021年5月15日(土)

一般報告

医療経済 
座長:中村 さやか(名古屋大学) 

第1会場

Is higher religious faith associated with higher intention to take a vaccine under Covid-

19? Evidence from Israel and Japan 

報告者：筒井 義郎1、 Eyal Lahav2、 Shosh Shahrabani3、 Mosi Rosenboim4(1.京都文教大

学、2.The Open University of Israel、3.The Max Stern Yezreel Valley College、4.Ben Gurion

University of the Negev) 

討論者：大垣 昌夫 （慶応義塾大学）  

屋外活動規制と未成年者の健康推移 

報告者：湯田 道生1(1.東北大学) 

討論者：山村 英司 （西南学院大学）  

Modeling the e ects of contact-tracing apps on the spread of the coronavirus disease:

mechanisms conditions and e ciency 

報告者：千葉 安佐子1(1.東京財団政策研究所) 

討論者：仲田 泰祐 （東京大学）  

The effect of pollen exposure on economic activities: Evidence from home scanner

data 

報告者：黒田 雄太1(1.大阪市立大学) 

討論者：横尾 英史 （一橋大学）  

一般報告

理論経済学・ゲーム理論 
座長:浅野 貴央(岡山大学) 

第2会場

Relationship with Cognitively Stable Generalized Nash Equilibrium to Closedness

under Rational Behavior in Static Games with Unawareness 

報告者：多田 由彦1(1.中央大学) 

討論者：福住 多一 （筑波大学）  

On Statistical Discrimination as a Failure of Social Learning: A Multi-Armed Bandit

Approach 

報告者：野田 俊也1、小宮山 純平2(1.University of British Columbia、2.ニューヨーク大学) 

討論者：原 朋弘 （メリーランド大学）  

Pareto Distribution of Consumption Values as an Origin of Utility Functions over

Wealth with Constant Elasticity 

報告者：古川 知志雄 （東京大学） 

討論者：大垣 昌夫 （慶応義塾大学）  

Search and Knightian Uncertainty: Beyond Uncertainty-Aversion 

報告者：岸下 大樹1、西村 淸彦2、尾崎 裕之3(1.東京理科大学、2.政策研究大学院大学、3.慶応義塾

大学) 

討論者：浅野 貴央 （岡山大学）  
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一般報告

都市・地域・交通 
座長:平賀 一希(名古屋市立大学) 

第3会場

Infrastructure Connectivity Spatial Redistribution and Industrialization: Evidence from 

the Greater Mekong Sub-Region 

報告者：能勢 学1、 Yasuyuki Sawada2、 Nguyen Thanh Tung3 （1. 東京大学、2. 

University of Tokyo and Asian Development Bank、3. Hitotsubashi University） 

討論者： Yuhei Miyauchi （ Boston University）  

Earthquake Risk Reduction and Residential Land Prices in Tokyo 

報告者：河端 瑞貴1、直井 道生2、安田 昌平3(1.慶應義塾大学、2.慶應義塾大学、3.日本大学) 

討論者：山形 与志樹 （国立環境研究所）  

Where to go: the Japanese government’ s travel subsidy during COVID-19 

報告者：平賀 一希1、舟島 義人2(1.名古屋市立大学、2.東北学院大学) 

討論者：中田 大悟 （経済産業研究所）  

一般報告

マクロ経済１
座長:中村 保(神戸大学) 

第4会場

Toward a Positive Analysis of Information and Disequilibrium 

報告者：村舘 靖之1(1.内閣府) 

討論者：岩井 克人 （ ICU）  

Epidemic and Economic Consequences of Voluntary Lockdown in Japan 

報告者：細野 薫1(1.学習院大学) 

討論者：石瀬 寛和 （大阪大学）  

A Dynamic Model of Rational "Panic Buying" 

報告者：寺本 和弘1、野田 俊也2(1.New York University、2.the University of British Columbia) 

討論者：工藤 教孝 （名古屋大学）  

Automation Technology Economic Growth and Income Distribution in an Economy

with Dynasties and Overlapping Generations 

報告者：佐々木 啓明1(1.京都大学) 

討論者：中村 保 （神戸大学）  

一般報告

環境経済学 
座長:西立野 修平(関西学院大学) 

第5会場

Living under Ecosystem Degradation: Evidence on the Mangrove-Fishery Linkage in

Indonesia 

報告者：山本 裕基1(1.長崎大学) 

討論者：横尾 英史 （一橋大学）  

Estimation of Impacts of Carbon Tax and Feebate Policy on Economic Welfare in the

Japanese New Car Market 

報告者：阿部 達也1(1.早稲田大学) 
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討論者：北野 泰樹 （青山学院大学）  

Effects of Low Emission Zones on Air Quality, New Vehicle Registrations and Infant

Health: Evidence from Japan 

報告者：西立野 修平 （関西学院大学） 

討論者：竹内 憲司 （神戸大学）  

太陽光発電導入が卸電力価格に与えた影響の分位点回帰分析- 九州における太陽光発電の

電力価格への影響 – 

報告者：大橋 和彦1、福家 信洋2(1.一橋大学、2.一橋大学) 

討論者：大橋 弘 （東京大学）  

一般報告

English Session: Development economics 
座長:山﨑 潤一(神戸大学) 

第6会場

Why is the Vaccination Rate Low in India? 

報告者： Sur Pramod Kumar1(1.アジア成長研究所　（ AGI）) 

討論者： Kensuke Teshima （ Hitotsubashi University）  

Can smallholder farmers benefit from mechanization in Sub-Saharan Africa? Evidence

from rice farming in Tanzania 

報告者：中野 優子1、 Eustadius Francis Magezi2、 Takeshi Sakurai3(1.筑波大学、2.University of

Tokyo、3.University of Tokyo) 

討論者： Hiroyuki Takeshima （ IFPRI）  

At a Right Time: Modifying Repayment and Disbursement Schedule in Microcredit 

報告者：高野 久紀1、 Abu Shonchoy2、 Kazushi Takahashi3(1.京都大学、2.Florida International

University、3.GRIPS) 

討論者：澤田 真行 （一橋大学）  

The impact of Confucianism on gender inequality in Vietnam 

報告者： Vu Manh Tien (J)1、 Hiroyuki Yamada2(1.宮崎国際大学、2.Keio University) 

討論者：山﨑 潤一 （神戸大学）  

フラッシュトーク

フラッシュトーク
フラッシュトーク

複数キーワードオークションにおける均衡分析 

報告者：中川 彩野 （早稲田大学）  

Stochastic Choice and Social Preferences: Inequity Aversion versus Shame Aversion 

報告者：橋立 洋祐1、吉原 啓介2 （1. 早稲田大学、2. 群馬大学）  

Deliberation and Voting: A Matter of Truth or A Matter of Taste 

報告者：小俵 将之 （早稲田大学）  

Issue Selection, Media Competition, and Polarization of Salience 

報告者：山口 洋平 （早稲田大学）  

Time to See a Doctor: Expenditure at Retirement in Japan 

報告者：丹後 健人1、中園 善行2 （1. 横浜市立大学、2. 横浜市立大学／内閣府）  

The Estiimation of Cash Demand function using panel data: The substitutability of

coins, notes, credit-cards, electronic money 

報告者：大浦 信夫 （横浜国立大学）  
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Firm Dynamics and Economic Growth with the Informal Sector 

報告者：江元 正和 （神戸大学）  

Pay-As-You-Go Pension Policies in an Overlapping Generations Model with

Endogenous Fertility and Retirement 

報告者：巽 一樹1、橋本 浩幸2、木村 真3 （1. 兵庫県立大学、2. 兵庫県立大学、3. 兵庫県立大学）  

Heterogeneous Responses of Consumption to COVID-19 between Generations 

報告者：菊池 淳一1、長尾 遼也2 （1. 横浜市立大学、2. 横浜市立大学）  

Non-unitary Discounting and Retirement 

報告者：劉 泓子 （大阪大学）  

The effect of inter vivos gifts taxation on wealth inequality and economic growth 

報告者：中野 凌太 （大阪大学）  

Does environmental tax evasion inhibit political sustainable development via firms'

reallocation? 

報告者：濱口 喜広 （京都経済短期大学）  

Impacts of gold mining and religion on health: Evidence from Nigeria 

報告者：王 冬琴 （大阪大学）  

COVID-19 and the Intention to Migrate from Developing Countries: Evidence from

Online Search Activities in Asian Countries 

報告者：中村 信之1、鈴木 綾2 （1. 東京大学、2. 東京大学）  

Research Site Selection Bias: Evidence from the Peruvian Amazon 

報告者：則友 雄磨 （東京大学）  

Effects of Childcare Availability on Fertility and Maternal Labor Supply 

報告者：阪本 諒 （大阪大学）  

大学入試方法による学生の違い－出身高校ランクによる異質性－ 

報告者：小野塚 祐紀 （小樽商科大学）  

Estimating a Dynamic Structural Model of the Entrance Exam: Effects on Educational

Investment and Welfare 

報告者：石幡 祐輔 （東京大学）  

企業の資金繰り悪化が雇用に与える影響の検証 ―リーマン・ショック時の日本企業の分析

― 

報告者：福田 皓 （慶應義塾大学）  

Does College Education Make Us Act Healthier? Evidence from the Japanese

Superstition 

報告者：沈 奕辰1、 Rong Fu2 （1. 早稲田大学、2. Waseda University）  

Strategic interaction among Japanese municipalities on salary levels of public servants 

報告者： Nguy n Tu n D ng （九州大学）  

日銀の非伝統的金融政策と信用創造 

報告者：市川 雅浩 （法政大学）  

Information Quantity and Intermediation Targetability in Two-Sided Markets 

報告者：塚本 瞬 （名古屋大学）  

The Pricing Behavior of Exiting Retailers and Their Rivals in a Demand-Declining

Industry 

報告者：西田 成佑 （東京大学）  

Consumer preference for durability and energy efficiency: Welfare Analysis of Light

Bulb Market 

報告者：深澤 武志 （東京大学）  
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Place-based SME finance policy and local industrial revivals: An empirical analysis of a

directed credit program after WW2 

報告者：高野 佳佑1、岡室 博之2 （1. 筑波大学、2. 一橋大学）  

交通ネットワークと都市の成長 ～西日本における高速道路建設が地方都市に与えた影響～ 

報告者：小野 あかり1、小西 祥文2 （1. 筑波大学、2. 慶應義塾大学）  

Overrewarding Luck and Lucky Streak: Evidence from MLB 

報告者：棚原 佑介1、家舗 弘志2 （1. 横浜市立大学、2. 横浜市立大学）  

労働政策の情報的改正が移民流入へ与える影響 

報告者：杉山 巧馬 （大阪大学）  
 
 
 

ポスターセッション

ポスターセッション前半 
ポスター会場

 

大学入試方法による学生の違い－出身高校ランクによる異質性－ 

報告者：小野塚 祐紀1(1.小樽商科大学)  

Stochastic Choice and Social Preferences: Inequity Aversion versus Shame Aversion 

報告者：橋立 洋祐1、吉原 啓介2(1.早稲田大学、2.群馬大学)  

Does environmental tax evasion inhibit political sustainable development via firms'

reallocation? 

報告者：濱口 喜広1(1.京都経済短期大学)  

Information Quantity and Intermediation Targetability in Two-Sided Markets 

報告者：塚本 瞬 （名古屋大学）  

Place-based SME finance policy and local industrial revivals: An empirical analysis of a

directed credit program after WW2 

報告者：高野 佳佑1、岡室 博之2(1.筑波大学、2.一橋大学)  

Heterogeneous Responses of Consumption to COVID-19 between Generations 

報告者：菊池 淳一1、長尾 遼也2(1.横浜市立大学、2.横浜市立大学)  

Firm Dynamics and Economic Growth with the Informal Sector 

報告者：江元 正和1(1.神戸大学)  

Impacts of gold mining and religion on health: Evidence from Nigeria 

報告者：王 冬琴1(1.大阪大学)  

Does College Education Make Us Act Healthier? Evidence from the Japanese

Superstition 

報告者：沈 奕辰1、 Rong Fu2(1.早稲田大学、2.Waseda University)  

複数キーワードオークションにおける均衡分析 

報告者：中川 彩野1(1.早稲田大学)  

Deliberation and Voting: A Matter of Truth or A Matter of Taste 

報告者：小俵 将之1(1.早稲田大学)  

COVID-19 and the Intention to Migrate from Developing Countries: Evidence from

Online Search Activities in Asian Countries 

報告者：中村 信之1、鈴木 綾2(1.東京大学、2.東京大学)  

Pay-As-You-Go Pension Policies in an Overlapping Generations Model with

Endogenous Fertility and Retirement 

報告者：巽 一樹1、橋本 浩幸2、木村 真3(1.兵庫県立大学、2.兵庫県立大学、3.兵庫県立大学)  

日銀の非伝統的金融政策と信用創造 

報告者：市川 雅浩1(1.法政大学)  
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Issue Selection, Media Competition, and Polarization of Salience 

報告者：山口 洋平1(1.早稲田大学)  
 
 
 

ポスターセッション

ポスターセッション後半 
ポスター会場

 

Strategic interaction among Japanese municipalities on salary levels of public servants 

報告者： Takeshi Miyazaki 1 Nguy n Tu n D ng 2 （1. 九州大学、2. 九州大学）  

The Estimation of Cash Demand function using panel data: The substitutability of

coins, notes, credit-cards, electronic money 

報告者：大浦 信夫1(1.横浜国立大学)  

Non-unitary Discounting and Retirement 

報告者：劉 泓子1(1.大阪大学)  

企業の資金繰り悪化が雇用に与える影響の検証 ―リーマン・ショック時の日本企業の分析

― 

報告者：福田 皓1(1.慶應義塾大学)  

Research Site Selection Bias: Evidence from the Peruvian Amazon 

報告者：則友 雄磨1(1.東京大学)  

Overrewarding Luck and Lucky Streak: Evidence from MLB 

報告者：棚原 佑介1、家舗 弘志2(1.横浜市立大学、2.横浜市立大学)  

Time to See a Doctor: Expenditure at Retirement in Japan 

報告者：丹後 健人1、中園 善行2(1.横浜市立大学、2.横浜市立大学／内閣府)  

交通ネットワークと都市の成長 ～西日本における高速道路建設が地方都市に与えた影響～ 

報告者：小野 あかり1、小西 祥文2(1.筑波大学、2.慶應義塾大学)  

Effects of Childcare Availability on Fertility and Maternal Labor Supply 

報告者：阪本 諒1(1.大阪大学)  

The Pricing Behavior of Exiting Retailers and Their Rivals in a Demand-Declining

Industry 

報告者：西田 成佑1(1.東京大学)  

Estimating a Dynamic Structural Model of the Entrance Exam: Effects on Educational

Investment and Welfare 

報告者：石幡 祐輔1(1.東京大学)  

The effect of inter vivos gifts taxation on wealth inequality and economic growth 

報告者：中野 凌太1(1.大阪大学)  

労働政策の情報的改正が移民流入へ与える影響 

報告者：杉山 巧馬1(1.大阪大学)  

Consumer preference for durability and energy efficiency: Welfare Analysis of Light

Bulb Market 

報告者：深澤 武志1(1.東京大学)  
 
 
 

一般報告

English Session: Macroeconomics 
座長:白塚 重典(慶應義塾大学) 

第1会場
 

Information Flow and Inflation Dynamics Revisited 

報告者：奥田 達志1(1.日本銀行) 
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討論者：田村 彌 （名古屋大学）  

Bank Runs as Coordination Failures in an Infinite Horizon Economy 

報告者：池田 大輔1、 Hidehiko Matsumoto2 （1. 日本銀行金融研究所、2. National Graduate

Institute for Policy Studies） 

討論者：敦賀 貴之 （大阪大学）  

Quantitative easing and bank lending: Evidence from bank's portfolios in Japan 

報告者：張 思語1、 Yuri Sasaki2(1.明治学院大学、2.Meiji Gakuin University) 

討論者：井上 仁 （札幌学院大学）  

Secular Low Growth in Japan 

報告者：高橋 悠太1、 Naoki Takayama2(1.一橋大学、2.Hitotsubashi University) 

討論者：白塚 重典 （慶應義塾大学）  
 
 
 

一般報告

産業組織論（実証） 
座長:渡邉 真理子(学習院大学) 

第2会場
 

Regional Growth by the Entrepreneurship Capital in Japan 

報告者：増原 広成 （一橋大学） 

討論者：加藤 雅俊 （関西学院大学）  

A role of management practices as productivity enhancement device: Transactional

relationship approach 

報告者：今仁 裕輔1、大山 睦2 （1. 一橋大学、2. 一橋大学） 

討論者：松浦 寿幸 （慶應義塾大学）  

Patents and the survival of new firms: The role of founder-inventors 

報告者：加藤 雅俊1、大西 宏一郎2、本庄 裕司3 （1. 関西学院大学、2. 早稲田大学、3. 中央大学） 

討論者：和田 哲夫 （学習院大学）  

Competitive Neutrality of State-owned Enterprises in China’ s Steel Industry: Causal

Inference on the Impacts of Subsidies 

報告者：渡邉 真理子 （学習院大学） 

討論者：菊地 雄太 （早稲田大学）  
 
 
 

一般報告

危機と働き方 
座長:神林 龍(一橋大学) 

第3会場
 

Covid-19 and telework: An international comparison 

報告者： Takeshi Mori1、 Hiroshi Ono2 （1. 野村総合研究所、2. 一橋大学） 

討論者：秋吉 美都 （専修大学）  

コロナ禍におけるテレワーク実施による労働生産性、収入、メンタルヘルスに与える効果 

報告者：佐々木 昇一1(1.神戸大学) 

討論者：森川 正之 （一橋大学）  

Enhancing Team Productivity through Shorter Working Hours: Evidence from the

Great Recession 

報告者：上官 若1、 Jed DeVaro2、 Hideo Owan3(1.早稲田大学、2.California State University East

Bay、3.Waseda University) 

討論者：瀧井 克也（ Katsuya Takii） （大阪大学）  



16:10  [1R304-07-04]

14:40  [1R405-08-01]

15:10  [1R405-08-02]

15:40  [1R405-08-03]

16:10  [1R405-08-04]

14:40  [1R505-08-01]

15:10  [1R505-08-02]

15:40  [1R505-08-03]

16:10  [1R505-08-04]

14:40  [1R605-08-01]
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The Consequences of Short-Time Compensation 

報告者：児玉 直美1、 Takao Kato2(1.日本大学、2.Colgate University) 

討論者：神林 龍 （一橋大学）  
 
 
 

一般報告

人的資本・家族 
座長:川口 大司(東京大学) 

第4会場
 

The Effects of Gender-Specific Local Labor Demand Changes on Birth Outcomes 

報告者：菊地 信義1、明坂 弥香2(1.一橋大学、2.大阪大学) 

討論者：花岡 智恵 （東洋大学）  

The Effects of Birth Weight and Relative Age on Child Development 

報告者：佐野 晋平1、大竹 文雄2(1.神戸大学、2.大阪大学) 

討論者：丸山 士行 （シドニー工科大学）  

社会経済的要因にみる婚外交際行動 

報告者：鈴木 俊光1(1.中央大学) 

討論者：川上 淳之 （東洋大学）  

出生時体重は人生に影響するか？：日本、アメリカ、インド、3ヵ国の比較 

報告者：山根 智沙子1、筒井 義郎2(1.広島経済大学、2.京都文教大学) 

討論者：川口 大司 （東京大学）  
 
 
 

一般報告

財政・金融政策 
座長:小枝 淳子(早稲田大学) 

第5会場
 

A Quest for Monetary Policy Shocks in Japan by High Frequency Identification 

報告者：杉崎 悠1、須藤 直2、中村 史一3 （1. 日本銀行金融研究所、2. 日本銀行、3. 日本銀行） 

討論者：柴本 昌彦 （神戸大学）  

Government Debt Maturity in Japan: 1965 to the Present 

報告者：小枝 淳子1、木村 遥介2(1.早稲田大学、2.東京工業大学) 

討論者：林 文夫 （ GRIPS）  

Discriminatory versus uniform auctions: Evidence from JGB market 

報告者：服部 孝洋1、高橋 尚吾2 （1. 東京大学、2. 財務省） 

討論者：吉本 久維 （グラスゴー大学）  

ブレークイーブン・インフレ率から抽出される日本の市場参加者の長期インフレ予想 

報告者：平木 一浩1、平田 渉2(1.日本銀行、2.日本銀行) 

討論者：小枝 淳子 （早稲田大学）  
 
 
 

一般報告

企業と金融 
座長:岩壷 健太郎(神戸大学) 

第6会場
 

Firm Heterogeneity and the Dynamics of Credit Rationing in Japan 

報告者：溝端 泰和1(1.関西大学) 

討論者：小川 一夫 （関西外国語大学）  



15:10  [1R605-08-02]

15:40  [1R605-08-03]

16:10  [1R605-08-04]

16:50  [1R109-09-01]

16:50  [1R209-09-01]

16:50  [1R409-09-01]
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Does Firm-Level Productivity Predict Stock Returns? 

報告者：岩壷 健太郎1、広木 隆2、 Clinton Watkins3(1.神戸大学、2.マネックス証券、3.国際教養大

学) 

討論者：米澤 康博 （早稲田大学）  

The Effects of Firm and Bank Balance Sheet Conditions on Net Interest Margins:

Evidence from Loan-Level Firm Survey Data 

報告者：相澤（種村） 朋子1、西山 慎一2(1.日本大学、2.神戸大学) 

討論者：細野 薫 （学習院大学）  

Promotion and demotion of initial public offerings: Evidence from Tokyo Stock

Exchange junior markets 

報告者：栗原 仰基1、本庄 裕司2 （1. 中央大学、2. 中央大学） 

討論者：青野 幸平 （立命館大学）  
 
 
 

特別セッション

特別セッション1： COVID-19特別セッション 
座長:岩本 康志(東京大学) 

第1会場
 

COVID-19特別セッション 

・報告 １：「コロナ禍における企業活動：実証的視点と規範的視点 」 

報告者：宮川大介（一橋大学） 

 

・報告２：「新型コロナ関連政策のマクロ経済学的分析」 

報告者：久保田 荘（早稲田大学） 

 

・報告3：「新型コロナ感染症下の労働市場」 

報告者：川田 恵介（東京大学）  
 
 
 

企画セッション

内閣府企画セッション（日本経済 ・財政の長期展望） 
座長:安岡 匡也(関西学院大学) 

第2会場
 

日本経済・財政の長期展望 

・報告 １：「ＱＯＬを考慮したマクロ経済モデルによる長期財政展望」 

報告者：野村 彰宏 （内閣府） 

討論者：伊藤 由希子（津田塾大学） 

 

・報告２：「ＤＳＧＥモデルによるコロナショックの影響評価」  

報告者：篠﨑 敏明（内閣府）  
 
 
 

企画セッション

企画セッション１：定量的マクロ経済学の数値計算手法と応用（日本学術会議・経済学委員会 数量的経
済・政策分析分科会主催チュートリアルセッション） 
座長:山田 知明 (明治大学) 

第4会場
 

定量的マクロ経済学の数値計算手法と応用 



18:30  [1R308-08-01]

09:00  [2R101-04-01]

09:30  [2R101-04-02]

10:00  [2R101-04-03]

10:30  [2R101-04-04]

09:00  [2R201-04-01]

09:30  [2R201-04-02]

- 10 -

・報告 １：「数値計算の基本的な考え方・使い方」

報告者：山田 知明( 明治大学 )

・報告２：「応用１： 非線形ニューケインジアンモデルの数値計算」

報告者：砂川 武貴 ( 一橋大学 )

・報告３：「応用２：不完備市場モデルの数値計算」

報告者：北尾 早霧 (RIETI、東京大学)

総会

社員総会 
第3会場

社員総会 

2021年5月16日(日)

一般報告

政治経済学・公共経済学 
座長:石原 章史(東京大学) 

第1会場

A Dark Side of Groupwise Decision Making with Sincere Voting 

報告者：諸岡 千裕 (J)1(1.東京大学) 

討論者：多鹿 智哉 （北星学園大学）  

Market Concentration Rational Inattention and Inflation Dynamics 

報告者：前橋 昂平1、奥田 達志2、 Francesco Zanetti3(1.日本銀行、2.日本銀行、3.University of

Oxford) 

討論者：庄司 俊章 （成蹊大学）  

DISABILITY AVATARS TELEXISTENCE CAPABILITY AND WELFARE-ENHANCING

ATTRIBUTES INDISPENSABLE TO FUNCTIONINGS 

報告者：佐藤 公敏1 （1.Heat Island Institute International） 

討論者：高瀬 光夫 （福岡大学）  

The Effect of Tax Credit on Politically Distorted Allocations: A Theoretical Approach 

報告者：石田 良1(1.財務省) 

討論者：高松 慶裕 （明治学院大学）  

一般報告

マクロ経済学２
座長:西山 慎一(京都大学) 

第2会場

Expected Inflation and Household Expenditure: Evidence from Pseudo-panel data in

Japan 

報告者：新関 剛史1、堀 雅博2(1.愛媛大学、2.一橋大学) 

討論者：一上 響 （日本銀行）  

集計経済の構築 —集計 TFPと物価— 

報告者：安岡 匡也1、土居 潤子2、藤井 隆雄3、堀江 進也4、入谷 純5、佐藤 純恵6 （1. 関西学院大



10:00  [2R201-04-03]

10:30  [2R201-04-04]

09:00  [2R301-04-01]

09:30  [2R301-04-02]

10:00  [2R301-04-03]

10:30  [2R301-04-04]

09:00  [2R401-04-01]

09:30  [2R401-04-02]

10:00  [2R401-04-03]
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学、2. 関西大学、3. 神戸市外国語大学、4. 尾道市立大学、5. 大阪学院大学、6. 名古屋経済大学） 

討論者：中村 英樹 （大阪市立大学）  

Corporate debt dependent fiscal policy 

報告者：白井 大地1(1.東北学院大学) 

討論者：宮本 弘暁 （東京都立大学）  

The Laffer Curve the Elasticity of Taxable Income and the Tax Revenue Elasticity 

報告者：郡司 大志1、平賀 一希2、宮﨑 憲治3 （1. 大東文化大学、2. 名古屋市立大学、3. 法政大学） 

討論者：西山 慎一 （京都大学）  
 
 
 

一般報告

経済実験・行動経済学 
座長:宇南山 卓(京都大学) 

第3会場
 

On the Instability of Prosocial Behavior in the Real World: Evidence from the Great

East Japan Earthquake 

報告者：澤田 康幸1、芦田 登代2、岩﨑 敬子3(1.東京大学、2.東京大学、3.ニッセイ基礎研究所) 

討論者：山村 英司 （西南学院大学）  

Does commitment savings alter seasonal poverty dynamics among the ultra-poor?

Evidence from high-frequency data 

報告者：高橋 和志1、會田 剛史2、後藤 潤3、 Yu Ri Kim4、高野 久紀5、倉田 正充6、黒崎 卓7、 Abu

S. Shonchoy8(1.政策研究大学院大学、2.日本貿易振興機構アジア経済研究所、3.神戸大学、4.東京

大学、5.京都大学、6.上智大学、7.一橋大学、8.フロリダ国際大学) 

討論者：三浦 憲 （京都大学）  

The Effect of Fairness on Tax Morale 

報告者：金 栄録1、 Wan Hongyu2 （1. 神戸大学、2. Yonsei University） 

討論者：川瀬 晃弘 （東洋大学）  

Time Preferences over the Life Cycle and Household Saving Puzzles 

報告者：暮石 渉1、 Hannah Paule-Paludkiewicz2、 Hitoshi Tsujiyama3、若林 緑4(1.国立社会保

障・人口問題研究所、2.Deutsche Bundesbank、3.Goethe University Frankfurt、4.Tohoku

University) 

討論者：宇南山 卓 （京都大学）  
 
 
 

一般報告

日英セッション（ Japanese-English session）・国際貿易 
座長:清田 耕造(慶應義塾大学) 

第4会場
 

Income and Trade Dynamics in Japan’ s Current Account: Exchange Rate Shock and

Monetary Shock in SVARs 

報告者：翟 唯揚1、吉田 裕司2(1.滋賀大学、2.滋賀大学) 

討論者：森田 裕史 （法政大学）  

The Turning Point of Domestic Value Creation in Exports Based on the Knowledge-

Capital Model 

報告者：小山田 和彦1、田口 博之2(1.日本貿易振興機構アジア経済研究所、2.埼玉大学) 

討論者：倪 彬 （法政大学）  

Political Conflict and Angry Consumers: Evaluating the Regional Impacts of a

Consumer Boycott on Trade in Services 



10:30  [2R401-04-04]

09:00  [2R501-04-01]

09:30  [2R501-04-02]

10:00  [2R501-04-03]

10:30  [2R501-04-04]

09:30  [2R601-03-01]

10:00  [2R601-03-02]

10:30  [2R601-03-03]

11:10  [2R105-05-01]
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報告者：清田 耕造1、 JaeBin Ahn2、 Theresa M. Greaney3(1.慶應義塾大学、2.Seoul National

University、3.University of Hawai`i) 

討論者：石瀬 寛和 （大阪大学）  

Trade Consumption Pollution and Tax 

報告者：成 海涛 （一橋大学） 

討論者：大久保 敏弘 （慶應義塾大学）  
 
 
 

一般報告

労働と健康 
座長:佐々木 勝(大阪大学) 

第5会場
 

健康経営施策と雇用環境における実証的検証 

報告者：足立 泰美1、木下 祐輔2 （1. 甲南大学、2. アジア太平洋研究所） 

討論者：山本 勲 （慶応義塾大学）  

労働者のメンタルヘルスの実証分析－心の健康度と職場環境 

報告者：中野 あい （神戸大学） 

討論者：安田 宏樹 （東京経済大学）  

キャリア・コンサーンを踏まえた努力水準決定要因に関する実証分析 

報告者：奥井 めぐみ1(1.金沢学院大学) 

討論者：唐渡 広志 （富山大学）  

Broadband Internet and Labor Market Consequences 

報告者：室賀 貴穂1(1.九州大学) 

討論者：佐々木 勝 （大阪大学）  
 
 
 

一般報告

マーケットデザイン 
座長:小島 武仁(東京大学) 

第6会場
 

Dynamic Slot Allocations with Different Patience Levels 

報告者：佐野 隆司1(1.横浜国立大学) 

討論者：西村 健 （駒澤大学）  

Stability in matching markets with quantitative constraints 

報告者：岩瀬 祐介1、熊野 太郎2 （1. The University of Tokyo、2. 横浜国立大学） 

討論者：坂東 桂介 （信州大学）  

Stable mechanisms in controlled school choice 

報告者：奥村 保規1、北原 稔2(1.東京海洋大学、2.大阪市立大学) 

討論者：熊野 太郎 （横浜国立大学）  
 
 
 

受賞講演

中原賞受賞講演 
座長:青木 浩介(東京大学) 

第1会場
 

マッチング理論とマーケットデザイン：社会実装へ向けて 

報告者：小島 武仁 （東京大学）  



12:00  [2R106-06-01]

13:40  [2R107-07-01]

14:40  [2R108-08-01]

15:10  [2R109-09-01]

15:10  [2R205-05-01]

15:10  [2R305-05-01]
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受賞講演

石川賞受賞講演 
座長:佐藤 主光(一橋大学) 

第1会場
 

第二次世界大戦が日本社会に与えた影響を「郷土聯隊」から考える 

報告者：神林 龍  
 
 
 

受賞講演

女性研究者奨励賞（日本生命賞）受賞講演 
座長:野口 晴子(早稲田大学) 

第1会場
 

発展途上国の労働環境に関する企業行動とその影響 

報告者：田中 万理 （一橋大学）  
 
 
 

総会

会員総会 
第1会場

 

会員総会 
 
 
 

招待講演

招待講演１　臼井恵美子(一橋大学) 
座長:青木 玲子（公正取引委員会） 

第1会場
 

女性医師のキャリア選択と医療現場の課題 
 
 
 

招待講演

招待講演２　星岳雄（東京大学） 
座長:佐々木 百合（明治学院大学） 

第2会場
 

On Post-Pandemic Safety Net in Japan 
 
 
 

招待講演

招待講演３　渡辺安虎（東京大学） 
座長:森口 千晶（一橋大学） 

第3会場
 

AI, Skill, and Productivity: The Case of Taxi Drivers 
 
 
 

一般報告

経済成長・投資 
座長:古川 雄一(愛知大学) 

第1会場
 



16:20  [2R110-12-01]

16:50  [2R110-12-02]

17:20  [2R110-12-03]

16:20  [2R206-08-01]

16:50  [2R206-08-02]

17:20  [2R206-08-03]

16:20  [2R306-08-01]

16:50  [2R306-08-02]

17:20  [2R306-08-03]
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Investment Plans Uncertainty and Misallocation 

報告者：木村 遥介1、 Ben Charoenwong2、 Alan Kwan3、 Eugene Tan4(1.東京工業大

学、2.National University of Singapore、3.University of Hong Kong、4.University of Toronto) 

討論者：千賀 達朗 （慶應義塾大学）  

Infrastructure Investments Schooling and Structural Transformation in Development:

Evidence from Four Generation Tracking Survey in the Philippines 

報告者：金 素映1、 Yuki Higuchi2、 Kei Kajisa3、 Yasuyuki Sawada4 （1. 東京大学、2. Sophia

University、3. Aoyama Gakuin University、4. The University of Tokyo and Asian Development

Bank） 

討論者：中島 賢太郎 （一橋大学）  

A Schumpeterian Exploration of Gini and Top/Bottom Income Shares 

報告者：春山 鉄源 （神戸大学） 

討論者：古川 雄一 （愛知大学）  

一般報告

金融危機 
座長:大鐘 雄太(南山大学) 

第2会場

Can Cash Be a Ventilator for Firms Suffering from COVID-19? Evidence from Stock

Market in Japan 

報告者：堀 敬一1、青野 幸平2(1.関西学院大学、2.立命館大学) 

討論者：小倉 義明 （早稲田大学）  

Main Bank Impairment and Corporate Cash Holdings during the Global Financial

Crisis 

報告者：大鐘 雄太1、内木 栄莉子2(1.南山大学、2.同志社大学) 

討論者：山田 和郎 （立命館大学）  

Belief Contagion of Financial Crises: a Global Game Approach 

報告者：宇隨 佳1(1.東京大学) 

討論者：戸村 肇 （早稲田大学）  

一般報告

産業組織論（理論） 
座長:松島 法明(大阪大学) 

第3会場

Data-driven mergers and personalization 

報告者：松島 法明1、 Zhijun Chen2、 Chongwoo Choe3、 Jiajia Cong4(1.大阪大学、2.モナシュ大

学、3.モナシュ大学、4.復旦大学) 

討論者：佐藤 進 （一橋大学）  

Downstream new product development and upstream process innovation 

報告者：高内 一宏1、川崎 晃央2、水野 倫理3(1.関西大学、2.大分大学、3.神戸大学) 

討論者：水野 敬三 （関西学院大学）  

Platform Competition for Usage under Multihoming 

報告者：佐藤 進 （一橋大学） 

討論者：善如 悠介 （神戸大学）  



16:20  [2R405-06-01]

16:50  [2R405-06-02]

16:20  [2R505-06-01]

16:50  [2R505-06-02]

16:20  [2R604-06-01]

16:50  [2R604-06-02]

17:20  [2R604-06-03]
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一般報告

計量統計 
座長:矢島 美寛(東北大学) 

第4会場

行政データを活用した統計作成 

報告者：森脇 大輔1(1.株式会社サイバーエージェント) 

討論者：山澤 成康 （跡見学園女子大学）  

Sequential test for a unit root in monitoring a p-th order autoregressive process 

報告者：陶 俊帆 (J)1、人見 光太郎2、永井 圭二3、西山 慶彦4(1.京都大学、2.京都工芸繊維大

学、3.横浜国立大学、4.京都大学) 

討論者：矢島 美寛 （東北大学）  

一般報告

教育 
座長:川田 恵介(東京大学) 

第5会場

Learning Assistants in Economics Class Hours 

報告者：大野 正智1(1.成蹊大学) 

討論者：梶谷 真也 （京都産業大学）  

Impact of stays abroad on skills development and career choice: Evidence from

Japanese high-school and university students 

報告者：樋口 裕城1、中室 牧子2、佐々木 みゆき3(1.上智大学、2.慶應大学、3.早稲田大学) 

討論者：李 嬋娟 （明治学院大学）  

一般報告

財政・社会保障 
座長:土居 丈朗(慶應義塾大学) 

第6会場

One-Person Households and Public Assistance in Japanese Elderly: An Analysis Using

Prefectural Data 

報告者：松浦 司1(1.中央大学) 

討論者：水落 正明 （南山大学）  

所得税・住民税における控除の負担軽減効果および再分配効果 

報告者：坂巻 潤平1、大野 太郎2、小嶋 大造3 （1. 財務省財務総合政策研究所、2. 信州大学、3. 東京

大学） 

討論者：宮崎 毅 （九州大学）  

Do public account financial statements matter? Evidence from Japanese

municipalities 

報告者：広田 啓朗1、別所 俊一郎2(1.武蔵大学、2.東京大学) 

討論者：土居 丈朗 （慶應義塾大学）  



18:00  [2R113-13-01]

18:00  [2R209-09-01]
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企画セッション

企画セッション２　学際的な学部における経済学教育・研究 
座長:河野 敏鑑（専修大学） 

第1会場
 

学際的な学部における経済学教育・研究 

・報告 １：「生活科学部における経済学教育・研究」 

報告者：大森 正博（お茶の水女子大学） 

 

・報告２：「情報系学部における経済学教育・研究」  

報告者：河野 敏鑑（専修大学） 

 

・報告3：「教育学部・総合政策学部における経済学教育・研究」 

報告者：伊藤 由希子（津田塾大学） 

  
 
 
 

チュートリアルセッション

チュートリアルセッション：テキスト分析チュートリアルセッション 
座長:川田 恵介(東京大学) 

第2会場
 

チュートリアルセッション：テキスト分析チュートリアルセッション 

報告者：渡辺 耕平 （ Lazard Asset Management/早稲田大学）  




