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2021年10月9日(土)
 

企画セッション

経済学のビジネス活用をめぐって 
座長:安田洋祐（大阪大学） 

第5会場（5番教室/オンライン）
 

経済学のビジネス活用をめぐって 
①民間企業の研究所部門の立場から（15分） 

報告者：冨田燿志（サイバーエージェント）・森脇大輔（サイバーエージェント） 

②大学設立の法人としての立場から（15分） 

報告者：宮川大介（一橋大学）・渡辺安虎（東京大学） 

③有志研究者の立場から１（15分） 

報告者：今井誠（エコノミクスデザイン）・坂井豊貴（慶應義塾大学） 

④有志研究者の立場から２（15分） 

報告者；成田悠輔（イェール大学） 

⑤全体でのディスカッション（30分） 

  
 
 
 

一般報告

家計とマクロ経済の実証分析 
座長:堀 雅博(一橋大学)　 

第1会場（1番教室/オンライン）
 

Heterogeneity in Prices and Inflation over the Life Cycle 
報告者：庄司 俊章 (J) （成蹊大学） 

討論者：白塚 重典 （慶應義塾大学）  

報道が家計のインフレ予想に与える影響について -消費動向調査のパネルデータ分析- 
報告者：相馬 尚人1、新谷 元嗣2、⼭本 弘樹3 （1. 横浜国立大学、2. 東京大学、3. 東京大学） 

討論者：堀 雅博 （一橋大学）  

An Exploration of the Relation among Financial Literacy Numeracy Overconfidence
and Risk Asset Investment of the Aged in Japan 
報告者：國枝 繁樹 （中央大学） 

討論者：角谷 快彦 （広島大学）  
 
 
 

一般報告

数理経済 
座長:小井田 伸雄(岩手県立大学)　 

第2会場（2番教室/オンライン）
 

Intransitive indifference with direction-dependent sensitivity 
報告者：小井田 伸雄 （岩手県立大学） 

討論者：東 陽一郎 （岡山大学）  

Subjective Partitional Learning under Ambiguity 
報告者：青山 知仁 (J)1、武岡 則男2 （1. 一橋大学、2. 一橋大学） 

討論者：兵庫 一也 （龍谷大学）  

On the Uniqueness and Stability of the Equilibrium Price in Quasi-Linear Economie 
報告者：細矢 祐誉 （中央大学） 

討論者：鈴木 岳 （明治学院大学経済学部）  
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一般報告

企業行動と集計 
座長:広田 真一(早稲田大学)　 

第3会場（3番教室/オンライン）
 

経済の集計--多数企業から複数産業そしてマクロ経済へ-- 
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

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：新居 理有 （愛知大学）  

The size of micro-originated aggregate fluctuations: an analysis of firm-level
input-output linkages in Japan 
報告者：荒田 禎之1、宮川 大介2 （1. 経済産業研究所、2. 一橋大学） 

討論者：楡井 誠 （東京大学）  

CO2排出量と企業パフォーマンス： Double Machine Learningを用いた日本の実証研究 
報告者：有賀 涼1、五島 圭一2、千葉 貴司3 （1. 日本銀行金融研究所、2. 早稲田大学・東京大学エコ

ノミックコンサルティング、3. 三井住友銀行） 

討論者：広田 真一 （早稲田大学）  
 
 
 

一般報告

English Session: Labor and Health Economics 
座長:近藤絢子(東京大学)　 

第4会場（4番教室/オンライン）
 

Minimum Wage Effect with Varying Enforcement Levels: Empirical Evidence from
Vietnam 
報告者： Nguyen Thanh Tung（ Hitotsubashi University） 

討論者： Manabu Nose （ International Monetary Fund）  

Preference for Young Workers in Mid-career Recruiting in Japan: Evidence from
Online Job Ads for Sales Jobs 
報告者： Zvedelikova Mirka （慶應義塾大学） 

討論者：近藤絢子(東京大学)  

The Causal Effect of Maternal Education on Child Mortality: Evidence from the
Education Reform in Vietnam 
報告者： Le Dung (J)1、 Yoko Ibuka2、 Minh Nguyen3 （1. Keio University、2. Faculty of

Economics Keio University Tokyo Japan、3. Faculty of Economics Ball State University US） 

討論者：松島 みどり （筑波大学）  
 
 
 

一般報告

計量経済・機械学習 
座長:難波 明生(神戸大学)　 

第6会場（22番教室/オンライン）
 

規模の弾力性を応用した新たな経済指標（ K-指標）の開発 
報告者：水野 勝之1、河合 芳樹2、土居 拓務3 （1. 明治大学、2. 明治大学、3. 明治大学） 

討論者：大坂 洋 （富山大学）  

Identification of Regression Models with a Misclassified and Endogenous Binary
Regressor 



11:00  [1E01-03-03]
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報告者：下津 克己1、笠原 博幸2 （1. 東京大学、2. University of British Columbia） 

討論者：柳 貴英 （京都大学）  

Machine Collaboration 
報告者：劉 慶豊1、 Yang Feng2 （1. 小樽商科大学、2. New York University） 

討論者：末石 直也 （神戸大学）  
 
 
 

一般報告

サプライチェーンと国際貿易 
座長:中元 康裕(関西大学)　 

第7会場（23番教室/オンライン）
 

サプライチェーン経済の構築 
報告者：堀江 進也1、土居 潤子2、藤井 隆雄3、入谷 純4、佐藤 純恵5、安岡 匡也6 （1. 尾道市立大

学、2. 関西大学、3. 神戸市外国語大学、4. 大阪学院大学 、5. 名古屋経済大学 、6. 関西学院大学） 

討論者：中村 保 （神戸大学）  

Role in Global Value Chains and Firm Survival: Empirical Evidence from China 
報告者：楊 起中1、乾 友彦2 （1. 東洋大学、2. 学習院大学） 

討論者：伊藤 恵子 （中央大学）  

Trade Liberalization Educational Choice and Income Distribution 
報告者：浅海 達也 (J)1、古澤 泰治2、胡 云芳3 （1. 大阪大学、2. 東京大学、3. 神戸大学） 

討論者：濱野 正樹 （早稲田大学）  
 
 
 

フラッシュトーク

フラッシュトーク 
座長：市野泰和（立命館大学） 

第5会場（5番教室/オンライン）
 

中国の地方債に関する実証分析 
報告者：王 君 (J) （青山学院大学）  

Managing Asset Price Bubbles in Emerging Economies 
報告者：坂田 健太郎 （東京大学）  

Estimating the Euler Equation and the Elasticity of Intertemporal Substitution 
報告者：菊池 淳一 (J)1、中園 善行2 （1. 横浜市立大学、2. 横浜市立大学・内閣府）  

Consumption Expenditure and Income Shocks during COVID-19 
報告者：丹後 健人 (J)1、中園 善行2 （1. 横浜市立大学、2. 横浜市立大学／内閣府）  

Effects of Network Structure in Referral Hiring 
報告者：荻巣 嘉高 （神戸大学大学院）  

Unemployment Fiscal Competition and the Composition of Public Expenditure 
報告者：菊池 悠矢 (J)1、九澤 有広2、玉井 寿樹3 （1. 名古屋大学、2. 愛知県庁、3. 名古屋大学）  

Agglomeration, inequality, and environment in an R&D-based growth model with
endogenous labour supply 
報告者：濱口 喜広 （京都経済短期大学）  

Nonlinear Pricing in Transport Industry and the Gains from Trade 
報告者： Han Zheng (J) （ University of Tokyo）  

A study on US outward investment and investment treaties with a focus on the
knowledge intensity of sectors 
報告者：小澤 駿弥 （京都大学）  
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Industry Uncertainty Exports and FDI 
報告者： Khotamov Navruz （ Kyoto University）  

An Empirical Study of Centrality in Production Networks and International Technology
Diffusion. 
報告者：伊藤 麟稀 （京都大学）  

Survey on strategies of a public firm in imperfect competition 
報告者：飯野 光浩 （静岡県立大学）  

Agency problems in a competitive conglomerate with production constraints 
報告者： Herrera Velasquez Jose de Jesus (J) （京都大学）  

代理変数アプローチによる偽装レビューの分析 
報告者：坂口 洋英 （慶應義塾大学大学院）  

Performance report task allocation and wage contract 
報告者：髙原 豪 (J)1、神田 豊2 （1. 関西学院大学、2. 大阪大学）  

Preference Aggregation with a Robust Pareto Criterion 
報告者：李 晨 （京都大学）  

賃貸住宅管理コストの有無が仲介事業者の外国人対応に与える影響 
報告者：菅澤 武尊1、原野 啓2 （1. 公益財団法人日本住宅総合センター、2. 明海大学）  

Debiasing the Lasso: A small tuning parameter selection approach 
報告者：新久 章、末石 直也 （神戸大学経済学研究科博士後期課程）  

Learning Causal Relationships from Conditional Moment Conditions by Importance
Weighting 
報告者：筧 悠夫 (J) （（株）サイバーエージェント）  

A Violation of the Informativeness Principle: Month-of-Birth Effects and Sports Labor
Market 
報告者：家舗 弘志 (J) （横浜市立大学）  

働き方改革の広がりと実効性 
報告者：高橋 孝平 (J)1、有田 賢太郎2 （1. 早稲田大学、2. みずほリサーチ&テクノロジーズ）  

コロナ禍の企業支援策が雇用に与える影響 
報告者：福田 皓 (J) （慶應義塾大学）  

The Impact of Temporary School Closure Due to COVID-19 on the Academic Achievement
of Elementary School Students 
報告者：浅川 慎介 (J)1、大竹 文雄2 （1. 大阪大学、2. 大阪大学）  

 
 
 

ポスター報告

ポスター・セッション 
ポスター会場（豊中総合学館1階/オンライン）

 

中国の地方債に関する実証分析 
報告者：王 君 (J) （青山学院大学）  

Managing Asset Price Bubbles in Emerging Economies 
報告者：坂田 健太郎 （東京大学）  

Estimating the Euler Equation and the Elasticity of Intertemporal Substitution 
報告者：菊池 淳一 (J)1、中園 善行2 （1. 横浜市立大学、2. 横浜市立大学・内閣府）  

Consumption Expenditure and Income Shocks during COVID-19 
報告者：丹後 健人 (J)1、中園 善行2 （1. 横浜市立大学、2. 横浜市立大学／内閣府）  

Effects of Network Structure in Referral Hiring 
報告者：荻巣 嘉高 （神戸大学大学院）  
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Unemployment Fiscal Competition and the Composition of Public Expenditure 
報告者：菊池 悠矢 (J)1、九澤 有広2、玉井 寿樹3 （1. 名古屋大学、2. 愛知県庁、3. 名古屋大学）  

Agglomeration, inequality, and environment in an R&D-based growth model with
endogenous labour supply 
報告者：濱口 喜広 （京都経済短期大学）  

Nonlinear Pricing in Transport Industry and the Gains from Trade 
報告者： Han Zheng (J) （ University of Tokyo）  

A study on US outward investment and investment treaties with a focus on the
knowledge intensity of sectors 
報告者：小澤 駿弥 （京都大学）  

Industry Uncertainty Exports and FDI 
報告者： Khotamov Navruz （ Kyoto University）  

An Empirical Study of Centrality in Production Networks and International
Technology Diffusion. 
報告者：伊藤 麟稀 （京都大学）  

Survey on strategies of a public firm in imperfect competition 
報告者：飯野 光浩 （静岡県立大学）  

Agency problems in a competitive conglomerate with production constraints 
報告者： Herrera Velasquez Jose de Jesus (J) （京都大学）  

代理変数アプローチによる偽装レビューの分析 
報告者：坂口 洋英 （慶應義塾大学大学院）  

Performance report task allocation and wage contract 
報告者：髙原 豪 (J)1、神田 豊2 （1. 関西学院大学、2. 大阪大学）  

Preference Aggregation with a Robust Pareto Criterion 
報告者：李 晨 （京都大学）  

賃貸住宅管理コストの有無が仲介事業者の外国人対応に与える影響 
報告者：菅澤 武尊1、原野 啓2 （1. 公益財団法人日本住宅総合センター、2. 明海大学）  

Debiasing the Lasso: A small tuning parameter selection approach 
報告者：新久 章、末石 直也 （神戸大学経済学研究科博士後期課程）  

Learning Causal Relationships from Conditional Moment Conditions by Importance
Weighting 
報告者：筧 悠夫 (J) （（株）サイバーエージェント）  

A Violation of the Informativeness Principle: Month-of-Birth Effects and Sports
Labor Market 
報告者：家舗 弘志 (J) （横浜市立大学）  

働き方改革の広がりと実効性 
報告者：高橋 孝平 (J)1、有田 賢太郎2 （1. 早稲田大学、2. みずほリサーチ&テクノロジーズ）  

コロナ禍の企業支援策が雇用に与える影響 
報告者：福田 皓 (J) （慶應義塾大学）  

The Impact of Temporary School Closure Due to COVID-19 on the Academic
Achievement of Elementary School Students 
報告者：浅川 慎介 (J)1、大竹 文雄2 （1. 大阪大学、2. 大阪大学）  

 
 



14:20  [1G03-03-01]

14:20  [1A04-06-01]

14:50  [1A04-06-02]

15:20  [1A04-06-03]

14:20  [1B04-07-01]
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企画セッション

バブルと感染爆発ー非エルゴード的時系列の検出 
座長:西山慶彦(京都大学) 

第5会場（5番教室/オンライン）
 

バブルと感染爆発 − 非エルゴード的時系列の検出 
研究報告1（25分） 

"Sequential Test for Unit Root in First Order Autoregressive Model" (Hitomi Kohtaro, Keiji

Nagai (YNU), Yoshihiko Nishiyama (KIER), Junfan Tao (KIER)) 

発表者: 人見光太郎(京都工芸繊維大学) 

研究報告2（25分） 

"Sequential Test for the Criticality of Branching Processes" (Keiji Nagai, Hitomi Kohtaro

(KyotoIT), Yoshihiko Nishiyama (KIER), Junfan Tao (KIER)) 

発表者: 永井圭二(横浜国立大学) 

研究報告3（25分） 

"Time-changed Method in Non-ergodic Autoregressive Process and Branching Process"

(Junfan Tao, Hitomi Kohtaro (KyotoIT), Keiji Nagai (YNU), Yoshihiko Nishiyama (KIER)) 

発表者: 陶俊帆(京都大学) 

研究報告4（25分） 

"Time-Transformed Test for the Explosive Bubbles under Non-stationary Volatility" (Eiji

Kurozumi, Anton Skrobotov (RANEPA), Alexey Tsarev (RANEPA)) 

発表者: 黒住英司(一橋大学)  
 
 
 

一般報告

DSGE 
座長:寺西 勇生(慶応義塾大学)　 

第1会場（1番教室/オンライン）
 

Model Selection of Heterogeneous Agent Models Using Macro Data: Empirical
Results 
報告者：飯星 博邦1、蓮見 亮2 （1. 東京都立大学、2. 武蔵大学） 

討論者：敦賀 貴之 （大阪大学）  

Output-Inflation Trade-offs and the Optimal Inflation Rate 
報告者：黒住 卓司1、 Willem Van Zandweghe2 （1. 日本銀行、2. Federal Reserve Bank of

Cleveland） 

討論者：寺西 勇生 （慶応義塾大学）  

Fiscal multipliers in the most aged country: Empirical evidence and theoretical
interpretation 
報告者：森田 裕史 （法政大学） 

討論者：敦賀 貴之 （大阪大学）  
 
 
 

一般報告

ゲーム理論 
座長:宮原 泰之(神戸大学)　 

第2会場（2番教室/オンライン）
 

Commitment games: Comment 
報告者：石井 良輔 （帝京大学） 



14:50  [1B04-07-02]

15:20  [1B04-07-03]

15:50  [1B04-07-04]

14:20  [1C04-07-01]

14:50  [1C04-07-02]

15:20  [1C04-07-03]

15:50  [1C04-07-04]

14:20  [1D04-06-01]

14:50  [1D04-06-02]

15:20  [1D04-06-03]
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討論者：橋本 和彦 （大阪経済大学）  

Cheap-talking with Multiple Decision Makers: A Computational Approach 
報告者：諸岡 千裕 (J) （東京大学） 

討論者：三浦 慎太郎 （神奈川大学）  

Repeated games with repayment constraints 
報告者：野津 隆臣 (J) （京都大学） 

討論者：宮原 泰之 （神戸大学）  

Hidden Cost of Sanctions in a Dynamic Principal-Agent Model 
報告者：多鹿 智哉1、大洞 公平2 （1. 北星学園大学、2. 関西学院大学） 

討論者：石原 章史 （東京大学）  
 
 
 

一般報告

産業組織：理論と実証 
座長:森田 穂高(一橋大学)　 

第3会場（3番教室/オンライン）
 

Diffusion dynamics on monoplex and multiplex networks: A message-passing
approach 
報告者：小林 照義1、翁長 朝功2 （1. 神戸大学、2. 東北大学） 

討論者：澤 亮治 （筑波大学）  

Defending Home against Giants: Exclusive Dealing as a Survival Strategy for Local
Firms 
報告者：北村 紘1、松島 法明2、佐藤 美里3 （1. 京都産業大学、2. 大阪大学、3. 岡山大学） 

討論者：森田 穂高 （一橋大学）  

The Value of Privacy in Cartels: An Analysis of the Inner Workings of a Bidding
Ring 
報告者：中林 純1、 Kei Kawai2、 Juan Ortner3 （1. 近畿大学、2. UC Berkeley、3. Boston

University） 

討論者：鈴木 彩子 （早稲田大学）  

Optimal Airport Charges with Endogenous Airline Quality Considering the Marginal
Cost of Public Funds 
報告者：河野 達仁1、土居 直史2、須崎 和萌3 （1. 東北大学、2. 小樽商科大学、3. 東北大学） 

討論者：松木 佑介 （長崎大学）  
 
 
 

一般報告

教育と家計と労働 
座長:宇南山 卓(京都大学)　 

第4会場（4番教室/オンライン）
 

Short-term Study Abroad Effect on Learning Outcomes and Initial Career: Evidence
from Random Assignment Data from a Japanese University 
報告者：加島 遼平1、加藤 真紀2 （1. 一橋大学大学院、2. 名古屋大学） 

討論者：川田 恵介 （東京大学）  

Child Allowance Policy and Household Consumption Behavior in Japan 
報告者：李 慧慧1、二木 美苗2 （1. 神戸大学、2. 神戸大学） 

討論者：宇南山 卓 （京都大学）  

コロナショックと労働市場 
報告者：王 芮 （立正大学） 



14:20  [1E04-05-01]

14:50  [1E04-05-02]

14:20  [1F04-06-01]

14:50  [1F04-06-02]

15:20  [1F04-06-03]

16:30  [1A07-07-01]

16:30  [1B08-08-01]
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討論者：宮本 弘曉 （東京都立大学）  
 
 
 

一般報告

年金・介護保険 
座長:中田 大悟(経済産業研究所)　 

第6会場（22番教室/オンライン）
 

Financial Incentives to Delay Public Pension Claims 
報告者：北村 智紀1、中嶋 邦夫2 （1. 東北学院大学、2. ニッセイ基礎研究所） 

討論者：中田 大悟 （経済産業研究所）  

Economic Consequences of Manipulation of Social Insurance Benefits 
報告者：高橋 雅生 (J)1、石原 卓弥2 （1. 一橋大学、2. 東北大学） 

討論者：遠山 祐太 （早稲田大学）  
 
 
 

一般報告

English Session: Development Economics 
座長:山田 浩之(慶応大学)　 

第7会場（23番教室/オンライン）
 

Do Remittances Make Households More Resilient against Natural Hazards? A
Reexamination with the Post-earthquake Census Data in Nepal 
報告者：橘 永久1、田中 圭2、 Santosh Rayamajhi3、近藤 昭彦4、加治佐 敬5 （1. 千葉大学、2. 日

本大学、3. Tribhuvan University、4. 千葉大学　、5. 青山学院大学） 

討論者：小暮 克夫 （会津大学）  

Women Leadership Governance and Allocation of Public Goods in India 
報告者：森 悠子1、 D Rajasekhar2、 R Manjula3、 Takashi Kurosaki4、 Jun Goto5 （1. 津田塾大

学、2. Institute for Social and Economic Change、3. Institute for Social and Economic

Change、4. Hitotsubashi University、5. Kobe Univrsity） 

討論者：奥山 陽子 （ Uppsala University）  

Religion as an Informal Institution: A Case of Japanese True-Pure-Land Buddhism
and Missing Women in Early Modern Japan 
報告者：石瀬 寛和 （大阪大学） 

討論者：山田 浩之 （慶応大学）  
 
 
 

特別報告

特別報告１ 
司会:渡辺 努(東京大学) 

第1会場（1番教室/オンライン）
 

価格の情報効果と資産価格振動のファットテイル 
報告者：楡井 誠 （東京大学）  

 
 
 

特別報告

特別報告２ 
司会:宇井 貴志(一橋大学) 

第2会場（2番教室/オンライン）
 

Implementation in Undominated Strategies: Theory and Applications 
報告者：無藤 望 （横浜国立大学）  



16:30  [1C08-08-01]

09:30  [2G01-01-01]

09:30  [2A01-03-01]

10:00  [2A01-03-02]

10:30  [2A01-03-03]
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特別報告

特別報告３ 
司会:岡崎 哲二(東京大学) 

第3会場（3番教室/オンライン）
 

感染症の歴史から何を学ぶか？ 
報告者：鎮目 雅人 （早稲田大学）  

 
 

2021年10月10日(日)
 

企画セッション

行政記録情報の経済分析への利活用に向けて 
座長：宇南山卓（京都大学） 

第5会場（5番教室/オンライン）
 

行政記録情報の経済分析への利活用に向けて 
9:30  

財務省における行政データの経済分析への活用に向けた取り組み① 

輸出入申告データを活用した共同研究の開始に向けて 

報告者：上田淳二（財務省財務総合政策研究所） 

9:50 

財務省における行政データの経済分析への活用に向けた取り組み② 

税務申告データを活用した共同研究の開始に向けて 

報告者：清水光（国税庁） 

10:05 

ディスカッション 

討論者：土居丈朗（慶應義塾大学） 

10:20 

全体質疑  
 
 
 

一般報告

地域とマクロ経済 
座長:徳井 丞次(信州大学)　 

第1会場（1番教室/オンライン）
 

Regional and Sectoral Varieties of VAT Pass Through in Japan 
報告者：平賀 一希 （名古屋市立大学） 

討論者：庄司 俊章 （成蹊大学）  

Tax or Subsidy on Interregional Travel with Infectious Diseases 
報告者：山崎 慎吾1、土居 直史2 （1. 広島大学、2. 小樽商科大学） 

討論者：平賀 一希 （名古屋市立大学）  

Interregional flow of funds in Japan via loans and deposits of financial institutions
and its determinants 
報告者：植杉 威一郎1、平賀 一希2、真鍋 雅史3、吉野 直行4 （1. 一橋大学、2. 名古屋市立大学、3.

嘉悦大学、4. 金融庁） 

討論者：徳井 丞次 （信州大学）  
 
 



09:30  [2B01-03-01]

10:00  [2B01-03-02]

10:30  [2B01-03-03]

09:30  [2C01-03-01]

10:00  [2C01-03-02]

10:30  [2C01-03-03]

09:30  [2D01-03-01]

10:00  [2D01-03-02]
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一般報告

政治経済学 
座長:肥前 洋一(高知工科大学)　

第2会場（2番教室/オンライン）

Promotion of candidates and party affiliation in Tokyo: Effects of electoral reform
from the MMD to SMD 
報告者：江口 匡太 （中央大学） 

討論者：中村 豪 （東京経済大学）  

Endogenous Timing of Elections under Tax Competition 
報告者：笠松 怜史1、須佐 大樹2 （1. 武蔵大学、2. 立命館大学） 

討論者：西村 幸浩 （大阪大学）  

Can People Meaningfully Learn Actual Voting Powers?: Cognitive Ability and
Feedback Information 
報告者：川村 哲也1、小川 一仁2、尾崎 祐介3、高橋 広雅4、田口 聡志5、藤井 陽一朗6、渡邊 直樹7

（1. 帝塚山大学、2. 関西大学、3. 早稲田大学、4. 広島市立大学、5. 同志社大学、6. 明治大学、7.

慶應義塾大学） 

討論者：肥前 洋一 （高知工科大学）  

一般報告

産業組織：実証方法 
座長:中嶋 亮(慶應義塾大学)　

第3会場（3番教室/オンライン）

A Simple Method to Estimate Discrete-type Random Coefficients Logit Models 
報告者：土居 直史 （小樽商科大学） 
討論者：南橋 尚明 （上智大学）  

Estimating a cost function when output is endogenous but instruments are not 
available 
報告者：谷口 みゆき1、今井 晋2、 Neelam Jain3、鈴木 広人4 （1. 佐賀大学、2. 北海道大
学、3. City, University of London、4. 城西国際大学） 
討論者：中嶋 亮 （慶應義塾大学）  

都道府県別パネルデータを用いた日本酒の費用関数推定 
報告者：斎藤 湧生1、中妻 照雄2 （1. 慶應義塾大学大学院、2. 慶應義塾大学経済学部） 
討論者：北野 泰樹 （青山学院大学）  

一般報告

COVID-19と家族 
座長:直井 道生(慶応義塾大学)　

第4会場（4番教室/オンライン）

Working From Home Makes Men Family-Oriented 
報告者：井上 ちひろ1、石幡 祐輔2、山口 慎太郎3 （1. 東京大学大学院、2. Duke University、3. 東

京大学） 

討論者：横山 泉 （一橋大学）  

The COVID-19 Pandemic Child-Rearing and Wellbeing: Evidence from Japanese
Panel Data 
報告者：岩﨑 敬子1、澤田 康幸2 （1. ニッセイ基礎研究所、2. 東京大学） 



10:30  [2D01-03-03]

09:30  [2E01-03-01]

10:00  [2E01-03-02]

10:30  [2E01-03-03]

09:30  [2F01-03-01]

10:00  [2F01-03-02]

10:30  [2F01-03-03]

11:10  [2G02-02-01]
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討論者：山村 英司 （西南学院大学）  

The Impact of COVID-19 Daycare Closures on Parental Stress: A Case of Japan 
報告者：直井 道生1、伊藤 翼2、隅田 和人2、葉 青2 （1. 慶應義塾大学、2. 東洋大学） 

討論者：高久 玲音 （一橋大学）  
 
 
 

一般報告

出生・教育・医療 
座長:山田 知明(明治大学)　 

第6会場（22番教室/オンライン）
 

Admission to childcare facilities and migration between regions in an OLG model
with endogenous fertility 
報告者：橋本 浩幸1、内藤 徹2 （1. 兵庫県立大学、2. 同志社大学） 

討論者：焼田 紗 （名城大学）  

Fertility childbearing age and education 
報告者：呉 臣 (J)1、遊喜 一洋2 （1. 京都大学大学院、2. 京都大学） 

討論者：焼田 党 （南山大学）  

Medical Demand Elasticity Matters: The Welfare Effects of Public Health Insurance
Reform in an Aging Economy 
報告者：萩原 玲於奈 （日本銀行金融研究所） 

討論者：山田 知明 （明治大学）  
 
 
 

一般報告

English Session: International Economics 
座長:椋 寛(学習院大学)　 

第7会場（23番教室/オンライン）
 

How Does Excessive Volatility of Consumption Vary Across Countries? 
報告者： Dovchinsuren Khaliun （ Credit Risk Database） 

討論者：小枝 淳子 （早稲田大学）  

A Tractable Model of Trade with Flexible Cost Structure 
報告者：上官 若 (J)1、 Konstantin Kucheryavyy2 （1. 早稲田大学、2. The University of Tokyo） 

討論者：杉田 洋一 （一橋大学）  

The Anatomy of a Global Network of Multinationals: The Case of Japan 
報告者：清田 耕造 （慶應義塾大学） 

討論者：長谷川 誠 （京都大学）  
 
 
 

会長講演

会長講演 
司会:伊藤 秀史(早稲田大学) 

第5会場（5番教室/オンライン）
 

共同体メカニズムの経済学 
大垣 昌夫 （慶應義塾大学）  

 
 



13:00  [2G03-03-01]

13:00  [2A04-06-01]

13:30  [2A04-06-02]

14:00  [2A04-06-03]

13:00  [2B04-06-01]

13:30  [2B04-06-02]
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企画セッション

若手研究支援・男女共同参画委員会主催特別セッション「経済学者のキャリア形成」 
座長：花薗誠（名古屋大学） 

第5会場（5番教室/オンライン）
 

若手研究支援・男女共同参画委員会主催特別セッション「経済学者のキャリア形成」 
特別報告 
13:00 

論文を書くという活動について 

報告者：市村英彦（アリゾナ大学・東京大学） 

13:25 

経済学の知識が活かせる国際機関・民間企業でのキャリア　 

報告者：田中知美(Match Group) 

13:50 

国内博士取得者の研究のキャリアについて 

報告者：荒渡良（同志社大学） 

14:15  

登壇者を中心にしたディスカッションおよび質疑応答  
 
 
 

一般報告

財政と金融（理論） 
座長:齊藤 誠(名古屋大学)　 

第1会場（1番教室/オンライン）
 

Ambiguity sector specific disasters and asset prices during COVID-19 pandemic 
報告者：盛本 圭一1、鈴木 史馬2 （1. 明治大学、2. 成蹊大学） 

討論者：齊藤 誠 （名古屋大学）  

Characterizing Instrument-based and Target-based Forward Guidance 
報告者：奥田 達志 （日本銀行） 

討論者：田村 彌 （名古屋大学）  

Paces of fiscal consolidations fiscal sustainability and welfare: An overlapping
generations approach 
報告者：前林 紀孝 （北九州市立大学） 

討論者：玉井 寿樹 （名古屋大学）  
 
 
 

一般報告

調査と実験 
座長:渡邊 直樹(慶應義塾大学)　 

第2会場（2番教室/オンライン）
 

A Questionnaire for Dilation property in Ambiguity 
報告者：加藤 寛之 （嘉悦大学） 

討論者：和田 良子 （敬愛大学）  

How Much Do Volunteer Activities and Financial Donations during Disasters Improve
the Subjective Well-being of Volunteers and Contributors?: An Empirical Analysis
Using the Method of Instrumental Variables 
報告者：川脇 康生 （関西国際大学） 

討論者：亀坂 安紀子 （青山学院大学）  



14:00  [2B04-06-03]

13:00  [2C04-06-01]

13:30  [2C04-06-02]

14:00  [2C04-06-03]

13:00  [2D04-06-01]

13:30  [2D04-06-02]

14:00  [2D04-06-03]

13:00  [2F04-06-01]
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Does Informing Public Actions Contribute to Successful Risk Mitigation? An
Experimental Study of Strategic Interactions and Voluntary Cooperation to
Collective-Risk Mitigation in the light of the COVID-19 Pandemic 
報告者：三谷 羊平1、 Naoya Yukizaki2 （1. 京都大学、2. Kyoto University） 

討論者：舛田 武仁 （信州大学）  
 
 
 

一般報告

企業行動の実証分析 
座長:小野 有人(中央大学)　 

第3会場（3番教室/オンライン）
 

過少投資とその要因 
報告者：石川 貴幸 (J) （一橋大学） 

討論者：溝端 泰和 （関西大学）  

Are Applying for and Receiving Subsidy Worth for Small Enterprises? Evidence
from the Government Support Program in Japan 
報告者：橋本 由紀1、高橋 孝平2 （1. 経済産業研究所、2. 早稲田大学） 

討論者：植杉 威一郎 （一橋大学）  

Firm Growth Financial Constraints and Policy-Based Finance 
報告者：若森 直樹1、 Tim Dore2、岡崎 哲二3、大西 健4 （1. 東京大学、2. FRB、3. 東京大学、4.

FRB） 

討論者：小野 有人 （中央大学）  
 
 
 

一般報告

COVID-19と労働市場 
座長:小野 浩(一橋大学)　 

第4会場（4番教室/オンライン）
 

Telework in a land of overwork: It's not that simple or is it? 
報告者：小野 浩 （一橋大学大学院） 

討論者：池田 心豪 （労働政策研究・研修機構（ JILPT））  

The regional difference of the epidemic shock on the local labor market and its
spread 
報告者：風神 佐知子 （慶應義塾大学） 

討論者：勇上 和史 （神戸大学）  

職業特性と新型コロナ以降の企業行動変化 
報告者：児玉 直美1、荻島 駿2、権 赫旭3 （1. 明治学院大学、2. 三井住友トラスト基礎研究所、3.

日本大学） 

討論者：小松 恭子 （労働政策研究・研修機構）  
 
 
 

一般報告

技術、税制、地域経済 
座長:隅田 和人(東洋大学)　 

第7会場（23番教室/オンライン）
 

固定資産税の減額措置の新築住宅促進効果 
報告者：小谷 将之1、行武 憲史2 （1. 公益財団法人日本住宅総合センター、2. 日本大学） 

討論者：隅田 和人 （東洋大学）  



13:30  [2F04-06-02]

14:00  [2F04-06-03]

14:40  [2A07-07-01]

14:40  [2B07-07-01]
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Inheritance taxation reform distorts rental housing market: Evidence from Japan 
報告者：三河 直斗1、安田 昌平2、行武 憲史3 （1. 慶應義塾大学、2. 日本大学、3. 日本大学） 

討論者：岡本 千草 （中央大学）  

AI、ロボット技術の進展と企業パフォーマンス 
報告者：金 榮愨1、乾友 彦2 （1. 専修大学、2. 学習院大学国際社会科学部） 

討論者：松浦 寿幸 （慶應義塾大学）  
 
 
 

パネル討論

パネル討論 A 
第1会場（1番教室/オンライン）

 

デジタル通貨時代の金融経済 
パネリスト：奥野 聡雄（日本銀行）、齊藤 誠（名古屋大学）、松島 斉（東京大学）、柳川 範之

（東京大学）  
 
 
 

パネル討論

パネル討論 B 
座長:後藤 励(慶應義塾大学) 

第2会場（2番教室/オンライン）
 

COVID-19と経済学－トレードオフにどう挑むか― 
パネリスト：大竹 文雄（大阪大学）、仲田 泰祐（東京大学）、井深 陽子（慶應義塾大学）、野口

晴子（早稲田大学）  




