
大会第１日目

★午前の部　自由論題（9：30～12：00）[報告25分，予定討論15分，一般討論10分] 　　　　　　

フラッシュトーク＆ポスターセッション（12：10～13：30）

第１分科会 国際貿易１ 座長：石川　城太（一橋大学）

会場：本館３０教室

タイトル 報告者／討論者

Fixed Costs for Preference Utilization 報告者 早川　和伸 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）

討論者 清田　耕造 （慶應義塾大学）

報告者 宋　俊憲（東京国際大学）

討論者 椋　寛  (学習院大学)

報告者 吉見　太洋　（中央大学）

討論者 伊藤　匡 (学習院大学)

第２分科会 共通論題関連 座長：高橋　信弘 （大阪市立大学）

会場：本館４７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 佐藤　秀夫 （東北大学）

討論者 鳴瀬　成洋 （神奈川大学）

報告者 高増　明（関西大学）

討論者 黒瀬　一弘  (東北大学)

第３分科会 グローバル経済１ 座長：鯉渕　賢 （中央大学）

会場：本館３６教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 板倉　健（名古屋市立大学）（Ｅ）

討論者 安藤　光代（慶應義塾大学）

報告者 Soyoung KIM （Seoul National University）（Ｅ）

討論者 佐藤　清隆 (横浜国立大学)

報告者  Biswajit MANDAL（Visva-Bharati University） （Ｅ）

討論者

第４分科会 アジア経済１ 座長：石戸　光 （千葉大学）

会場：本館３７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 佐藤　隆広（神戸大学）（Ｅ）

討論者 福味　敦（兵庫県立大学）

報告者 田口　博之（埼玉大学）（Ｅ）

討論者 長谷川　誠（京都大学）

報告者 Yeongseop RHEE（Seoul National University）（Ｅ）

討論者 大田　英明（立命館大学）

第５分科会 国際金融と貿易 座長：町北　朋洋 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）

会場：本館３９教室　＊この分科会は10時20分開始となります

タイトル 報告者／討論者

報告者  張　紅咏（経済産業研究所） （Ｅ）

討論者

報告者 Ju H. PYUN（Korea University Business School）（Ｅ）

討論者 浜野　正樹（早稲田大学）

報告者 キム　ユリ（早稲田大学）（Ｅ）

討論者 佐藤　仁志（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

第６分科会 資源・エネルギーと経済発展 座長：多和田　眞 （愛知学院大学）

会場：本館４９教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 大東　一郎（慶應義塾大学）

討論者 東田　啓作（関西学院大学）

報告者 武石　礼司（東京国際大学）

討論者 馬田　啓一（杏林大学）

報告者 佐々木　啓明（京都大学）

討論者 小川　健（専修大学）

Are Politically Connected Firms More Likely to Export?

Open-Access Renewable Resources and Urban Unemployment:
Dual Institutional Failures in a Small Open Economy
固定価格買取（FIT）制度による再生可能エネルギー導入効果

Exchange Rate and Tax Policies in an Economic Development
Model with Public Capital

日本国際経済学会　第７６回全国大会　プログラム

Offshore EME Bond Issuance and the Transmission Channels of
Global Liquidity

Effect of Non-Tariff Measures as Fixed Costs on Trade and
Welfare

India in the World Economy

Emigrant’s Remittances, Dutch Disease and Capital Accumulation
in Bangladesh

Asymmetric Tariff Pass-Through to Trade Prices

The Neo-Ricardian Trade Theory and the New Theory of
International Values

ケインズ的失業を伴うグレアム型貿易モデル―国際価値・賃金率・雇
用量の同時決定―

Tax on Traded Goods, and Corrupt Non-traded Sector:
Implications for Intermediation Activities

＊報告者名の後に（Ｅ）がついている場合は英語で、（Ｊ）がついている場合は求職活動の一環として発表が行われます。

A Study of Factors Affecting the Intention of Using FTAs by
Exporting SMEs: The Case of South Korea

＜９時受付開始（７号館１階ロビー）＞

Short-sales and Foreign Investors’ Behavior in the Korean Stock
Market during the Global Financial Crisis

Production Chains, Exchange Rate Shocks and Firm Performance

Financial Development and Equity Home Bias: Divergence
between Developed and Developing Economies
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フラッシュトーク／ポスターセッション（12：10～13：30） 
(会場：フラッシュトーク　本館３０教室、　ポスターセッション　本館３階ホール)
＜フラッシュトーク終了後、ただちにポスターセッション開始＞

フラッシュトーク 座長：椋　寛 （学習院大学）

会場：　本館３０教室

タイトル 報告者

斎藤　佑樹（大阪大学大学院）

推薦者：祝迫　達郎（大阪大学）

Huong Quynh NGUYEN（立命館大学大学院）（Ｅ）（Ｊ）

推薦者：大田　英明（立命館大学）

Enkhmaa BATTOGTVOR（横浜国立大学大学院）（Ｅ）（Ｊ）

推薦者：Craig PARSONS（横浜国立大学）

昼食　12：40～13：30

理事会　12：40～13：30　（会場：７号館７０９１教室）

学会賞授与式・受賞者記念講演　13：50～14：50　（会場：本館４７教室）

★午後の部　共通論題（15：00～18：30）（会場：本館４７教室）　

[報告各30分，予定討論各15分，リプライ各5分，フロア全体討論50分，休憩10分] 　

共通論題 比較優位論の現代的意義：『経済学および課税の原理』出版200年記念

座長：木村　福成（慶應義塾大学）　　佐々木　啓明（京都大学）

タイトル 報告者／討論者

報告者 田淵　太一（同志社大学）

討論者 鳴瀨　成洋（神奈川大学）

報告者 塩沢　由典（大阪市立大学）

討論者 石田　修（九州大学）

報告者 板木　雅彦（立命館大学）

討論者 高増　明（関西大学）

★懇親会　　19：00～21：00　（会場：ＴＩＫＡ水道橋店）

小坂　賢太（武蔵野大学）

Which Gain is Larger? Bilateral Trade Agreement with US vs WTO
Accession: The Case of Vietnam

リカード新解釈と生産・貿易のネットワーク理論

リカード・マルクス型貿易理論を目指して

リカードはリカード・モデルを提示したのか

報告者

中国国家資本主義の国家統合
報告者

Can Fishing Quotas be Justified under Common Price of Shared
Resources?

報告者 小川　健（専修大学）

末永　茂（いわき明星大学）

報告者 飯野　光浩（静岡県立大学）

第12回小島清賞研究奨励賞・受賞記念講演

「企業ネットワークの分析−社会実験・大規模データの利用−」 

戸堂　康之（早稲田大学）

A North-South Model of Outsourcing and Growth
報告者

Human Resources Development in Promotion of Technical Skills
and Technological levels in Vietnam: Transfer of Technology from
Japan

報告者

日本におけるプラント輸出の決定要因
報告者

援助に関するrent-seekingを導入したmixed oligopolyモデルによる援
助の差別化に関する分析
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大会第２日目

★午前の部　自由論題／企画セッション（9：30～12：00）[報告25分，予定討論15分，一般討論10分] 　　　　　　

第７分科会 【企画セッション】　現代アメリカ経済の歴史的位相とトランプ政権の経済政策　―中間所得層の低落をめぐってー

座長：立石　剛 （西南学院大学）

会場：７号館７０４３教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 中本　悟（立命館大学）

討論者 櫻井　公人（立教大学）

報告者 本田　浩邦（獨協大学）

討論者 増田　正人（法政大学）

報告者 中島　醸（愛知県立大学）

討論者 瀬戸岡　紘（駒澤大学）

第８分科会 グローバル・バリュー・チェーン 座長：乾　友彦 （学習院大学）

会場：７号館７０５５教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 村上　善道（神戸大学）（Ｅ）

討論者 木村　福成（慶應義塾大学）

報告者 伊藤　恵子（専修大学）（Ｅ）

討論者 戸堂　康之（早稲田大学）

報告者 戸堂　康之（早稲田大学）（Ｅ）

討論者 伊藤　恵子（専修大学）

第９分科会 地域経済統合 座長：田中　鮎夢（中央大学）

会場：７号館７０５６教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 鎌田　伊佐生（神戸大学）（Ｅ）

討論者 田村　晶子（法政大学）

報告者 岩田　伸人（青山学院大学）

討論者 馬田　啓一（杏林大学）
中岡　真紀（法政大学大学院生）

推薦者：田村　晶子（法政大学）

討論者 早川　和伸 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）

第１０分科会 直接投資・多国籍企業１ 座長：近藤　健児（中京大学）

会場：７号館７０５７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 林　尚志（南山大学）

討論者 大川　良文（京都産業大学）

報告者 大川　良文（京都産業大学）

討論者 松原　聖（日本大学）

報告者 今　喜史（九州産業大学）

討論者 佐藤　泰裕（東京大学）

第１１分科会 アジア経済２ 座長：郭　洋春（立教大学）

会場：７号館７０４４教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 末永　茂（いわき明星大学）

討論者 杜　進（拓殖大学）

報告者 榎本　俊一（経済産業省）

討論者 梅﨑　創（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

報告者 坂本　正弘（日本国際フォーラム）

討論者 中條　誠一（中央大学）

第１２分科会 国際金融・国際マクロ経済 座長：岩本　武和（京都大学）

会場：７号館７０４２教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 木原　隆司（獨協大学）

討論者 小川　英治（一橋大学）

報告者 赤羽　裕（亜細亜大学）

討論者 川崎　健太郎（東洋大学）

昼食　　 　　12：10～13：00

理事会　　　12：10～13：00　（会場：７号館７０９１教室）

会員総会　 13：10～13：50　（会場：７号館講堂）

会長講演   14：00～14：30　（会場：７号館講堂）

金融構造と経済成長－東南アジアの証券市場育成支援は正しい方向
か―

日系企業から観たアジア通貨の位置付けの変化 ～ アジア通貨危機
から20年を迎えて

Propagation of Shocks due to Natural Disasters through Global
Supply Chains

＜９時受付開始（７号館１階ロビー）＞

現代アメリカ経済の歴史的位相とトランプ政権の経済政策　―中間所
得層の低落をめぐってー

長期停滞とトランプ政権の経済政策

中国経済・新常態の対外不均衡

報告者
地域貿易協定における原産地規則制限性の実証分析

知の専有 vs. 知の共有：アジア子会社における現地人材の知識専有
問題に関する考察

多国籍企業による垂直的技術移転と排他条件付取引契約に関する経
済厚生分析

中国国家資本主義の国家統合

Wage Inequality, Footloose Capital, and the Home Market Effect

一帯一路は中国型成長に代わり各国最適成長を支援できるか

Can RTA Labor Provisions Prevent the Deterioration of Domestic Labor
Standards?: The Cases of Statutory Minimum Wages and Employment
Protection Regulations

WTOルールから見た地域貿易協定 (RTA)の現状と新たな動き

労働組合の歴史的役割とその変化　－労働市場の推移と組合賃金効
果－

A Review of the Literature on Productivity Impacts of Global Value
Chains and Foreign Direct Investment: Towards an Integrated
Participation in the Global Value Chains and Domestic Technology
Change: Evidence from Japanese Patent-Firm-Matched Data
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★午後の部　自由論題／企画セッション（14：40～17：10）[報告25分，予定討論15分，一般討論10分] 　　　　　　

第１３分科会 【企画セッション】　国際経済の中のロシアと日本

座長：岩田　伸人（青山学院大学）

会場：７号館７０４３教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 溝端　佐登史（京都大学）

討論者 小山　洋司（新潟大学）

報告者 服部　倫卓（ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所）

討論者 一ノ渡　忠之（国際金融情報センター）

報告者 安木　新一郎（京都経済短期大学）

討論者 酒井　明司（三菱商事）

第１４分科会 【企画セッション】　EU経済統合は域内成長をもたらしたのか？　格差を拡大させたのか？

座長：久保　広正（摂南大学）

会場：７号館７０４４教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 岩見　昭三（奈良学園大学）

討論者 川野　祐司（東洋大学）

報告者 松永　達（福岡大学）

討論者 高屋　定美（関西大学）

報告者 安藤　研一（静岡大学）

討論者 高﨑　春華（東洋英和女学院大学）

第１５分科会 国際貿易２ 座長：大久保　敏弘（慶應義塾大学）

会場：７号館７０５５教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 村田　安寧（日本大学）（Ｅ）

討論者 Michal FABINGER（東京大学）

報告者 Michal FABINGER（東京大学）（Ｅ）

討論者 村田　安寧（日本大学）

小田賞受賞者

武智　一貴（法政大学／University of British Columbia）（Ｅ）

討論者 伊藤　萬里（青山学院大学）

第１６分科会 国際政治経済学 座長：小林　尚朗（明治大学）

会場：７号館７０４２教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 石田　修（九州大学）

討論者 板木　雅彦（立命館大学）

報告者 蔵谷　哲也（四国大学）

討論者 所　康弘（明治大学）

第１７分科会 直接投資・多国籍企業２ 座長：佐々木　啓明（京都大学）

会場：７号館７０５６教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 杉田　洋一（一橋大学）（Ｅ）

討論者 町北　朋洋（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

白　映旻（早稲田大学大学院）

推薦者：浦田　秀次郎（早稲田大学）

討論者 清田　耕造（慶應義塾大学）

報告者 伊田　昌弘（阪南大学）

討論者 田中　鮎夢（中央大学）

第１８分科会 国際寡占理論 座長：蓬田　守弘（上智大学）

会場：７号館７０５７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 加藤　隼人（慶應義塾大学）（Ｅ）

討論者 小森谷　徳純（中央大学）

報告者 倉田　洋（東北学院大学）（Ｅ）

討論者 荒　知宏（福島大学）

第１９分科会 グローバル経済２ 座長：大田　英明（立命館大学）

会場：７号館７０５８教室

タイトル 報告者／討論者

Huong Quynh NGUYEN（立命館大学大学院）（Ｅ）（Ｊ）

推薦者：大田　英明（立命館大学）

討論者 佐土井　有里（名城大学）

報告者 小黒　曜子（明海大学）

討論者 後藤　美香（東京工業大学）

Production Location of Multinational Firms under Transfer Pricing:
The Impact of the Arm's Length Principle

Human Resources Development in Promotion of Technical Skills
and Technological levels in Vietnam: Transfer of Technology from
Japan

報告者

日本の政府債務と経済成長

Free Entry and Social Inefficiency under Vertical Oligopoly:
Revisited

Wage Markdowns and FDI Liberalization

日本と韓国の多国籍企業による東アジアにおける直接投資先の決定
要因

The Cross-Border Electronic Commerce: Evidence from Six
Countries

報告者

英ポルトガル同盟関係の研究

The Average-Marginal Relationship and Tractable Equilibrium
Forms

報告者
Daily Gravity

多国籍企業とグローバル生産システム

ロシアの対アジア太平洋地域戦略の変化と極東開発の展望

ECBの金融政策と企業の資金調達－金融政策は成長に基盤となりえ
たのか？－

EUにおける産業集積と地域間格差

ＥＵ単一市場における国際生産要素移動

On Measuring Welfare Changes when Varieties are Endogenous

国際経済環境の変化とロシアの経済成長・経済政策

ユーラシア経済連合がロシア産業に及ぼす効果－医薬品の事例を中
心に－
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日本国際経済学会第７６回全国大会
会場案内図
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