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陬庁10︸€お止執祉実朔げ蹙鑚10︸削肴哉崎昨Xプɚ質曚そɚ€お燦罪昨砺和碕裁崎げ

1959 烝削テ嗹堙朝碕裁崎ææ裁擦裁冴く通陋げ疆止執祉実朔彌采昨被参冴10︸旄k昨理盆燦

癧崎げ撒歳嚔削採砕傘菱ヨɚ作10︸€お昨嘆盪埼再三62砕崎済擦裁冴く2010 烝 10 鏤 1 蹙栽

晒朔苗Dテ嗹堙朝碕裁崎㌱湊燦寨明裁崎哉擦際甑疆止執祉実昨端作€お㌱湊朔腰通託昨濯肴

昨宙黻栽晒├耨細参擦際甑 

 0瀧昨嚔薇ɚ旄△€お質凋㍿宙黻埼朔げ彌采昨嚔薇旄△思執児仕鴫執旨燦明柏裁腰達な昨

0瀧n昨€おk碕撒歳嚔昨跚資昨€おk碕昨€お凋㍿燦蘿禍裁崎哉擦際甑TRIO(NBER-

CEPR-TCER)思執児仕鴫執旨朔罪昨ǖ肴埼腰罪参財参戻う碕逝渝燦鎚←際傘€おk昨邊擦三

埼再傘 NBER 碕 CEPR 碕碕雑削搆烝思執児仕鴫執旨燦陬庁埼明柏裁腰罪昨€お耨霙歳æ←

細参傘嚔薇旄△ア Journal of the Japanese and International Economies朔げ蹙鑚10︸削輸際傘梵

魔旄△ア碕裁崎嚔薇ɚ削珽哉は燈燦癧崎哉擦際く擦冴腰NBER-TCER 陬仔施仔10︸止璽試実

朔逝う鯖仔施仔林嚔昨鎚←ɚ10︸€お㎏輸碕昨蒜輪宙黻碕裁崎腰ｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙

黻朔仔施仔徂烋♤坿娵昨€おk碕昨€お凋㍿昨寢碕裁崎腰罪参財参嚔薇ɚ削雑蝙¥細参崎

哉擦際甑細晒削腰疆止執祉実歳明柏際傘思執児仕鴫執旨碕裁崎鏘雑頓糧歳虜采 1963烝燵通

渗明柏細参崎済冴 TCER思執児仕鴫執旨θ蹠『敕思執χ雑腰蹙鑚10︸質達な10︸燦流三滬采

裴ギ作至実爾燦流三琢砦崎6162裁崎哉擦際甑 

0忠昨旄△€お凋㍿透禍宙黻埼朔腰2016烝燵暼刀€お抵歳腰陬庁彳旄埼明柏細参腰Xプ腰

譏九腰曚そ便霍昨熏哉38噬削里鮭赱裁哉€お耨霙歳æ←細参擦裁冴甑祭昨直削雑腰璽屍竺思

執児仕鴫執旨腰爾屍竺思執児仕鴫執旨腰輪離抵 TCER止璽試実腰施自誌仔宍実屍斯辞紫寺燦

明柏裁崎哉擦際甑祭昨妻阪腰施自誌仔宍実屍斯辞紫寺朔腰40腆€おk歳罪昨€お耨霙燦寤櫓

裁腰斯誌仔昨€おk碕㌱æ作ヹプ燦⊕妻寢碕裁崎腰40腆€おk昨テ耨削彳哉削痺コ榊崎哉擦

際甑擦冴腰輪離抵 TCER 止璽試実朔腰TCER 磁執飼実歳曚妙朸碕粤コ凋蜃燦際傘寢碕裁崎腰

彳済作痺某燦霙冴裁崎哉擦際甑 

0濯昨鏘菱ヨ旄△€お謚蝠宙黻埼朔腰TCER児史竺実削沪晒剤熏采瀧め昨€おk削皿傘被

参冴曇慕€お寺竺施史屍詞削檮裁崎€お妹耨燦⊕榊崎哉擦際甑擦冴腰晧奈不勇削皿傘10︸譏

九昨亦霙燦旄△ɚズ珵栽晒便霍裁崎済冴Y慕寺竺施史屍詞坤鶺そ質仔持賜璽屍旨墾朔轅烝燵

擦埼埼02嫡裁腰祭参擦埼罪昨€お耨霙燦瀧め塁砕削赱し㊎琢埼寤櫓際傘碕輪迯削腰旄△ɚ作

耨霙昨瀧使燦碕三擦碕薩崎嚔薇旄△ア削プ貭碕裁崎苗弁裁擦裁冴甑 

陬庁10︸€お止執祉実朔こコ通陋げ10︸輪離抵燦朔載薩林跏傜栽晒テ譏琢こ04れ殺刮琢昨

謚蝠こ妹ヮ燦溜砕崎済擦裁冴くY削腰2000烝燵通渗朔げはた佻昨跏骨昨札作晒剤10︸輪離抵抵

佻林哲栽晒P盪辿傜埼昨フ裴作蝠妹燦哉冴坂哉崎採三擦際く陬庁10︸€お止執祉実匙昨斎

翌粤碕蝠妹燦篆裁擦咋林跏傜昨跏骨削げ祭昨寢燦採難三裁崎翌采皀3/5燦あ裁琢砦傘碕碕雑

削げ超癆碕雑廸撒晒咋斎謚蝠燦採庨哉哉冴裁擦際く 

2017烝 6鏤 
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膻ァ 2017烝燵着二 ������������������������������������������������������������������������������� 6 

ァ
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(苗 1 嚔薇ɚ旄△€お質凋㍿宙黻) 
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レ. レ. レ. レ. 2017烝燵烝燵烝燵烝燵宙黻ヴき宙黻ヴき宙黻ヴき宙黻ヴき 

(苗 1 嚔薇ɚ旄△€お質凋㍿宙黻) 

 

• 曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻 

TCER 朔腰う嚔 NBERθNational Bureau of Economic Researchχ採皿索逝渝 CEPR 

θCentre for Economic Policy Researchχ碕昨蒜柏埼腰摩烝腰坤TRIO 思執児仕鴫執旨墾燦明

柏裁崎哉傘甑 

2016 烝燵朔腰坤思実治鴫実詞質姉飼試執旨墾燦至実爾削腰0 25 嘖¥碕作傘 TRIO 思執児仕

鴫執旨燦陬庁彳腆か児伺試執斯而識斯至伺埼明柏裁冴甑思実治鴫実詞質姉飼試執旨昨甓尤朔腰

蹙鑚昨札作晒剤腰逝う埼雑倻濟削珽哉輸盪昨再傘至実爾埼再傘甑罪昨瀧跏埼腰思実治鴫実詞質

姉飼試執旨昨甓尤朔腰吊黻歳ô鑢ɚ作母D燦9ー際傘14霙腰嘆摩鑢ɚ作吊黻燈弐昨琢軆削肴

作歳榊崎哉作哉昨埼朔作哉栽碕哉妻たプ雑斂圻際傘甑祭昨冴薩腰哉栽削思実治鴫実詞質姉飼試

執旨燦甓尤際傘栽朔腰蹙う逝哉剤参昨坿娵埼雑祉使痔識実作詞侍紫屍埼再傘甑 

祭昨冴薩腰2017 烝燵雑腰瑰済62済坤思実治鴫実詞質姉飼試執旨墾燦至実爾削腰6 鏤 22 蹙

−23 蹙削陬庁埼 TRIO 思執児仕鴫執旨燦明柏際傘着暼埼再傘甑Q圻腰Franklin Allen (Imperial 

College London)腰Benjamin Hermalin (UC, Berkeley)腰Randall Morck (University of 

Alberta)腰輓檸邊 (Stanford University)昨理盆歳ゃ暼裁崎採三腰細晒削豬隣昨理盆k昨療1

磽燦う嚔 NBER 採皿索逝渝 CEPR 碕凋⎫嘆埼再傘甑作採腰TRIO 思執児仕鴫執旨昨耨霙朔腰

鴫児史式実質寺竺止旨燦10崎腰Journal of the Japanese and International Economies (JJIE)

昨Y邊陵碕裁崎弁⊕細参傘祭碕削作榊崎哉傘甑 

 

• 曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻 

鑚宙黻埼朔腰摩烝6162裁崎哉傘 NBER-TCER 陬仔施仔10︸止璽試実θEASEχ昨直腰陬仔

施仔質仔止仔執10︸€お止執祉実θERIAχ栽晒昨憖う宙黻腰TCER=TIFO 児史竺実斯紫寺宙

黻燦曚跖際傘甑 

EASE: EASE: EASE: EASE: NBER-TCER 陬仔施仔10︸止璽試実θEast Asian Seminar on Economics, る裁崎

EASEχ朔腰TCER 歳腰う嚔昨斯執屍祉執屍廟う10︸€お脉θNational Bureau of Economic 

Research, る裁崎 NBERχ採皿索陬仔施仔ヰ嚔昨彳旄質斯執屍祉執屍作鷺碕誘本裁崎抵た燦

明柏裁腰€お凋㍿燦⊕妻作妻祭碕燦¥ɚ碕際傘甑1990 烝皿三暼鑢ɚ削明柏細参崎採三腰林嘖

昨至実爾朔腰仔施仔10︸歳艤彩傘10︸儁巠燦流三琢砦腰罪参燦ミゃ際傘削朔鷺昨皿妻作譏九歳

盻ギ栽碕哉妻儁巠粤ゖ昨雑碕削腰TCER 歳 NBER 鯖陬仔施仔林嚔昨㎏輸作鷺碕bド昨琢ゃ暼

裁崎哉傘甑明柏坿朔仔施仔徂烋♤坿娵昨嚔昨莵阪嘖三埼腰祭参擦埼雑腰NBER-TCER 陬仔施

仔10︸止璽試実碕裁崎腰1/6抵ɚ削痣壚本昨再傘耨霙燦達昨嘆削æ徳裁崎済冴甑 

2017 烝燵 NBER-TCER 陬仔施仔10︸止璽試実θ0 28 嘖χ朔 2017 烝 6 鏤 29 蹙(鑵)腰30 蹙

(襯)昨辿蹙腰爾誌鹿昨児伺式侍執嘆徑饗⊕削崎明柏細参傘甑至実爾朔腰坤inequality墾埼再傘甑

TCER 栽晒朔腰プ貭朔 2 鑚æ←腰4 隣昨㌪卽燦着暼裁崎哉傘甑θǖχ停ホ翅譯θ士実姉試使孜

実腰示視鴫実祉実χ思竺執似仔彳旄讙藪瀕譏九€お彳旄㾱彳旄Y慕讙藪腰θǘχ戻闌⊕蹄腰瀧

㌍彳旄讙藪腰ンk碕裁崎甑θǚχ蓄 {断腰蹙鑚饗⊕ 吊き楡 譏九ツ颱ゼ腰ンk碕裁崎甑θǜχ

朞殤嚥腰軛⑼彳旄腰蒜ンk採皿索ヹプk碕裁崎甑 
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ERIA:ERIA:ERIA:ERIA: 陬仔施仔質仔止仔執10︸€お止執祉実θERIAχ栽晒昨憖う宙黻埼朔腰ERIA=TCER

坤仔施仔昨10︸35淋墾斯式実枝碕哉妻箆7ヴき歳禍⊕嘆埼再傘甑ERIA 削採砕傘€お耨霙燦蹙

鑚ギ埼問跳際傘 10 夫斯式実枝昨鑚昨箆7燦¥莉裁崎哉傘甑坤0 2 昨仔執飼執詩式執市θブペ

溷91質祉旨屍邑哲昨嚔薇便黻χ墾昨磁始誌枝痔燦ブ栽裁冴赱冴作明æ聿る燦曚6際傘仔止仔執質

陬仔施仔昨Qw燦鏘赱昨Xプ湊塁燦C擦彩作歳晒便霍裁腰梍陋削塁砕崎昨ゼ巠燦たプ際傘甑旄

△ɚæ徳昨札作晒剤腰熏采仔止仔執質陬仔施仔埼曚妙削蟷撒傘跏骨昨理i削ユ際傘祭碕燦¥莉

際甑 

2016 烝燵削 1 夫¥θ0Ś滬坤źćĹźŰ昨G湊œペ黻墾χ昨弁⊕燦霙冴裁冴甑2017 烝燵朔

細晒削ǘ夫¥θ0Ľ滬坤祉使質寺鹿旨宍執昨吊黻聿る碕罪昨ゼ巠墾χ腰ǚ夫¥θ0ǖ滬坤źćĹ

źŰ10︸蒜輪典削塁砕崎Ź10︸35淋昨Qw墾χ燦箆7裁崎哉済冴哉甑 

TCER=TIFOTCER=TIFOTCER=TIFOTCER=TIFO 児史竺実斯紫寺宙黻Ź鑚宙黻埼朔苗Dテ嗹堙朝陬■嚔薇凋㍿テ嗹θTIFOχ昨

妹耨燦溜砕腰陬遊仔施仔削鑚茹燦18采10︸旄€おk燦ǚ溫戻栽晒ǚ始鏤91燵蹙鑚削倭索杼在

傘ユ襯燦蛬盗裁腰蹙鑚昨10︸旄€おk碕昨戻昨蹙鑚燦零薩冴10︸儁巠削輸際傘蒜輪€お燦透

禍際傘甑2016 烝燵削夢邊迯鑢質阯鍔察栽腰奉燵こヴ燦コ`裁冴甑2017 烝燵雑瑰済62済曚跖際

傘甑 

  

• 曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻 

ｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻坤仔施仔擁㎏思執児仕鴫執旨墾朔腰TCER 昨磁執飼実歳仔施仔

徂烋♤坿娵昨€おk碕腰仔施仔徂烋♤坿娵歳`傜際傘10︸儁巠燦至実爾削€お凋㍿燦⊕妻雑

昨埼腰刀烝腰APEA 思執児仕鴫執旨昨瀧ｸ碕裁崎⊕撒参崎哉傘甑2000 烝鎚昨仔施仔徂烋♤坿

娵朔彳済作耨摩燦響砦冴雑昨昨腰嘆禍嚔昨8鯖坿譏旄ɚ式旨屍雑零薩腰罪昨⊕采鑽削朔彌采

昨濁:暼ギ標歳再三腰莵62ɚ作耨摩削塁砕冴便霍鯖罪昨冴薩昨奉燵こヴ朔裴ギ作€お至実爾

埼再傘甑碕三撒砕陬仔施仔坿娵朔腰ブペ鯖嚔薇マ軫作鷺曚典10︸傜埼朔達な10︸削彳済作寺

鴫死執旨燦余薩傘皿妻削作榊冴瀧跏埼腰TPP 淋粤朔宙曚琢鰡琢砦w絣埼腰超癆昨マ軫凋⎫削

採砕傘濁:曚磽朔殺裁山珽擦榊崎哉傘甑擦冴腰襯〒滲寢昨æ寨朔哉擦坂03甌作嚔歳棍作采作

采腰襯〒斯旨至痔昨再三跏燦零薩崎豬彌采昨プ中燦ブ珊埼哉傘甑祭参擦埼昨達な10︸昨74燗

昨嘆埼腰曚典10︸傜埼朔寺鴫死執旨燦珽薩崎哉傘陬仔施仔ヰ嚔歳鷺昨皿妻削輸撒榊崎哉采栽

朔腰裴ギ作譏九ゼ巠埼再傘甑 

2016 烝燵昨抵た朔腰仔磁式始質斯仔詞識採皿索使執詩質思識始祉削採哉崎⊕撒参腰TCER

朔裴ギ作旨治執支実碕裁崎抵た廟典燦支治実詞裁腰仔施仔ｸ徂烋♤坿娵歳艤彩傘ヰ儁巠削肴

哉崎腰鏘0昨Xプ便霍昨問跳鯖腰嚔薇マ軫腰嚔薇襯〒腰爾屍竺10︸旄腰明æ10︸旄作鷺細擦菜

擦作ヌ珵栽晒達な10︸昨晧暼削塁砕崎輸’至実爾削輸裁崎たプ燦⊕妻寢燦蛬盗裁冴甑2017 烝

燵朔腰7 鏤 13-15 蹙削圊嚔氏司識質珽饀彳旄埼抵た燦明柏際傘祭碕燦ヴき裁崎哉傘甑 

 

• 曇慕宙黻θǜχ曇慕宙黻θǜχ曇慕宙黻θǜχ曇慕宙黻θǜχTCER思執児仕鴫執旨宙黻思執児仕鴫執旨宙黻思執児仕鴫執旨宙黻思執児仕鴫執旨宙黻 

TCER 思執児仕鴫執旨θ蹠『敕思執児仕鴫執旨χ朔腰㋼湧達㋹縫栽晒 TCER 歳腰撒歳嚔昨

ン隣作10︸旄k鯖譏九芻疆k質曚妙朸燦茲哉崎腰罪昨迯骨昨蹙鑚10︸昨次紫詞使斯自実燦た

プ際傘旄△抵た昨斯式実枝埼再傘甑斯式実枝明慱疆穂栽晒蹙鑚昨10︸譏九削彳済作使執歯屍

詞燦諾彩冴抵た朔豬彌采腰撒歳嚔昨10︸旄昨æ寨坂砕埼作采腰1/6抵ɚ削雑彳済作デ®燦裁崎

済冴抵た埼再傘甑抵た昨耨霙朔腰次実痔時実施っ埼苗明裁崎哉傘甑 

2013 烝燵皿三腰蹠『敕思執児仕鴫執旨昨提35燦ぁ札腰2 烝ヴき埼蒜輪€お燦⊕榊崎僭黻箆
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7匙碕肴作砦崎哉采ぼ札歳冨明細参崎哉傘甑 

2015 烝燵栽晒朔腰坤ｸ峩10︸旄昨児竺執至伺仔墾蒜輪€お燦禍薩崎済冴甑2016 烝 3 鏤削0

ǖ嘖宍実屍斯辞紫寺燦蹣xvゅ彳旄削採哉崎明柏裁腰ヹプk燦凋彩崎不杞燦㊪薩腰罪参燦C擦

彩崎 2016 烝燵削0 2 嘖¥昨思執児仕鴫執旨燦明柏裁冴甑 

2017 烝燵朔 2016 烝燵昨思執児仕鴫執旨燦10崎腰蛬箆細参冴淀Ⅺ昨餮塡鯖y邊燦⊕哉腰箆

7宙黻燦⊕妻甑坤ｸ峩10︸旄昨児竺執至伺仔墾碕裁崎腰蹙鑚はプ1/6皿三箆7際傘着暼甑 

擦冴 2017 烝燵栽晒坤ペ黻譏九昨赱冴作寨明θ槻79χ墾蒜輪€お燦 2 始烝削鋳三明慱際傘甑

烝燵不削0 1 嘖¥昨宍実屍斯辞紫寺燦曚跖際傘着暼甑 

 

• 曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻 

蹙鑚10︸鯖罪参燦碕三擦采嚔薇10︸匙昨旄儁ɚ輸盪歳珽擦傘作栽腰祭妻裁冴旄△ɚ作耨霙

燦不弸昨€おk歳㌱ぁ埼済傘痂埼苗←裁腰嚔薇ɚ作€お昨凋㍿燦10濟ɚ削⊕妻寢歳倻濟削沪

晒参崎哉傘甑罪妻裁冴作栽腰1987 烝腰48貭埼昨10︸梵魔邉ア Journal of the Japanese and 

International EconomiesθJJIE)朔腰蹙鑚10︸削輸際傘€お耨霙燦æ←際傘梵魔ア碕裁崎弁⊕歳慱

擦三腰Q圻朔達な埼詞紫寺昨は燈燦溜砕崎採三腰€お耨霙昨æ←燦〛載崎腰旄△昨蔆き削彳済

采杼諾裁崎哉傘甑JJIE昨弁⊕燦支治実詞際傘冴薩腰TCER栽晒憖う燦溜砕冴€おk歳舐Ⅺプ貭

昨桎颱燦⊕妻作鷺腰邉ア昨y邊転黻昨捗宙燦芻榊崎済冴甑 

TCER碕裁崎 2017烝燵雑瑰済62済 Journal of the Japanese and International Economies弁⊕匙

昨誘本燦62砕崎哉采甑 

 

 

(苗 2 旄△€お凋㍿透禍宙黻) 

 

• 曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻 

嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻朔腰NERO 作鷺嚔薇ɚ作斯執屍祉執屍昨市識実寺歳暼鑢ɚ削明

柏際傘斯執治施自実痔削 TCER 栽晒憖う燦溜砕冴€おk燦㌪卽際傘宙黻埼再傘甑㌪卽昨端作

¥ɚ朔腰達な昨€おk歳瀧嬶削邊擦傘抵た埼旄△凋㍿燦⊕妻碕輪迯削腰TCER 昨㌱湊不杞燦

達な削仔侍実識際傘祭碕埼腰超癆昨 TCER 昨宙黻匙昨⑼弸昨€おk昨誘本燦倭索藜砕傘祭碕

削再傘甑 

作採腰2016 烝燵朔 OECD 昨芻疆k歳凋鎚裁腰斯執治施自実痔明柏歳作栽榊冴甑2017 烝燵

雑明柏騁不朔榲哉崎哉作哉歳腰明柏際傘寢淋朔 TCER 栽晒箆濂k燦㌪卽際傘着暼埼再傘甑 

 

• 曇慕宙黻θǘχ曇慕宙黻θǘχ曇慕宙黻θǘχ曇慕宙黻θǘχTCER暼刀€お抵宙黻暼刀€お抵宙黻暼刀€お抵宙黻暼刀€お抵宙黻 

TCER暼刀€お抵朔腰椑楯囓昨彳旄昨10︸旄€おk燦端典碕裁冴€お抵燦 TCER埼明柏際傘

祭碕削皿榊崎撒歳嚔昨10︸旄昨æ寨碕超癆昨朝闍燦テ耨際傘祭碕燦¥ɚ碕裁腰淀朋碕裁崎搆溫

明柏細参崎哉傘甑€お㎏輸燦Ů彩崎€おk歳旄△琢昨たプ燦⊕哉腰罪参燦〛載崎梍陋昨îɚ06

燦43済琢砦傘祭碕燦 TCER歳謚蝠際傘宙黻埼再傘甑 

2017烝燵雑瑰済62済嚔不弸昨æ←k燦茲哉崎陬庁彳旄燦嘆盪削裁崎⺿迯明柏裁崎哉采甑 
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• 曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻 

璽屍竺10︸便霍宙黻朔腰璽屍竺10︸旄質志実痔Xプ燦梵魔碕際傘€おk燦嘆盪削腰€お凋㍿

鯖Xプ10︸旄昨思執児仕鴫執旨燦曚跖際傘宙黻埼再傘甑 

2017烝燵昨 DC思執児仕鴫執旨θTCER璽屍竺思執児仕鴫執旨χ朔腰倀樅旄㾱彳旄削崎腰輪

彳旄10︸旄使昨靱琢48フ螂碕朞姙歹ギ螂燦蒜輪士実姉試使孜実碕裁崎明柏際傘甑迯鑢朔腰輪

彳旄削崎明柏昨蹙鑚10︸旄抵θ52χ削肴作砦崎昨明柏燦鶺ヹ裁崎哉傘甑 

 

• 曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻 

爾屍竺10︸便霍宙黻埼朔腰爾屍竺10︸旄燦梵魔碕際傘€おk燦嘆盪削思執児仕鴫執旨鯖€

お凋㍿燦⊕妻祭碕燦〛載崎腰至実爾燦‡哉粤六埼昨爾屍竺10︸旄削沪暼在剤腰€お㎏輸燦Ů

彩冴旄△琢昨たプ鯖譏九蛬ヮ燦⊕妻祭碕燦¥ɚ碕際傘甑 

019嘖思執児仕鴫執旨朔陬庁彳旄昨端柏削皿三明柏着暼埼再傘甑 

祭昨思執児仕鴫執旨朔彳悗彳旄腰縅罔57峅彳旄腰陬庁彳旄腰瀧㌍彳旄碕昨蒜柏埼⊕撒参

傘甑 

焙宙朔通託昨8隣埼再傘甑 

鎚←Ź  槶使毒朝(瀧㌍彳旄)腰椌褫冏爲(彳悗彳旄)腰薩滿軈佗(縅睛57峅彳旄)腰㎣O̊昧(陬庁

彳旄χ寺竺市鹿痔憖佻Ź倀鑵⑵跳(陬庁彳旄)腰岑0笘鐺(瀧㌍彳旄)腰ホ淀瀧烋(縅睛57峅彳

旄)腰嬪衷張(彳悗彳旄χ 

 

• 曇慕宙黻θĄχ曇慕宙黻θĄχ曇慕宙黻θĄχ曇慕宙黻θĄχTCERペ旄’蟷止璽試実宙黻ペ旄’蟷止璽試実宙黻ペ旄’蟷止璽試実宙黻ペ旄’蟷止璽試実宙黻 

TCERペ旄’蟷止璽試実宙黻朔腰曚妙朸碕€おk歳腰a磧昨10︸儁巠燦止璽試実燦〛載崎た

プ際傘寺竺施史屍詞埼再傘甑祭昨止璽試実朔腰10︸輪離抵昨誘本燦癧崎暼鑢ɚ削明柏細参崎採

三腰蹙鑚昨10︸な削碕榊崎裴ギ碕磔撒参傘至実爾燦こ暼裁腰10︸旄昨€おk碕曚妙朸碕昨戻昨

粤コ凋蜃昨寢燦蛬盗裁崎哉傘甑撒歳嚔埼朔腰€おk碕曚妙朸歳瀧庖燦中妻a磧ゼ巠燦暼鑢ɚ削

たプ際傘㎏抵朔沪晒参崎哉傘昨歳曚筮埼再傘甑祭昨冴薩腰裴ギ碕磔撒参傘至実爾燦F㎏睛廸削

こ暼裁崎畄本ɚ削たプ燦禍薩崎哉采祭昨寺竺施史屍詞昨1/6抵ɚ作粤57朔彳済哉碕i彩晒参傘甑 

2017 烝燵雑腰瑰済62済腰10︸輪離抵碕昨誘本昨託腰至実爾敏暼燦⊕哉腰皿三彌采昨跏削理

盆裁崎雑晒彩傘止璽試実昨明柏燦¥莉際甑擦冴腰2017 烝燵朔腰祭参擦埼通琢削止璽試実燦㌱

磽尤際傘碕哉妻ヌ珵栽晒腰騁不=沈檮ょk昨荐彳鯖腰迚慼抵沈済止璽試実作鷺燦鶺ヹ裁腰鎮暸

曚跖際傘甑 

 

• 曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻 

40腆€おkテ耨謚蝠宙黻朔腰40腆€おk燦端典碕裁冴€お抵燦明柏際傘祭碕削皿榊崎腰撒歳

嚔昨10︸旄燦超癆芻榊崎哉采朝闍燦テ耨際傘祭碕燦¥ɚ碕裁崎腰2007 烝燵栽晒明慱細参冴甑

€お㎏輸燦Ů彩崎彳旄㾱ブ歳旄△琢昨たプ燦⊕哉腰罪参燦〛載崎梍陋昨îɚ06燦43済琢砦傘祭

碕燦謚蝠際傘宙黻埼再傘甑 

2016烝燵朔陬庁彳旄埼坤襯〒施自誌仔宍実屍斯辞紫寺墾燦明柏裁冴甑2017烝燵雑施自誌仔

宍実屍斯辞紫寺燦瑰済62済明柏裁崎哉采甑 
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(苗ǚ 鏘菱ヨ旄△€お謚蝠宙黻) 

 

• 曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻 

a磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞朔腰蹙鑚10︸鯖達な10︸歳`傜際傘a磧ゼ巠削檮睛裁崎罪昨楯

燵至実爾燦 TCER 歳こ暼裁腰€お燦⊕妻寺竺施史屍詞埼再傘甑宙縫削朔Y暼昨至実爾燦こ暼

在剤腰搆烝裴ギ碕磔撒参傘至実爾燦F㎏睛廸削こ暼裁崎畄本ɚ削€お燦禍薩崎哉采昨歳罪昨

ǔ踪埼再傘甑 

2013 烝燵栽晒 2016 烝燵擦埼Y慕寺竺施史屍詞碕裁崎坤仔持賜璽屍旨墾燦⊕榊冴歳 2017 烝

燵昨明柏朔着暼裁崎哉作哉甑 

超癆雑a磧ゼ巠歳æブ裁冴寢淋削朔⺿迯寺竺施史屍詞燦コ阪琢砦傘雑昨碕際傘甑 

 

• 曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻 

€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻埼朔腰蹙鑚昨10︸旄昨€お燦皿三æ寨細在傘冴薩腰直昨㎏輸栽晒

朔€お妹耨燦溜砕削采哉€お至実爾鯖40腆€おk昨察妻歳ɚ作€お燦嘆盪削妹耨燦⊕榊崎哉

傘甑 

2017 烝燵雑 TCER 児史竺実削沪晒剤濮熏采曇慕€お寺竺施史屍詞謚蝠宙黻燦瑰済62済⊕

榊崎哉采跏酖埼再傘甑作採腰睛夢ギ媧腰桎颱憖佻抵昨こ18質├耨削肴哉崎朔X宙抵削瀧潰際傘

雑昨碕際傘甑 

 

(苗ǖ腰ǘ腰ǚ 蒜〛宙黻) 
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56¥ 着二巸 縫烝燵着二巸 崢㏌ 賠i

腭臖瀧め塡六テペ崢㏌癮使

臤臖10濟崢㏌癮使

ォ臤オァ10濟率D

埞ァY暼ユペ殺ぁD 甪 ゲコケキケケケ 㽗 甪 ゲシシキケケケ 㽗 甪 杝ァサシキケケケ 㽗

Y暼ユペ溜流母穢 ゲゲジキザケケ ゲシコキザケケ 杝ァサザキケケケ

Y暼ユペ溜流母穢蔆鏥巸 コキザケケ ゴキザケケ 杝ァゲキケケケ

埰ァ宙黻率D 甪 ゴキスケケキケケケ 㽗 甪 ゲキケケケキケケケ 㽗 甪 コキスケケキケケケ 㽗

宙黻率D膅苗ゲ璈嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻䐢璈 ゴキスケケキケケケ ゲキケケケキケケケ コキスケケキケケケ

㙊ァ溜流杼沈襯 甪 ズキザケケキケケケ 㽗 甪 ゲケキケケケキケケケ 㽗 甪 杝ァザケケキケケケ 㽗

溜流杼沈襯 ズキザケケキケケケ ゲケキケケケキケケケ 杝ァザケケキケケケ

埸ァ邉率D 甪 ゲキケケケ 㽗 甪 ゲキケケケ 㽗 甪 ケ 㽗

溜流母穢 ゲキケケケ ゲキケケケ ケ

10濟率Dヴ 甪 ゲゴキサコゲキケケケ 㽗 甪 ゲゲキゲシジキケケケ 㽗 甪 コキコザサキケケケ 㽗

ォ𦣪オァ10濟ホぁ

埞ァ宙黻ホ 甪 ゲサキゲゴジキケケケ 㽗 甪 ゲコキザシスキケケケ 㽗 甪 ゲキザシズキケケケ 㽗

嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻ホ膅苗臤䐢 ジキザケケキケケケ シキケケケキケケケ ゲキザケケキケケケ

旄△€お凋㍿透禍宙黻ホ膅苗𦣪䐢 ゴキザケケキケケケ ゴキコケケキケケケ ゴケケキケケケ

鏘菱ヨ旄△€お謚蝠宙黻ホ膅苗臬䐢 ゲキケケケキケケケ ゲキコケケキケケケ 杝ァコケケキケケケ

稊竴穪磾𥖧磕㏌燈碑様ホ コゲケキケケケ コゲケキケケケ ケ ㏌燈碑様ザ烝¥

苗D¥ɚ蒜〛宙黻ホ ゲキズコジキケケケ ゲキズザスキケケケ 杝ァゴゲキケケケ

憖う€おツ颱宙黻ホ膅率臤䐢 ケ ケ ケ

埰ァっXホ 甪 ゴキゴズコキケケケ 㽗 甪 ゴキサゲゴキケケケ 㽗 甪 杝ァコゲキケケケ 㽗

璈璈29賽腆疆 ゲキケザケキケケケ ゲキケザケキケケケ ケ

璈璈堙暼03母ホ サキケケケ シキケケケ 杝ァコキケケケ

璈璈跟ホ凋〛ホ ズゲキケケケ スサキケケケ ジキケケケ

璈璈謚腴腆豬賽 サザケキケケケ ザケケキケケケ 杝ァザケキケケケ

璈璈〛徳ホ ゴゴゴキケケケ ゴゲザキケケケ ゲスキケケケ

璈璈⒅B仟ホ スケキケケケ スケキケケケ ケ

璈璈揺宝こ鑚ホ ゴケキケケケ ゴケキケケケ ケ

璈璈6594苗ゼ ザキケケケ ザキケケケ ケ

璈璈邉ホ ゲケケキケケケ ゲケケキケケケ ケ

璈璈抵たホ コケケキケケケ コケケキケケケ ケ

率謚着二鎬
膅烋耨𦣪舙烝臽鏤臤蹙㽷瞢烋耨臬𦣝烝臬鏤臬臤蹙𥆩𤹪䐢



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

璈璈寤櫓鎬籗抵寤転耨ホ コザケキケケケ コザケキケケケ ケ

璈璈笮籞筁笪籞秖殺刮っXホ ゲザキケケケ ズキケケケ シキケケケ

璈璈〛徳っXホ サコキケケケ サコキケケケ ケ

璈璈宙妙脉朸モ ジケケキケケケ ジケケキケケケ ケ

璈璈靱暑肘鋗ホ サコキケケケ サコキケケケ ケ

10濟ホぁヴ 甪 ゲジキザコズキケケケ 㽗 甪 ゲザキズスゲキケケケ 㽗 甪 ゲキザサスキケケケ 㽗

は燈蝓Dっツ豺縫疆鑢10濟崢㏌巸 甪 杝ァサキゲケスキケケケ 㽗 杝ァサキスゲサキケケケ ジケシキケケケ

は燈蝓Dっヴ 甪 杝ァコキコケケ 㽗 杝ァジコキジケケ ジケキザケケ

璈Y暼ユペは燈蝓Dっ 杝ァコキコケケ 杝ァジコキジケケ ジケキザケケ

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈疆鑢10濟崢㏌巸 甪 杝ァサキゲゲケキコケケ 㽗 甪 杝ァサキススシキジケケ 㽗 甪 ジジシキザケケ 㽗

𦣪臖10濟弸崢㏌癮使

ォ臤オァ10濟弸率D

10濟弸率Dヴ 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗

ォ𦣪オァ10濟弸ホぁ ケ

璈璈璈璈璈璈10濟弸ホぁヴ 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗

璈璈璈璈璈璈疆鑢10濟弸崢㏌巸 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗

疆鑢瀧め塡六テペ崢㏌巸 甪 杝ァサキゲゲケキコケケ 㽗 甪 杝ァサキススシキジケケ 㽗 甪 ジジシキザケケ 㽗

瀧め塡六テペ鑢椑逼珽 甪 ジシキザズザキゴゲジ 㽗 甪 スゲキサスコキケゲジ 㽗 甪 杝ァサキススシキジケケ 㽗

瀧め塡六テペ鑢鑽逼珽 甪 ジコキサスザキゲゲジ 㽗 甪 ジシキザズザキゴゲジ 㽗 甪 杝ァサキゲゲケキコケケ 㽗

膻臖莉暼塡六テペ崢㏌癮使 ァァァ

埞ァY暼ユペ殺ぁD 甪 ゲケキケケケ 㽗 甪 ゲケキケケケ 㽗 甪 ケ 㽗

Y暼ユペ溜流母穢 ゲケキケケケ ゲケキケケケ ケ

埰ァ瀧め塡六テペ盨癮蔆鏥巸 甪 杝ァゲケキケケケ 㽗 甪 杝ァゲケキケケケ 㽗 甪 ケ 㽗

Y暼ユペ殺ぁD蔆鏥巸 杝ァゲケキケケケ 杝ァゲケキケケケ ケ

疆鑢莉暼塡六テペ崢㏌巸 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗

莉暼塡六テペ鑢椑逼珽 甪 ゲキシケスキゴケケ 㽗 甪 ゲキシケスキゴケケ 㽗 甪 ケ 㽗

莉暼塡六テペ鑢鑽逼珽 甪 ゲキシケスキゴケケ 㽗 甪 ゲキシケスキゴケケ 㽗 甪 ケ 㽗

臊臖塡六テペ鑢鑽逼珽 甪 ジサキケズゴキサゲジ 㽗 甪 ジスキコケゴキシゲジ 㽗 甪 杝ァサキゲゲケキコケケ 㽗



8 

 

 

膅邑哲舢付䐢

甪 ゲコケキケケケ 㽗 甪 ゲシシキケケケ 㽗 甪 杝ァサシキケケケ 㽗
ゲコケキケケケ ゲシシキケケケ 杝ァサシキケケケ

甪 ゴキスケケキケケケ 㽗 甪 ゲキケケケキケケケ 㽗 甪 コキスケケキケケケ 㽗
コキスケケキケケケ ケ コキスケケキケケケ コザキズコケァブピヅ

苗ゲ璈嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻璈陬磕秖磕€お凋㍿宙黻膅フナデバオ ゲキケケケキケケケ ゲキケケケキケケケ ケ
甪 ズキザケケキケケケ 㽗 甪 ゲケキケケケキケケケ 㽗 甪 杝ァザケケキケケケ 㽗

ズキザケケキケケケ ゲケキケケケキケケケ 杝ァザケケキケケケ
甪 ゲキケケケ 㽗 甪 ゲキケケケ 㽗 甪 ケ 㽗

ゲキケケケ ゲキケケケ ケ
甪 ゲゴキサコゲキケケケ 㽗 甪 ゲゲキゲシジキケケケ 㽗 甪 コキコザサキケケケ 㽗

甪 ゲゴキズコジキケケケ 㽗 甪 ゲコキゴザスキケケケ 㽗 甪 ゲキザシズキケケケ 㽗
甪 ジキザケケキケケケ 㽗 甪 シキケケケキケケケ 㽗 甪 ゲキザケケキケケケ 㽗

ァァァァァァァァァァァァァ臤䐢ァ蹙う逝€お凋㍿宙黻膅フビナバ禴篖竴碻箵篖䅈明柏ホ䐢 ゲキケケケキケケケ ゲキケケケキケケケ ケ
ァァァァァァァァァァァァァ𦣪䐢ゲァ陬磕秖磕€お凋㍿宙黻膅テヂピテグ陬磕秖磕𥞴筿窂籞オ ゲキケケケキケケケ ゲキケケケキケケケ ケ
ァァァァァァァァァァァァァ𦣪䐢コァ陬磕秖磕€お凋㍿宙黻膅テビナヂグ陬蕑薟蛃蕑ヂピテヂハ10︸€お𦿶蛁薼䕃䐢 コキシケケキケケケ ケ コキシケケキケケケ
ァァァァァァァァァァァァァ𦣪䐢ゴァ陬磕秖磕€お凋㍿宙黻膅フナデバグ陬■嚔薇凋㍿テ嗹蘡蔛蚱䕃薟蕯蘡蛑䐢 ゲキケケケキケケケ ゲキケケケキケケケ ケ
ァァァァァァァァァァァァァ臬䐢ｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻膅磕秖磕擁㎏禴篖䐢 コケケキケケケ サケケキケケケ 杝ァコケケキケケケ 刀烝〛瞤

ァァァァァァァァァァァァァ臽䐢フツテビ禴篖竴碻箵篖䅈宙黻ォ蹠『敕禴篖明柏ホオ ゲキジケケキケケケ コキシケケキケケケ 杝ァズケケキケケケ セǎジケ拓膲ゲケケ拓

ァァァァァァァァァァァァァ臿䐢嚔薇梵魔邉ア癮弁⊕謚蝠宙黻 ケ ケ ケ
甪 ゴキザケケキケケケ 㽗 甪 ゴキコケケキケケケ 㽗 甪 ゴケケキケケケ 㽗

ァァ璈臤䐢嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻膅ハテビバ明柏ホ䐢 シケケキケケケ シケケキケケケ ケ
シザケキケケケ ザザケキケケケ ゲケケキケケケ セǎ臤ケ拓

ァァ璈臬䐢筿祲箼10︸便霍宙黻膅筿祲箼禴篖竴碻箵篖䅈明柏ホ䐢 ゲケケキケケケ ゲケケキケケケ ケ
ァァ璈臽䐢䇳祲箼10︸便霍宙黻膅䇳祲箼禴篖竴碻箵篖䅈明柏ホ䐢 ゲザケキケケケ ゲザケキケケケ ケ
ァァ璈臿䐢苨𦪌艣芼ペ旄’蟷𥞴筿窂籞宙黻膅輪離抵𥞴筿窂籞明柏ホ䐢 ゲキスケケキケケケ ゲキシケケキケケケ コケケキケケケ
ァァ璈𦥯䐢40腆€おkテ耨謚蝠宙黻膅秖筦窊磕篊籞祲种𥮲穖𥫣明柏ホ䐢 コケケキケケケ コケケキケケケ ケ

甪 ゲキケケケキケケケ 㽗 甪 ゲキコケケキケケケ 㽗 甪 杝ァコケケキケケケ 㽗
ァァ璈臤䐢a磧ゼ巠𥫣箼秖𥖧祲穪宙黻膅Y慕𥫣箼秖𥖧祲穪䐢 ケ コケケキケケケ 杝ァコケケキケケケ 磕笽𥧔筿祲䅈02嫡

ァァ璈𦣪䐢€お𥫣箼秖𥖧祲穪妹耨宙黻膅曇朝𥫣箼秖𥖧祲穪䐢 ゲキケケケキケケケ ゲキケケケキケケケ ケ
甪 ゲキズコジキケケケ 㽗 甪 ゲキズザスキケケケ 㽗 甪 杝ァゴゲキケケケ 㽗

ァァァァァァァァァァァァァ臤䐢29賽腆疆謚箆 サザケキケケケ ザゴケキケケケ 杝ァスケキケケケ 菴便

ァァァァァァァァァァァァァ𦣪䐢跟ホ凋〛ホ謚箆 ゴズキケケケ ゴシキケケケ ゴキケケケ 菴便

ァァァァァァァァァァァァァ臬䐢謚腴腆豬賽謚箆 ズザケキケケケ ズコケキケケケ ゴケキケケケ ピピビハ賽襯

ァァァァァァァァァァァァァ臽䐢〛徳ホ謚箆 ゴジキケケケ ゴザキケケケ コキケケケ 菴便

ァ臿䐢笮籞筁笪籞秖殺刮っXホ謚箆 ゴザキケケケ コゲキケケケ ゲサキケケケ 菴便

ァァァァァァァァァァァァァ𦥯䐢〛徳っXホ謚箆 ズスキケケケ ズスキケケケ ケ 菴便

ゴケケキケケケ ゴケケキケケケ ケ 菴便

ァ𦧝䐢靱暑肘鋗ホ謚箆 ゲスキケケケ ゲスキケケケ ケ 菴便

ケ ケ ケ

ァ舄䐢宙妙脉朸モ謚箆

苗コ璈旄△€お凋㍿透禍宙黻謚箆璈璈璈

ァァ璈𦣪䐢フツテビ暼刀€お抵宙黻

苗ゴ璈鏘菱ヨ旄△€お謚蝠宙黻謚箆

苗D¥ɚ蒜〛宙黻ホ謚箆

率臤璈憖う€おツ颱宙黻謚箆

璈璈璈璈苗ゲ璈嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻謚箆

埞璈Y暼ユペ殺ぁ率評

Y暼ユペ溜流母穢率評

埰璈宙黻率評

苗ゲ璈嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻璈陬磕秖磕€お凋㍿宙黻膅テビナヂオ

㙊璈杼沈襯率評

杼沈襯率評

埸璈邉率評

溜流母穢率評

宙黻㌱湊率評ヴ

𦣪臖宙黻㌱湊謚箆

埞璈宙黻ホ謚箆

腭臖宙黻㌱湊率謚癮使

臤臖宙黻㌱湊率評

率謚着二鎬
膅烋耨𦣪舙烝臽鏤臤蹙㽷瞢烋耨臬𦣝烝臬鏤臬臤蹙𥆩𤹪䐢

56¥ 着二巸 縫烝燵着二巸 崢㏌ 賠i
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甪 ゴキゴズコキケケケ 㽗 甪 ゴキサゲゴキケケケ 㽗 甪 杝ァコゲキケケケ 㽗
璈璈29賽腆疆謚箆 ゲキケザケキケケケ ゲキケザケキケケケ ケ
璈璈堙暼03母ホ謚箆 サキケケケ シキケケケ 杝ァコキケケケ 枕渼鴇絣

璈璈跟ホ凋〛ホ謚箆 ズゲキケケケ スサキケケケ ジキケケケ
璈璈謚腴腆豬賽謚箆 サザケキケケケ ザケケキケケケ 杝ァザケキケケケ 94X廂𤩍領堙鎬廂

璈璈〛徳ホ謚箆 ゴゴゴキケケケ ゴゲザキケケケ ゲスキケケケ
璈璈⒅B仟ホ謚箆 スケキケケケ スケキケケケ ケ
璈璈揺宝こ鑚ホ謚箆 ゴケキケケケ ゴケキケケケ ケ
璈璈6594苗ゼ謚箆 ザキケケケ ザキケケケ ケ
璈璈邉謚箆 ゲケケキケケケ ゲケケキケケケ ケ 饗⊕蔆Ů腆豬賽

璈璈抵たホ コケケキケケケ コケケキケケケ ケ
璈璈寤櫓鎬籗抵寤転耨ホ謚箆 コザケキケケケ コザケキケケケ ケ
璈璈笮籞筁笪籞秖殺刮っXホ謚箆 ゲザキケケケ ズキケケケ シキケケケ ドパ黻k憖う

璈璈〛徳っXホ謚箆 サコキケケケ サコキケケケ ケ
璈璈宙妙脉朸モ謚箆 ジケケキケケケ ジケケキケケケ ケ
璈璈靱暑肘鋗ホ謚箆 サコキケケケ サコキケケケ ケ

甪 ゲジキゴゲズキケケケ 㽗 甪 ゲザキジジゲキケケケ 㽗 甪 ゲキザサスキケケケ 㽗
甪 杝ァゴキスズスキケケケ 㽗 甪 杝ァサキシケサキケケケ 㽗 甪 ジケシキケケケ 㽗

コゴキケケケキケケケ ゲコキケケケキケケケ ゲゲキケケケキケケケ
甪 コゴキケケケキケケケ 㽗 甪 ゲコキケケケキケケケ 㽗 甪 ゲゲキケケケキケケケ 㽗

コゴキケケケキケケケ ゲコキケケケキケケケ ゲゲキケケケキケケケ
稊竴穪磾𥖧磕流癧謚箆 ケ ケ ケ

甪 コゴキケケケキケケケ 㽗 甪 ゲコキケケケキケケケ 㽗 甪 ゲゲキケケケキケケケ 㽗
甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗

ケ ケ ケ
甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗

ケ ケ ケ
甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗
甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗 甪 ケ 㽗
甪 ゲキザケケキケケケ 㽗 甪 ゲキザケケキケケケ 㽗 甪 ケ 㽗
甪 杝ァザキゴズスキケケケ 㽗 甪 杝ァシキゲケサキケケケ 㽗 甪 ジケシキケケケ 㽗
甪 ゲキケシゴキゴゴジ 㽗 甪 ジキゲシジキゴゴジ 㽗 甪 杝ァシキゲケサキケケケ 㽗
甪 杝ァサキゴゴサキシシゴ 㽗 甪 ゲキケシゴキゴゴジ 㽗 甪 杝ァザキゴズスキケケケ 㽗

臗臖着賠ホ謚箆

疆鑢率謚滔巸

縫鑢セǎ率謚滔巸

逗鑢セǎ率謚滔巸

難評襯率評

テ妙㌱湊率評ヴ

𦣪臖テ妙㌱湊謚箆

難評襯3︸謚箆

テ妙㌱湊謚箆ヴ

テ妙㌱湊率謚滔巸

埰璈っXホ謚箆

臤臖テ妙㌱湊率評

宙黻㌱湊謚箆ヴ

宙黻㌱湊率謚滔巸

膻臖舐ユ㌱湊率謚癮使

臤臖舐ユ㌱湊率評

Y暼ユペ流气率評

舐ユ㌱湊率評ヴ

𦣪臖舐ユ㌱湊謚箆

Y暼ユペ流癧謚箆

舐ユ㌱湊謚箆ヴ

舐ユ㌱湊率謚滔巸

臊臖テ妙㌱湊率謚癮使
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盆ャò 襯巸 盆ャò 襯巸
付 付

29 賽 腆 疆 ゲキザケケキケケケ 嫩妙迯戻某淋 ジケウ ゲキケザケキケケケ ゴケウ サザケキケケケ
宙妙楡へ佻コ隣舢宙黻癉
逃瘥瘓転黻迯戻

跟ホ凋〛ホ ゲゴケキケケケ 輪璈璈琢 ジケウ ズゲキケケケ ゴケウ ゴズキケケケ
宙妙楡へ佻コ隣舢宙黻癉締
畽凋〛ホ

〛 徳 ホ ゴジケキケケケ 砺ぁ某淋 ズケウ ゴゴゴキケケケ ゲケウ ゴジキケケケ 鴈や里皨柔謄賽襯𤺋癁

宙妙脉朸モ ゲキケケケキケケケ 傜 G柺 某淋 ジケウ ジケケキケケケ ゴケウ ゴケケキケケケ 宙黻癮ユ賽っ癮鴇っ傜G

靱暑肘鋗ホ シケキケケケ 嫩妙迯戻某淋 ジケウ サコキケケケ ゴケウ ゲスキケケケ 宙黻癮抵たっ

笮籞筁笪籞秖
殺刮っXホ
謚 箆

ザケキケケケ ぇ ; 某 淋 ゴケウ ゲザキケケケ ジケウ ゴザキケケケ
笮籞筁笪籞秖鴇晤っX籗黻k
憖う

〛徳っXホ ゲサケキケケケ ぇ ; 某 淋 ゴケウ サコキケケケ ジケウ ズスキケケケ
箵篖稛䈎秇籞窹籞ホ𤩍
穵䇮磹篖砺ぁ賽𤩍
磹篖稛籞窬穖穪砺ぁ賽

ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ コキコジゴキケケケ ズジジキケケケ

賠i

コケゲジ烝燵着二璈ホぁ盆ャ←

56¥ 襯巸 盆ャ嫻╪
っXホ 蒜〛宙黻ホ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016烝燵烝逗寤櫓烝燵烝逗寤櫓烝燵烝逗寤櫓烝燵烝逗寤櫓    
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レレレレ. 2016烝烝烝烝燵燵燵燵宙黻寤櫓宙黻寤櫓宙黻寤櫓宙黻寤櫓 

2016 烝燵宙黻昨寤櫓朔通託昨〛三埼再傘θ作採腰豢79朔る裁腰脉榧シ鎬済朔疆迯昨雑昨埼再傘χ甑 

 

 (苗 1 嚔薇ɚ旄△€お質凋㍿宙黻) 

• 曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ蹙う逝€お凋㍿宙黻 (TRIO思執児仕鴫執旨思執児仕鴫執旨思執児仕鴫執旨思執児仕鴫執旨) 

陬庁10︸€お止執祉実θTCERχ朔腰陬庁彳旄襯〒讙テ€お止執祉実θCARFχ碕こ賠舐ユ

€お脉昨支治実詞燦溜砕崎腰2016烝12鏤8蹙θ鑵χが9蹙θ襯χ削彳腆か児伺試執斯而識斯至

伺ǚ艹 始執児仕鴫執旨止執祉実 抵た曦埼腰廟う10︸€お脉θNBERχ碕逝渝10︸譏九€お止

執祉実θCEPRχ碕蒜輪埼⊕妻烝逗嚔薇旄△抵た“26th NBER-TCER-CEPR conference (TRIO 

conference)”燦明柏裁冴甑超嘖昨至実爾朔腰坤思実治実鴫実詞質姉飼試執旨墾埼再傘甑0烝腰

吊黻削檮際傘思実治実鴫実詞質姉飼試執旨昨再三跏歳謦薩崎儁撒参崎哉傘甑Y削腰思実治実鴫

実詞質姉飼試執旨歳友便削㎏1裁作哉祭碕削皿榊崎腰達なɚ削吊黻昨ユ襯纏暴歳87晒札腰鑚陋

朔こ賠舐ユ作鷺耨摩ユ襯削砺撒参傘冊済採襯歳腰率D磽昨徹哉晧廟ユペ埼-p細参腰耨摩ò

燦徹薩崎哉傘碕哉妻莉蠻雑再傘甑祭昨冴薩腰思実治鴫実詞質姉飼試執旨昨再三跏燦鑚駟ɚ削鶺

そ際傘祭碕朔腰達な10︸昨耨摩聿る燦i彩傘琢埼裴ギ作譏九至実爾埼再傘甑 

8蹙θ鑵χ有癆栽晒9蹙θ襯χ有縫削栽砕崎⊕撒参冴TRIO conference埼朔腰嚔不弸栽晒理盆

裁冴6隣昨旨侍実始実歳思実治鴫実詞質姉飼試執旨削輸際傘嫻ツ）㌳碕€お寤櫓燦⊕哉腰莉暼

ヹプk鯖士実視伺嗣執旨碕昨戻埼㌱æ作ヹプ歳凋撒細参冴甑寤櫓プ貭朔腰鴫児史式実削皿傘

桎颱燦10崎腰嚔薇旄△アJournal of the Japanese and International Economies (JJIE)削弁

⊕着暼埼再傘甑寺竺市鹿痔朔腰通託昨〛三埼再傘甑 

 

PROGRAM 

 

Thursday, December 8 

Chair:  Hideaki Miyajima (Waseda University) 

1:10 pm   Keynote speech I 

Marc Goergen (Cardiff Business School, Cardiff University, UK) 

Sovereign Wealth Funds, Productivity and People: The Impact of 

Norwegian Government Pension Fund-Global Investments in the UK (joint 

with Noel O’Sullivan, Geoffrey Wood, and Marijana Baric) 

 

Chair:  Yoshiaki Ogura (Waseda University) 

2:20 pm   Elizabeth Motta and Konari Uchida (Kyushu University) 

Institutional Investors, Corporate Social Responsibility, and Stock Price 

Performance 

Discussant: Shing-yang Hu (National Taiwan University, Taiwan) 
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3:20 pm   Hideaki Miyajima (Waseda University), Ryo Ogawa (Waseda University),  

and Takuji Saito (Keio University) 

The Presidential Turnover and the Changes of Governance Arrangement 

Discussant: Marc Goergen (Cardiff Business School, Cardiff University, UK) 

 

Chair:  Junichi Nakamura (Development Bank of Japan) 

4:30 pm    Konan Chan (National Chengchi University, Taiwan), Hung-Kun Chen 

(Tamkang University, Taiwan), Shing-yang Hu (National Taiwan  

University, Taiwan), and Yu-Jane Liu (Peking University, China) 

Share Pledges and Margin Call Pressure 

Discussant: Heather A. Montgomery (International Christian University) 

 

Friday, December 9 

Chair:  Takeo Hoshi (Stanford University, NBER, and TCER) 

9:30 am    Keynote speech II  

Vikrant Vig (London Business School, UK) 

The Political Economy of Bank Bailouts (joint with Markus Behn, Rainer 

Haselmann. and Thomas Kick) 

 

Chair:  Shin-ichi Fukuda (University of Tokyo and TCER) 

10:40 am    Naoshi Ikeda, Kotaro Inoue, and Sho Watanabe (Tokyo Institute of 

Technology) 

Enjoying Quiet Life Under The Umbrella of Cross-shareholding 

Discussant: Masaharu Hanazaki (Hitotsubashi University) 

 

• 曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻曇慕宙黻θǘχ陬仔施仔€お凋㍿宙黻 

ǖḿǖḿǖḿǖḿEASE:EASE:EASE:EASE:    0 27 嘖陬仔施仔止璽試実(NBER-TCER腰直蒜柏)朔腰2016 烝 6 鏤 23-24 蹙腰

斯執姉治実識削採哉崎腰National University of Singapore 燦竺実始識旨治執支実碕裁崎腰

NUS Business School 埼明柏細参冴甑鑚烝燵昨至実爾朔腰”Housing”埼再榊冴甑蹙鑚(TCER

㌪卽)栽晒朔腰鶇閹懽瀧健θ瀧㌍彳旄讙藪χ腰燐ゅ忠健θPennsylvania State University 沸讙

藪χ歳プ貭æ←k腰㎣O̊昧θ陬庁彳旄彳旄㾱讙藪χ腰朞滿彳跳θ瀧㌍彳旄沸讙藪χ歳ヹプk碕

裁崎腰停ホ翅譯θ思竺執似仔彳旄讙藪質譏九€お彳旄㾱彳旄Y慕讙藪χ歳θAndrew Rose 碕

昨蒜輪χ士実姉試使孜実碕裁崎理盆裁冴甑廟使埼 11 鑚昨プ貭歳蛬箆細参腰㌱æ作たプ歳寨明

細参冴甑 

明柏寤櫓腰プ貭朔 ３賄＊７ 昨支使詞埼評腆療1埼再傘甑 

http://conference.nber.org/confer/2016/EASE16/program.html 

寺竺市鹿痔朔腰通託昨〛三埼再傘甑 

 

PROGRAM 
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Thursday, June 23 

9:15 am 

Vincent Yao, Georgia State University 

Mortgage Rates, Household Balance Sheets, and the Real Economy  

(joint with Benjamin Keys, Tomasz Piskorski, and Amit Seru) 

 

Discussants:   

Yothin Jinjarak, Victoria University of Wellington 

Anand Srinivasan, National University of Singapore 

 

10:30 am 

Mathias Hoffmann, University of Zurich 

Holes in the Dike:  The Global Savings Glut, U.S. House Prices and the Long Shadow 

of Banking Deregulation 

(joint with Iryna Stewen) 

 

Discussants:   

Yothin Jinjarak, Victoria University of Wellington 

Sunbae Kim, National University of Singapore 

 

11:30 am 

Cristian Badarinza, National University of Singapore 

The Effectiveness of Housing Collateral Tightening Policy 

(joint with Sumit Agarwal and Wenlan Qian) 

 

Discussants:   

Zhenyu Gao, Chinese University of Hong Kong 

Daisuke Miyakawa, Hitotsubashi University 

 

2:00 pm 

Vincent Yao, Georgia State University  

Mortgage Refinancing, Consumer Spending, and Competition: Evidence from the Home 

Affordable Refinancing Program  

(joint with Sumit Agarwal, Gene Amromin, Souphala Chomsisengphet, Tomasz 

Piskorski, and Amit Seru) 

 

Discussants:   

Tsutomu Watanabe, University of Tokyo 
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Jing Wu, Tsinghua University 

 

3:30 pm 

Changcheng Song, National University of Singapore 

Banking Competition and Shrouded Attributes: Evidence from the U.S. Mortgage 

Market 

(joint with Sumit Agarwal and Vincent Yao) 

 

Discussants:   

Stephen Dimmock, Nanyang Technological University 

Daisuke Miyakawa, Hitotsubashi University 

 

4:30 pm 

Jiro Yoshida, Pennsylvania State University 

Inflation Rates are Very Different when Housing Rents are Accurately Measured 

(joint with Brent Ambrose and Edward Coulson) 

 

Discussants:     

Febrio Kacaribu, University of Indonesia 

Tsutomu Watanabe, University of Tokyo 

 

Friday, June 24 

 

9:00 am 

Hanming Fang, University of Pennsylvania and NBER 

The Dynamics of Subprime Adjustable-Rate Mortgage Default: A Structural Estimation  

(joint with You Suk Kim and Wenli Li) 

 

Discussants:   

Yongheng Deng, National University of Singapore 

Zhenyu Gao, Chinese University of Hong Kong 

 

10:15 am 

Iichiro Uesugi, Hitotsubashi University 

Geography and Realty Prices:  Evidence from International Transaction-Level Data 

(joint with Daisuke Miyakawa and Chihiro Shimizu) 

 

Discussants:   

Jing Li, Singapore Management University 



15 

 

Masaki Mori, National University of Singapore 

 

11:15 am 

Inho Song, Korea Development Institute 

The Asset Price of a House 

(joint with Peter Chinloy and Man Cho) 

  

Discussants:   

Febrio Kacaribu, University of Indonesia 

Joseph Ooi, National University of Singapore 

 

1:30 pm 

Bo Zhao, China Center for Economic Research 

Too Poor to Retire? Housing Prices and Retirement 

 

Discussants:   

Fan Yi, National University of Singapore 

Qin Yu, National University of Singapore 

 

3:00 pm 

Wen-Chieh Wu, National Chengchi University 

Childhood Housing Environment and Young Adulthood Health Status  

(joint with Jiann-Chyuan Wang and Yu-Chun Ma) 

 

Discussants:   

Jing Li, Singapore Management University 

Poh Lin Tan, National University of Singapore 

 

ǘḿǘḿǘḿǘḿERIA:ERIA:ERIA:ERIA: 陬仔施仔質仔止仔執10︸€お止執祉実θERIAχ栽晒昨憖う宙黻埼朔腰

ERIA=TCER坤仔施仔昨10︸35淋墾斯式実枝碕哉妻箆7ヴき歳禍⊕嘆埼再傘甑ERIA 削採砕傘

€お耨霙燦蹙鑚ギ埼問跳際傘 10 夫斯式実枝昨鑚昨箆7燦¥莉裁崎哉傘甑坤0 2 昨仔執飼執詩

式執市θブペ溷91質祉旨屍邑哲昨嚔薇便黻χ墾昨磁始誌枝痔燦ブ栽裁冴赱冴作明æ聿る燦曚6

際傘仔止仔執質陬仔施仔昨Qw燦鏘赱昨Xプ湊塁燦C擦彩作歳晒便霍裁腰梍陋削塁砕崎昨ゼ

巠燦たプ際傘甑旄△ɚæ徳昨札作晒剤腰熏采仔止仔執質陬仔施仔埼曚妙削蟷撒傘跏骨昨理i削

ユ際傘祭碕燦¥莉裁崎哉傘甑2016 烝 8 鏤削侭h鎬胖皿三腰斯式実枝 1 夫¥昨鑚坤ASEAN 昨

G湊œペ黻墾歳箆7細参冴甑箆7削疆冴三腰TCER 歳ǚ夫便昨aざ質y邊質箆7削輸際傘支実

似旨燦蛬盗際傘怎㋼燦 ERIA 碕r14裁冴甑 
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ǚḿǚḿǚḿǚḿTIFO:TIFO:TIFO:TIFO:    TCER=TIFOTCER=TIFOTCER=TIFOTCER=TIFO 児史竺実斯紫寺宙黻朔腰苗Dテ嗹堙朝陬■嚔薇凋㍿テ嗹θTIFOχ

昨妹耨燦溜砕腰陬遊仔施仔削鑚茹燦18采10︸旄€おk燦ǚ溫戻栽晒ǚ始鏤91燵蹙鑚削倭索杼

在傘ユ襯燦蛬盗裁腰蹙鑚昨10︸旄€おk碕昨戻昨蹙鑚燦零薩冴10︸儁巠削輸際傘蒜輪€お燦

透禍際傘宙黻埼再傘甑児史竺実斯紫寺昨鑢戻朔淀朋碕裁崎睛夢烝燵不削02嫡際傘雑昨θ鏘彳

ǖ烝χ碕裁腰睛夢ユ駟朔 TCER 児史竺実削沪暼在剤腰蹙鑚昨彳旄質€お㎏輸埼10︸旄昨讙テ質

€お削癩宙際傘k埼腰陬遊仔施仔削鑚茹燦18采10︸旄€おk碕蹙鑚燦零薩冴10︸儁巠削輸際

傘蒜輪€お燦⊕妻着暼昨k碕裁冴甑 

2016 烝燵朔腰睛夢鑢戻嘆削睛夢k歳箆作栽榊冴冴薩腰妹耨燦曚跖裁作栽榊冴甑罪昨癆腰児

史竺実斯紫寺宙黻燦畄本ɚ削殺ぁ際傘碕哉妻ヌ珵栽晒夢邊迯鑢質睛夢阯鍔燦コ`裁冴甑 

2017 烝燵昨妹耨朔夢邊迯鑢燦 2016 烝 9 鏤Ḿ12 鏤碕蹣薩腰12 鏤削r薩勉榊冴睛夢埼ゃ暼

裁冴甑睛夢kǘ隣埼 1 隣燦蘋艙裁腰罪昨k削妹耨燦⊕榊冴甑睛夢k昨寺竺施史屍詞昨ゆ出朔

通託昨〛三埼再傘甑 

睛夢kŹ隰鑚60θ倀樅旄㾱彳旄10︸旄使讙藪χ 

€お巠¥Źü評E̊ペP昨晧廟質晧盪燦ー薩崎Ź⒅ホk昨慼仟徳嵃榧磽は燈削輸際傘嚔薇 

柺Ï 

蒜輪€おkŹViet Ngu (Vincent) Hoang(Queensland University of Technologies (QUT) 

Senior Lecturer 

 

• 曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻θ仔施仔擁㎏思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻θ仔施仔擁㎏思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻θ仔施仔擁㎏思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǚχｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻θ仔施仔擁㎏思執児仕鴫執旨χ 

2016 烝燵ｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻坤仔施仔擁㎏思執児仕鴫執旨墾朔腰5 鏤碕 7 鏤昨 2 

嘖削撒冴榊崎⊕撒参冴甑TCER 朔裴ギ作旨治執支実碕裁崎哉剤参昨抵淋雑支治実詞裁腰仔施

仔ｸ徂烋♤坿娵歳艤彩傘ヰ儁巠削肴哉崎腰鏘0昨Xプ便霍昨問跳鯖腰嚔薇マ軫腰嚔薇襯〒腰爾

屍竺10︸旄腰明æ10︸旄作鷺細擦菜擦作ヌ珵栽晒輸’至実爾削輸裁崎たプ燦⊕妻寢燦蛬盗裁

冴甑達な10︸朔腰嘆嚔作鷺赱き嚔昨瞭尣削皿榊崎彳済作耨摩燦響砦冴雑昨昨腰嘆禍嚔昨8鯖坿

譏旄ɚ式旨屍雑零薩腰罪昨⊕采鑽削朔彌采昨濁:暼ギ標歳再三腰莵62ɚ作耨摩削塁砕冴便霍

鯖罪昨冴薩昨奉燵こヴ朔裴ギ作€お至実爾埼再傘甑碕三撒砕陬仔施仔坿娵燦零殺ｸ徂烋♤坿

娵朔腰ブペ鯖嚔薇マ軫作鷺曚典10︸傜埼朔達な10︸削彳済作寺鴫死執旨燦余薩傘皿妻削作榊

冴瀧跏埼腰襯〒滲寢昨æ寨朔哉擦坂03甌作嚔歳棍作采作采腰襯〒斯旨至痔昨再三跏燦零薩崎

豬彌采昨プ中燦ブ珊埼哉傘甑擦冴腰TPPθｸ徂烋♤聿るɚ10︸’蟷誘暼χ鯖仔施仔使執児鹿舐

ユ饗⊕θAIIBχ作鷺燦溂傘瀧’昨たプ削ょ盍細参傘皿妻削腰祭参擦埼昨達な10︸昨74燗昨嘆

埼腰曚典10︸傜埼朔寺鴫死執旨燦珽薩崎哉傘陬仔施仔ヰ嚔歳鷺昨皿妻削誘ツ裁作歳晒達な碕

輸撒榊崎哉栽朔裴ギ作譏九ゼ巠埼再傘甑 

0 1 嘖¥昨抵淋朔腰祭昨皿妻作儁巠粤ゖ昨託埼腰2016 烝 5 鏤 28 蹙θ圓χḾ29 蹙θ蹙χ

昨ǘ蹙戻腰う嚔斯仔詞識昨宍斯執詞執彳旄削採哉崎明柏細参冴甑抵た昨至実爾朔腰坤10︸35淋

碕10︸耨摩θEconomic Integration and Economic Growthχ墾埼再三腰仔施仔徂烋♤坿娵削採

砕傘10︸35淋歳疆ゅ坿娵昨10︸耨摩削哉栽作傘痣壚燦里拶際栽歳㌱æ削たプ細参冴甑祭昨抵

た削朔腰TCER 栽晒腰03ゅ絛瀧θ陬庁彳旄χ腰轍骨鑵ə淋θ軛汲旄㾱彳旄χ腰⑰ゅ瀧疵θ蹣xv

ゅ彳旄χ腰ゅ嘆67M敕θ屠p褫彳旄χ晒歳理盆裁腰彳廸鐚D作寤櫓鯖ヹプ燦⊕榊冴甑 

擦冴腰0 2 嘖抵淋朔腰ｸ徂烋♤坿娵昨濮熏哉10︸儁巠燦流三膾妻祭碕燦¥ɚ碕裁崎腰2016 
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烝 7 鏤 13 蹙θ靱χḾ15 蹙θ襯χ昨ǚ蹙戻腰International Management Institute Kolkata

昨誘本燦癧崎腰使執詩質思識始祉質International Management Institute Kolkata 削採哉崎

APEA 思執児仕鴫執旨昨瀧ｸ碕裁崎⊕撒参冴甑TCER 栽晒腰☎敕藁40θコ塡彳旄χ腰椌滿48汲

θ瀧㌍彳旄χ腰03ゅ絛瀧θ陬庁彳旄χ腰樅鑚爻烋θ瀧㌍彳旄χ腰淀ゅ凅40霤θ嘆徑彳旄χ腰ó衷57

健θ4/11怡滿彳旄χ腰ゅ嘆67M敕θ屠p褫彳旄χ晒歳理盆裁冴甑思執児仕鴫執旨削朔腰仔施仔徂

烋♤ヰ嚔昨€おk燦嘆盪削達な林嚔栽晒㋼ 100 隣昨10︸旄k歳理盆裁腰彌豬昨歯鹿鴫識質止

紫斯辞執埼裴ギ作譏九ɚゼ巠燦10︸旄昨ヌ珵栽晒㌱æ削たプ質€お凋㍿歳寨明細参腰彳廸鐚

D埼再榊冴甑擦冴腰歯資識視伺旨始紫斯辞執埼朔腰0 1 嘖抵淋碕輪┦腰仔施仔徂烋♤坿娵削

採砕傘10︸35淋歳疆ゅ坿娵削哉栽作傘痣壚燦里拶際栽歳㌱æ削たプ細参冴甑 

 

• 曇慕宙黻θǜχ曇慕宙黻θǜχ曇慕宙黻θǜχ曇慕宙黻θǜχTCER思執児仕鴫執旨宙黻θ蹠『敕思執児仕鴫執旨χ思執児仕鴫執旨宙黻θ蹠『敕思執児仕鴫執旨χ思執児仕鴫執旨宙黻θ蹠『敕思執児仕鴫執旨χ思執児仕鴫執旨宙黻θ蹠『敕思執児仕鴫執旨χ 

2016 烝燵昨 TCER 思執児仕鴫執旨朔腰轅烝燵削瑰済62済坤ｸ峩10︸旄昨児竺執至伺仔墾

碕巠裁崎腰7 鏤 23 蹙削 AP 陬庁炭昨不埼明柏細参冴甑疆蹙朔腰ｸ峩10︸旄燦嘆盪削嚔薇ɚ

作旄△邉ア埼㌱æ削€おæ←燦⊕妻 7 朝昨10︸旄k削皿傘寤櫓歳⊕撒参冴甑擦剤腰有縫昨使

埼朔4/11朝`朝θ庁楯彳旄χ栽晒坤ｸ峩碕マ軫墾碕巠裁崎曚そ€お燦嘆盪削疆ゅ便褫昨毛茯ɚ作

鴫似自実歳⊕撒参冴甑鏘0昨€お朔腰黻ⅺ鴫持識昨便霍栽晒吊黻昨曇10/11燦ぁ哉冴便霍削廸撒

榊崎済冴祭碕雑寤櫓細参冴甑逗削腰㍉衷3/5θ雌宍使彳旄χ碕盂鯲徒怡穰θ陬庁彳旄χ栽晒坤嚔

薇ɚ作G菇っX墾碕巠裁崎腰跚馴廸湊凋⎫腰狸索削腰ヸ黻ユ═っX削輸際傘嚔薇凋⎫削肴哉崎

蹈瘟€お昨毛茯ɚ作鴫似自実歳⊕撒参冴甑癆湧埼朔腰ヸ黻ユ═昨く戻82湊削盆綰裁冴Ĝ昨

€お問跳雑作細参冴甑62哉崎腰椌ガ8/11貭θ琢郛彳旄χ栽晒坤凋〛碕ｸ峩昨10︸旄墾碕巠裁崎腰

凋〛腆漣敏艙腰楯滲├〝腰思執歯屍詞斯至伺尤昨ヌ珵雑零薩冴濮熏哉ズ珵栽晒昨€お問跳歳

⊕作撒参冴甑細晒削Ĝ昨Q圻⊕榊崎哉傘G湊œœⅺ敏艙碕 Feebate 削輸際傘€お昨寤櫓雑

⊕撒参冴甑 

有癆昨使埼朔6樅陬θ蹣xvゅ彳旄χ里索鐚闌働44θ蹣xvゅ彳旄χ栽晒坤吊黻昨G端ɚ作ｸ峩

流三04札墾碕巠裁崎腰蹈瘟€お狸索削Ĝ昨€お問跳歳⊕撒参冴甑鏘癆削隰鑚60θ倀樅旄㾱彳

旄χ栽晒坤朸ヴ使魔昨ｸ峩ヅA碕ｸ峩盆綰⊕湊墾昨寤櫓歳⊕撒参冴甑朸ヴ使魔削採砕傘ｸ峩盆

綰⊕湊歳鷺昨皿妻作ギ嗽削皿榊崎⊕撒参傘栽腰蹈瘟€お昨問跳碕Ĝ昨€お寤櫓歳再榊冴甑 

疆思執児仕鴫執旨宙黻朔腰林寤櫓k昨不杞燦C擦彩 2017 烝燵嘆昨蹙鑚ギ昨鎬ⓧ箆7燦¥莉

裁崎哉傘甑琢ぇ昨寤櫓k昨直削盆彩腰TCER 栽晒朔嫩7k埼雑再三腰2015 烝燵思執児仕鴫執

旨埼寤櫓裁冴隰滿満θ屠p彳旄χ狸索削樅鑚邊ユθ枡樅彳旄χ雑理盆裁冴甑鏘癆削腰箆71/6昨

芻疆k腰yk昨隰鑚60腰6樅陬腰鐚闌働44狸索削嫩7k雑凋彩崎腰林ノ戻昨不杞昨たプ質ツ豺

雑⊕榊冴甑 

作採腰2013 烝燵皿三⊕撒参崎済冴 TECR 思執児仕鴫執旨宙黻坤嚔薇10︸旄昨児竺執至伺

仔墾θ2013質2014 烝燵 TCER 思執児仕鴫執旨 芻疆鑵闌03耨χ朔腰罪昨耨霙燦擦碕薩冴鑚碕裁

崎坤嚔薇10︸旄昨児竺執至伺仔墾歳 2016 烝 9 鏤削陬庁彳旄箆7抵皿三箆7細参冴甑 

 

• 曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻θ曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻θ曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻θ曇慕宙黻θĄχ嚔薇梵魔邉ア昨弁⊕謚蝠宙黻θJJIE弁⊕弁⊕弁⊕弁⊕χ 

TCER 碕裁崎 2016 烝燵雑瑰済62済 Journal of the Japanese and International Economies弁⊕匙

昨誘本燦62砕冴甑 
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 (苗 2 旄△€お凋㍿透禍宙黻) 

 

• 曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻曇慕宙黻θǖχ嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻θθθθOECD-NERO碕昨’蟷χ碕昨’蟷χ碕昨’蟷χ碕昨’蟷χ 

2016 烝燵朔 OECD 罵昨楯淋削皿三明柏作裁甑 

 

• 曇慕宙黻θǘχ曇慕宙黻θǘχ曇慕宙黻θǘχ曇慕宙黻θǘχTCER暼刀€お抵宙黻θ暼刀€お抵宙黻θ暼刀€お抵宙黻θ暼刀€お抵宙黻θTCER暼刀€お抵χ暼刀€お抵χ暼刀€お抵χ暼刀€お抵χ 

2016 烝燵昨 TCER €お抵朔陬庁彳旄削崎明柏細参冴甑2016 烝燵昨€お抵昨式旨詞朔榻埴

ǖ理軏甑 

 

• 曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻θ璽屍竺思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻θ璽屍竺思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻θ璽屍竺思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǚχ璽屍竺10︸便霍宙黻θ璽屍竺思執児仕鴫執旨χ 

0 22 嘖 DC 思執児仕鴫執旨朔腰2016 烝 8 鏤 10 蹙θ靱χ削ーも彳旄㊪h姿而執歯旨削崎⊕

撒参冴甑思執児仕鴫執旨昨不杞削肴哉崎朔腰11 鑚昨舐Ⅺプ貭寤櫓碕茲瘤）㌳削皿榊崎├耨細

参冴甑舐Ⅺプ貭昨寤櫓朔腰(1) 9 迯 30 便栽晒 11 迯腰(2) 11 迯 20 便栽晒 12 迯 20 便腰(3) 13

迯 50 便栽晒 15 迯 20 便腰(4) 15 迯 40 便栽晒 17 迯 10 便腰昨 4 肴昨迯戻澳削便栽参腰斯執市

識止紫斯辞執跏瑟埼⊕撒参冴甑茲瘤）㌳朔腰餡褫N肘螂θ五窗彳旄χ削皿傘爾実師紫詞視孜使

執削輸際傘€お寤櫓歳 17 迯 30 便栽晒 18 迯 30 便擦埼⊕撒参冴甑理盆k豬朔㋼ 40 隣埼腰鷺

昨寤櫓削檮裁崎雑㌱æ作たプ歳セ三熏砦晒参腰彳廸鐚粤57作思執児仕鴫執旨碕作榊冴甑作採腰

寺竺市鹿痔採皿索寺竺市鹿痔憖佻朔通託昨〛三埼再傘甑θ40樅 `⅘腰ーも彳旄10︸旄使χ 

 

0000 22222222 嘖嘖嘖嘖 DCDCDCDC 思執児仕鴫執旨思執児仕鴫執旨思執児仕鴫執旨思執児仕鴫執旨    寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔    

 

有縫昨使 (1)θ藁帮昬坿託 1 艹 B104 讙曦χ領抵Ź朞滿 譯汲θ彳悗10︸彳旄χ 

9:30−10:00 輸旅 駟θ庁楯彳旄10︸€お脉χ 

Repeated Games with Recursive Utility: Cournot Duopoly under Gain/Loss Asymmetry 

10:00−10:30 宅鬲 署瑶θ彳悗燔コ彳旄10︸旄€お56χ 

Cost sharing mechanism for a good with positive or negative network externalities 

10:30−11:00 幽リ 蹣れθ庁楯彳旄10︸旄€お56χ 

Cheap Talk with Countervailing Conflicts of Interest 

 

 

有縫昨使 (2)θ藁帮昬坿託 1 艹 B104 讙曦χ領抵Ź嘆霓 ㊐θ0ば彳旄χ 

11:20−11:50 琢鎚 邊跳θ輸陬旄㾱彳旄10︸旄使χ 

Information and Small Group Effectiveness in Large Quasilinear Economies 

11:50−12:20 55淀 翅跳θ堙譏彳旄柺Ï10︸€お脉χ 

Inducing self-representation in interregional bargaining over local public projects: Subsidy 

schemes with the Lindahl price 
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有癆昨使 (1)θ藁帮昬坿託 1 艹 B104 讙曦χ領抵Ź輸旅 駟θ庁楯彳旄χ 

13:50−14:20 隰衷 伀θ蹣xvゅ彳旄彳旄㾱10︸旄€お56χ 

Designing responsibility-sensitive egalitarian tax 

14:20−14:50 ▏滿 迈フθ陬庁溷黻彳旄彳旄㾱1/6抵X溷旄€お56雄廂ゼ91χ 

A Finite Bottleneck Game with Homogeneous Commuters 

14:50−15:20 岑咩 爲烋θ彳悗彳旄彳旄㾱10︸旄€お56⅕蹙鑚旄△蔆き抵Y慕€お佻θPDχχ 

Strategy-Proof Probabilistic Mechanisms for Public Decision with Money 

 

有癆昨使 (2)θ藁帮昬坿託 1 艹 B104 讙曦χ領抵Ź衷琢 鐔㋹θ軛汲彳旄χ 

15:40−16:10 襯敕 晤θ蹣xvゅ彳旄譏汲10︸旄△㾱χ 

Expected Utility Theory with Bounded Probability Nets 

16:10−16:40 出ë 2/9ーθ輸陬旄㾱彳旄10︸旄使χ 

The Recoverability Revisited 

16:40−17:10 衷琢 鐔㋹θ軛汲彳旄譏汲10︸旄使χ 

Upper Hemi-continuity of the Walras Correspondence for Economies with Bads 

 

茲瘤）㌳θ藁帮昬坿託 1 艹 B104 讙曦χ領抵Ź40樅 `⅘θーも彳旄χ 

17:30−18:30 餡褫 N肘θ五窗彳旄斯旨至痔筮寤㋷χ 

College Admissions with Entrance Exams: Centralized versus Decentralized 

 

寺竺市鹿痔憖佻寺竺市鹿痔憖佻寺竺市鹿痔憖佻寺竺市鹿痔憖佻    

鯏衷 翌睚θ庁楯彳旄χ 

埔衷 わフθ縅罔57峅彳旄χ 

輸旅 駟θ庁楯彳旄χ 

嘆霓 ㊐θ0ば彳旄χ 

鰭爍 瀧稚θーも彳旄χ 

40樅 `⅘θーも彳旄質士実姉試使孜実χ 

    

• 曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻θ爾屍竺思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻θ爾屍竺思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻θ爾屍竺思執児仕鴫執旨χ曇慕宙黻θǜχ爾屍竺10︸便霍宙黻θ爾屍竺思執児仕鴫執旨χ 

018嘖爾屍竺思執児仕鴫執旨朔2016烝11鏤26蹙θ圓χ質27蹙θ蹙χ削彳悗昨次至識悗磧嗣姿

旨治歯実屍埼⊕撒参冴甑01蹙削3鑚腰02蹙削5鑚昨プ貭歳寤櫓細参冴甑0烝昨爾屍竺10︸旄

削採砕傘儁巠粤ゖ昨彌┦尤昨㍿参燦律輜裁崎腰プ貭昨至実爾雑彌樶削撒冴榊冴甑Y削腰襯〒譏

九昨儁巠削輸盪歳邊嘆裁歳阪坂榊冴鏘0昨鑚彳抵碕柺冊傘碕腰罪昨麦塁朔幘ン坂榊冴甑鑚思執

児仕鴫執旨昨Y盍碕裁崎腰ヹプk削皿傘たプ昨迯戻碕児竺仔栽晒昨ョ]睛七昨迯戻燦髭便碕

傘碕哉妻麦塁歳萇砦晒参傘甑鷺昨ヹプk雑端柏k昨鑢瘤削睛彩崎腰プ貭昨ホ邉質不杞燦便栽三

鯖際采豺X裁冴妻彩埼腰便翌哉たプ燦寨明裁崎采参冴甑罪昨冴薩児竺仔昨視伺旨始紫斯辞執雑

倻濟削㌱æ削⊕撒参腰たプ昨靱╪雑倻濟削珽哉雑昨埼再榊冴甑通託削寺竺市鹿痔碕腰寤櫓プ貭

昨齪ギ燦蚣砦傘甑 
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懇寺竺市鹿痔昏 

0 18 嘖爾屍竺思執児仕鴫執旨 

2016 烝 11 鏤 26 蹙θ圓χ腰 27 蹙θ蹙χ 

次至識悗磧嗣姿旨治歯実屍 

昆565-0826 彳悗燔廉ゅ滲幽裘拓雄苗囮ǖ−Ą 

士実姉試使孜実θ鎚←χŹ槶使毒朝θ瀧㌍彳旄χ腰椌褫冏爲θ彳悗彳旄χ腰薩滿軈佗θ縅罔57

峅彳旄χ腰㎣O̊昧θ陬庁彳旄χ 

寺竺市鹿痔憖佻Ź倀鑵⑵跳θ陬庁彳旄χ腰椌滿瀧彿θ彳悗彳旄χ腰0笘鐺θ瀧㌍彳旄χ腰梛ガ

満ブθ縅罔57峅彳旄χ 

端柏ŹTCERθ陬庁10︸€お止執祉実χ腰罔57峅彳旄10︸旄使腰陬庁彳旄襯〒讙テ€お止執

祉実腰瀧㌍彳旄10︸€お脉10︸1/6抵式旨屍€お㎏├腰彳悗彳旄1/6抵10︸€お脉 嫻U€おθSχ 

児四実爾紫詞Źプ貭寤櫓 20 便腰思磁執詞 20 便腰児竺仔栽晒昨ョ]睛七 30 便 

砺ぁヮギŹY削ぇÓ昨作哉沪三腰士実視伺嗣執旨昨嘆削蹙鑚ギ燦や細参作哉跏歳哉晒榊裁皐

傘寢淋朔48ギ埼腰罪妻埼作砕参柵蹙鑚ギ埼⊕哉擦際甑 

 

11111111    鏤鏤鏤鏤    26262626    蹙θ圓χ蹙θ圓χ蹙θ圓χ蹙θ圓χ    

13:30 明寢質溜沈明慱 

0ǖ止紫斯辞執Ź0ǖ止紫斯辞執Ź0ǖ止紫斯辞執Ź0ǖ止紫斯辞執ŹDSGE DSGE DSGE DSGE 示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǖχ示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǖχ示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǖχ示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǖχ    

燼摩 槶使毒朝θ瀧㌍彳旄χ 

14:0014:0014:0014:00----15:10 15:10 15:10 15:10 ═戻爲糧θ蹙鑚饗⊕質瀧㌍彳旄χ═戻爲糧θ蹙鑚饗⊕質瀧㌍彳旄χ═戻爲糧θ蹙鑚饗⊕質瀧㌍彳旄χ═戻爲糧θ蹙鑚饗⊕質瀧㌍彳旄χ    

"Trend Inflation and Evolving Inflation Dynamics: A Bayesian GMM Analysis of the 

Generalized New Keynesian Phillips Curve"θTakushi Kurozumi腰 Mototsugu 

Shintani 碕昨蒜ンχ 

ヹプkŹ豎ミフ断θ庁楯彳旄質不勇燔χ 

 

0ǘ止紫斯辞執Ź0ǘ止紫斯辞執Ź0ǘ止紫斯辞執Ź0ǘ止紫斯辞執ŹDSGE DSGE DSGE DSGE 示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǘχ示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǘχ示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǘχ示視識碕襯〒譏九便霍昨赱寨明θǘχ    

燼摩 倀鑵⑵跳θ陬庁彳旄χ 

15:3015:3015:3015:30----16:4016:4016:4016:40    瀧琢壚θ蹙鑚饗⊕χ瀧琢壚θ蹙鑚饗⊕χ瀧琢壚θ蹙鑚饗⊕χ瀧琢壚θ蹙鑚饗⊕χ    

"A Macroeconomic Forecast-implied Shadow Rate and Unconventional Monetary Policy  

Effects" θYoichi Ueno 碕昨蒜ンχ 

ヹプkŹ椌霤㊫敕θ蹣xvゅ彳旄χ 

 

16:4016:4016:4016:40----17:5017:5017:5017:50    6樅暹デθ庁楯彳旄χ6樅暹デθ庁楯彳旄χ6樅暹デθ庁楯彳旄χ6樅暹デθ庁楯彳旄χ    

"Uncertainty Shocks and the Relative Price of Investment Goods"(Kwang Hwan Kim 

碕昨蒜ン) 

ヹプkŹ睪不嫡θ瀧㌍彳旄χ 

 

18:00- 視伺旨始紫斯辞執 
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0 1 蹙¥昨f茯 椌褫冏爲θ彳悗彳旄χ 

 

11111111    鏤鏤鏤鏤    27272727    蹙θ蹙χ蹙θ蹙χ蹙θ蹙χ蹙θ蹙χ    

0ǚ止紫斯辞執Ź摩鑢膿ⅻ0ǚ止紫斯辞執Ź摩鑢膿ⅻ0ǚ止紫斯辞執Ź摩鑢膿ⅻ0ǚ止紫斯辞執Ź摩鑢膿ⅻ        

燼摩 薩滿軈佗θ縅罔57峅彳旄χ 

9:009:009:009:00----10:10 10:10 10:10 10:10 椌霓縅瀧健θ縅罔57峅彳旄χ椌霓縅瀧健θ縅罔57峅彳旄χ椌霓縅瀧健θ縅罔57峅彳旄χ椌霓縅瀧健θ縅罔57峅彳旄χ    

ｗDebt-Ridden Borrowers and Productivity Slowdown”θDaichi Shirai 碕昨蒜ンχ 

ヹプkŹ4邊瀧健 (屍使実執枝鹿執詩彳旄) 

 

0ǜ止紫斯辞執Ź璽屍竺Xプ碕爾屍竺10︸0ǜ止紫斯辞執Ź璽屍竺Xプ碕爾屍竺10︸0ǜ止紫斯辞執Ź璽屍竺Xプ碕爾屍竺10︸0ǜ止紫斯辞執Ź璽屍竺Xプ碕爾屍竺10︸    

燼摩 岑0笘鐺θ瀧㌍彳旄χ 

10:3010:3010:3010:30----11:4011:4011:4011:40    恃ゅ署睚θ蹙鑚饗⊕χ恃ゅ署睚θ蹙鑚饗⊕χ恃ゅ署睚θ蹙鑚饗⊕χ恃ゅ署睚θ蹙鑚饗⊕χ    

"A Guide Toward Targeted Inflationary Equilibrium: An Evolutionary Game Theory 

Approach"θYasushi Asako 碕昨蒜ンχ 

ヹプkŹ楙樅彳Ûθ陬庁彳旄χ 

 

11:40-12:50 ホ鑵ゝθ嘆徑彳旄χ 

"Choice of Collateral Asset and the Cross-Border Effect of Automatic Stays"θCharles 

M. Kahn 碕昨蒜ンχ 

ヹプkŹ椌轍褫熏θ庁楯彳旄χ 

 

0Ą止紫斯辞執Ź襯〒碕爾屍竺10︸0Ą止紫斯辞執Ź襯〒碕爾屍竺10︸0Ą止紫斯辞執Ź襯〒碕爾屍竺10︸0Ą止紫斯辞執Ź襯〒碕爾屍竺10︸    

燼摩 梛ガ満ブθ縅罔57峅彳旄χ 

14:00-15:10 鶇閹懽瀧健θ瀧㌍彳旄χ 

"Adverse Selection versus Moral Hazard in Financial Contracting: Evidence from 

Collateralized and Non-collateralized Loan Contracts"θHirofumi Uchida, Hiromichi 

Iwaki 碕昨蒜ンχ 

ヹプkŹ⎬靱必働θ隣虜榮彳旄χ 

 

15:10-16:20 椌褫鐚朝θ嘆徑彳旄χ 

"Long-term Interest Rates and Bank Loan Supply: Evidence from Firm-bank Loan-

level Data" θKosuke Aoki, Shin-ichi Nishioka, Kohei Sintani, Yosuke Yasui 碕昨蒜

ンχヹプkŹ出褫ろθ旄80㾱彳旄χ 

 

懇寤櫓碕ヹプ昨齪ギ昏 

═戻プ貭═戻プ貭═戻プ貭═戻プ貭    

寤櫓Ź鑚€お埼朔④╪ɚ作誌自実師使執施仔執DSGE示視識削詞鴫執詩使執児鴫燦棡評裁

崎哉傘甑栽肴腰吊黻歳燈駟燦詞鴫執詩使執児鴫削使執視屍止実斯辞執裁作哉碕槻暼裁腰細晒削

始識滋夂燈駟こ暼燦棡評裁崎哉傘甑祭昨爾屍竺示視識栽晒児伺式紫寺旨鍠n燦棡済腰Bayesian 
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GMM埼蘿ヴ裁冴14霙腰〛濟昨詞鴫執詩使執児鴫歳作哉示視識碕朔ぎ作傘14霙燦癧冴甑Y削Y

7際冊済朔腰Great Moderation鑢削採哉崎児伺式紫寺旨鍠n朔靱烋尤裁崎哉作哉碕哉妻14霙

燦癧晒参冴珵埼再傘甑 

ヹプŹ詞鴫執詩使執児鴫燦瀧暼碕裁崎膾妻祭碕昨愍疆磽腰襯〒譏九作鷺爾屍竺示視識昨直昨

跏91瑟燦i彩剤削児伺式紫寺旨鍠n昨札燦蘿ヴ際傘祭碕昨愍疆磽歳Y削たプ碕作榊冴甑擦冴腰

使執児鴫昨莵62磽削輸際傘蘿暼14霙歳菱⊕€お碕昨彳済采ぎ作榊崎哉傘珵腰詞鴫執詩使執児

鴫歳死竺削0咲哉冴寢淋昨蹈斂示視識碕昨涉哉削輸裁崎雑たプ削作榊冴甑 

 

瀧琢プ貭瀧琢プ貭瀧琢プ貭瀧琢プ貭    

寤櫓Ź死竺襯母託埼昨Shadow Rate燦腰使実識詩始実字埼朔作采寺竺児史紫斯辞試識着印

燦ぁ哉崎蘿ヴ際傘赱裁哉腆堙燦蛬騁裁冴甑う嚔昨襯母削輸際傘蘿ヴ14霙栽晒腰Shadow Rate

碕芻鴇沈済曝峰碕昨戻昨ヅ昨b輸歳軛:削作三腰輪嚔削採砕傘倻提35ɚ襯〒譏九朔GDP燦

1.6% pt腰使執児鴫ò燦0.5%pt.瑰済琢砦崎哉冴碕14プ沈砕冴甑 

ヹプŹ支実持使削皿傘着印碕曚絣廸豬昨VAR着印昨戻昨滔歳塡サ便漱削癩妻碕哉妻槻暼朔

愍疆栽ş死竺襯母託碕罪妻埼作哉寢淋埼歯鹿磁実祉実歳廸撒傘昨埼朔作哉栽ş寺竺児史紫斯

辞試識着印昨廸湊歳際冊崎襯〒z藁燦律輜裁崎哉傘碕哉妻槻暼朔甓哉昨埼朔作哉栽ş

Shadow Rate昨蘿ヴ弐歳テ譏譏九鯖嚔薇10︸腰襯〒ｸ峩昨廸尤燦碕晒彩崎哉傘療1磽歳再傘

昨埼朔作哉栽ş碕哉榊冴珵歳莉蠻細参冴甑 

 

6樅プ貭6樅プ貭6樅プ貭6樅プ貭    

寤櫓Ź濁:曚磽斯辞紫屍歳ブ載冴碕済削GDP歳㏌棍際傘ギ標燦示視識尤際傘冴薩腰舐ユテ

碕⒅ホテ歳斂圻際傘忠使魔爾屍竺示視識燦├43裁腰栽肴腰忠使魔戻昨枕畑82湊削奉㋼燦ゼ際冴

薩削CES夂昨Aggregator燦枕畑ャ斂褻削槻暼裁冴甑擦冴腰⒅ホテペ黻昨燈駟朔Ě`ɚ埼再傘

瀧跏腰舐ユテペ黻昨燈駟朔蹄たɚ碕裁冴甑通琢昨止紫詞仔紫寺削皿三腰濁:曚磽斯辞紫屍昨崢

盆削締哉腰忠使魔戻昨b檮モ襯昨湊済雑零薩腰示視識碕視実祉昨湊済歳豺淋ɚ碕作傘祭碕歳1/5

細参冴甑 

ヹプŹ濁:曚磽歳崢盆際傘祭碕削皿傘爾屍竺10︸匙昨痣壚朔襯〒滲寢10ょ昨察妻歳彳済哉

昨埼朔作哉栽碕昨莉蠻歳作細参冴甑擦冴腰燈駟Ě`磽削輸際傘槻暼朔鑚疆削盻ギ作昨栽腰枕畑

82湊ホぁ碕裁崎CES夂昨枕畑ヅ亦ぁ燦ぁ哉傘祭碕朔鎮勉作昨栽碕哉榊冴珵歳たプ細参冴甑 

 

椌霓プ貭椌霓プ貭椌霓プ貭椌霓プ貭    

寤櫓Ź不ブɚ耨摩示視識削赱冴作曝妙奉㋼燦棡評際傘祭碕削皿三摩鑢膿ⅻ燦シ軛際傘祭碕

燦¥莉際甑吊黻朔摩鑢曝妙碕ô鑢曝妙燦æ⊕際傘甑ô鑢曝妙朔殺¹ユ襯埼再三枕畑ホぁ碕ユ鑚

鴫執祉識ホぁ燦ャ妻甑率Z〓㏌昨ブペ燦⊕哉腰摩鑢曝妙昨3︸燦⊕妻甑ô鑢曝妙朔視児四識詞

療1碕際傘甑冴坂裁吊黻歳視児四識詞際傘碕腰ブペP歳ヘ裁腆削蘢率細参傘甑通琢昨こ暼昨託

埼腰摩鑢曝妙巸歳彳済采腰吊黻母伀昨察碕珊鷺歳曝妙母腴哉削⒅彩崎哉采皿妻作倻亦ò作暼濟

w絣歳æブ際傘甑祭参燦R&D燦零殺耨摩示視識削04札Ů殺碕腰瀧迯ɚ作斯辞紫屍歳摩鑢膿ⅻ

燦瑰済I̊祭際祭碕腰擦冴示視識削嫻咲采斯璽自鴫実斯辞執14霙歳曚薇昨GDP燦察拶詞鹿紫屍

際傘祭碕歳1/5細参冴甑 



23 

 

ヹプŹ吊黻歳Liquidation燦步砕傘冴薩削饗⊕削transfer際傘碕哉妻槻暼朔Q曚ɚ栽ş 鑚€

お歳理i削裁冴Jerman & Quadrini昨示視識埼朔曝妙昨ぁ〒削奉沪歳盆彩晒参崎哉作栽榊冴

歳腰鑚示視識埼槻暼細参傘ô鑢曝碕摩鑢曝昨ぁ〒奉沪朔鷺昨皿妻削塡疆尤細参傘昨栽ş

Jerman & Qaudrini碕輪┦昨槻暼燦18采碕腰摩鑢曝歳煮彳削作傘堊⇌朔⒅彩崎裁擦妻甑摩鑢

曝妙歳嘖率療1坂歳ô鑢曝妙朔嘖率濁療1碕哉妻槻暼燦鷺妻塡疆尤際傘昨栽ş摩鑢難評柺ò

昨湊塁朔視実祉碕示視識朔豺淋ɚ栽ş通琢昨皿妻作珵歳たプ細参冴甑 

    

恃ゅプ貭恃ゅプ貭恃ゅプ貭恃ゅプ貭    

寤櫓ŹQQE歳使執児鴫鑢瘤燦冽I̊際傘冴薩昨阯鍔朔作削栽ş碕哉妻]儁削七彩傘冴薩腰禍

尤志実痔削嫻咲哉冴示視識昨暼瑟尤燦ぼ札冴プ貭埼再傘甑鑚示視識埼朔腰I̊黻朸碕枕畑k歳緖

豬削斂圻裁腰旨至実施志実痔燦⊕妻甑ブペ㌱湊燦⊕哉Nash Bargaining埼耨霙燦盆便際傘歳腰

(1)吊黻朔Pɚユ鑚舐ユ燦⊕妻祭碕埼腰ホぁ泡㏌栽麥ギ崢禍昨哉剤参栽昨使賜持実斯辞執㌱湊

燦⊕妻腰(2)枕畑k朔朝ɚユ鑚舐ユ燦⊕妻腰碕哉妻士寺斯辞執歳再三腰(1)朔枕畑k昨ブペ磽燦腰

(2)朔吊黻昨ブペ磽燦塁琢細在傘甑罪昨14霙碕裁崎じ豬堊⇌歳æブ際傘昨坂歳腰嘆徑饗⊕歳梍

陋P燈昨祉実志紫詞燦æ←際傘祭碕削皿榊崎吊黻歳麥ギ崢禍夂昨使賜持実斯辞執燦敏艙際傘

碕腰10︸朔珽使執児鴫堊⇌削倣署際傘祭碕歳埼済傘甑 

ヹプŹ曚ョ襯母燦嘆徑饗⊕歳思執詞竺実識療1碕哉妻槻暼朔鷺妻塡疆尤細参傘栽ş碕哉妻

珵削輸裁崎ヹプk腰児竺仔栽晒邊嘆ɚ削たプ歳⊕撒参冴甑 

 

ホ鑵プ貭ホ鑵プ貭ホ鑵プ貭ホ鑵プ貭    

寤櫓Źう嚔昨鴫治滲寢埼朔士実詞爾至伺紫屍質旨至使歳鎮ぁ細参作哉甑祭昨祭碕歳腰〛濟迯

削朔腰芻鴇幣X歳ı̊）削⊕撒参腰滲寢㍿湊磽歳:鴇細参傘祭碕削肴作歳榊崎哉傘甑碕祭山歳市

竺実飼識襯〒擁㎏迯削朔式実爾執字鹿孜実枝昨芻鴇廝様歳瀧跚削禍珊坂祭碕歳燈弐釿モ燦瑰

済I̊祭裁冴甑祭昨10滽燦C擦彩崎腰士実詞爾至伺紫屍質旨至使昨鎮ぁ瞩弸削輸裁崎たプ歳禍珊

埼哉傘甑鷺昨皿妻作芻鴇燦鎮ぁ瞩弸碕際傘栽腰サ奉燦鷺祭擦埼禍薩傘栽歳治使執詞埼再傘甑鑚

プ貭朔輪儁巠燦Xプ示視識削嫻咲哉崎ミ軛裁冴€お埼再傘甑 

ヹプŹヹプk朔鑚プ貭昨示視識昨豬旄ɚ├〝鯖零粤っ燦ゆ出削ミシ裁冴甑罪昨妻彩埼腰柺Ï

倮旄便霍燦ぁ哉傘祭碕埼士実詞爾至伺紫屍質旨至使燦棡評際傘祭碕昨亦霙燦皿三軛晒栽削際

傘祭碕歳埼済傘昨埼朔作哉栽碕哉榊冴莉蠻燦⊕榊冴甑 

 

鶇閹プ貭鶇閹プ貭鶇閹プ貭鶇閹プ貭    

寤櫓Ź寤櫓k朔腰蹙鑚譏九襯〒苗爍削皿傘緖芻鴇ヘ箆寺竺市鹿痔削肴哉崎昨歯資識質視実祉

燦ぁ哉崎腰饗⊕ヘ箆昨薇削æブ際傘碕細参崎哉傘腰/敏艙碕示鹿識雌孜実詩昨斂圻燦鶺暼際傘

祭碕歳鑚€お昨¥ɚ埼再傘碕裁冴妻彩埼腰通託昨14プ燦1/5裁冴甑緖芻鴇ヘ箆燦溜砕冴吊黻朔屍

鴫施紫詞質式旨屍歳崢盆際傘瀧跏埼腰鐚芻鴇ヘ箆燦溜砕冴吊黻削肴哉崎朔屍鴫施紫詞質式旨屍

歳㏌棍裁崎哉傘甑祭昨14霙朔腰/敏艙碕示鹿識雌孜実詩歳ブ載崎哉傘祭碕燦1/5裁崎哉傘甑擦

冴腰芻鴇削皿榊崎腰祭参晒昨痣壚歳z藁細参崎哉傘祭碕歳軛晒栽削作榊冴甑 

ヹプŹ祭参削檮裁崎腰ヹプk朔腰€お歳被参冴雑昨埼再傘碕裁冴琢埼腰細晒削婇把磽燦:ィ

際傘祭碕歳プ貭昨ョ燦珽薩傘冴薩削朔盻ギ埼再傘碕莉蠻裁冴甑児竺仔実栽晒朔腰緖芻鴇ヘ箆寺



24 

 

竺市鹿痔昨棡評歳ヘ裁腆昨磽ョ燦廸尤細在崎哉傘珵朔鷺妻i綰裁崎哉傘昨栽腰爾屍竺10︸歳

廸湊際傘珵燦i綰裁冴蘿ヴ歳盻ギ埼朔作哉栽腰瀧使昨14霙朔/敏艙碕示鹿識雌孜実詩歳ブ載

崎哉作祭碕燦1/5裁崎採三祭妻裁冴14霙雑€お昨デ®碕裁崎は燈埼済傘昨埼朔作哉栽腰作鷺昨

思磁執詞腰ョ儁歳再榊冴甑寤櫓k朔思磁執詞削檮裁崎腰資粤腰超癆昨ゼ巠碕裁崎哉済冴哉碕3

七裁冴甑 

 

椌褫プ貭椌褫プ貭椌褫プ貭椌褫プ貭    

寤櫓Ź寤櫓k朔腰鑚€お埼朔腰吊黻鴫持識昨歯資識質視実祉燦ぁ哉崎腰襯〒z藁削皿傘摩鑢

襯母昨徹託歳饗⊕ヘ箆燦崢盆細在崎哉傘昨栽腰罪昨薇削治実詞児四式士質式飼鹿執旨質糸而資

識腰飼鹿執旨斯実詞質糸而資識腰式旨屍至使姿執市質糸而資識昨ǚ肴昨糸而資識昨哉剤参歳裴

ギ作痺某燦霙冴裁崎哉傘昨栽燦軛晒栽削裁崎哉傘碕裁冴甑14プ碕裁崎腰摩鑢襯母昨徹託歳饗⊕

昨ユ襯盗29燦崢盆細在崎採三腰祭昨煮91埼ǚ肴昨糸而資識歳畑哉崎哉傘祭碕歳:ィ細参冴碕

裁冴甑 

ヹプŹヹプk朔腰デ®昨珽哉€お埼再傘碕裁冴琢埼腰ヘ箆襯母昨滋鹿至伺式至伺実鯖10︸ｸ

峩作鷺雑シ軛廸豬削盆彩傘祭碕埼腰14霙削肴哉崎昨婇把磽歳鍮削珽擦傘碕莉蠻裁冴甑児竺仔実

栽晒朔腰襯母徹託削皿三母孜耳昨た椌朔梍陋昨饗⊕昨03甌磽削肴作歳傘昨埼朔作哉昨栽腰饗⊕

昨榧磽鯖ヘ箆鑢戻昨摩細削皿榊崎14霙歳廸撒傘昨埼朔腰褻ɚ作z藁昨痣壚朔鷺妻i綰裁崎哉

傘昨栽腰作鷺昨粤コ腰思磁執詞歳再榊冴甑寤櫓k朔腰莉蠻細参冴珵朔齪搾天晒栽昨痂埼i綰裁

崎哉傘碕裁冴琢埼腰思磁執詞燦C擦彩崎14霙昨婇把磽燦超癆雑珽薩崎哉済冴哉碕3七裁冴甑 

 

• 曇慕宙黻θĄχ曇慕宙黻θĄχ曇慕宙黻θĄχ曇慕宙黻θĄχTCERペ旄’蟷止璽試実宙黻θ輪離抵ペ旄’蟷止璽試実宙黻θ輪離抵ペ旄’蟷止璽試実宙黻θ輪離抵ペ旄’蟷止璽試実宙黻θ輪離抵 TCER止璽試実止璽試実止璽試実止璽試実χ 

2016 烝燵朔0 149 嘖栽晒 156 嘖擦埼ヴ 8 嘖昨 TCER 止璽試実歳明柏細参冴甑 

ゆ出朔通託昨〛三埼再傘θ作採腰脉榧質痺へ朔明柏疆迯昨雑昨χ甑 

 

0 156 嘖θ2017.3.16χ 

ぱぞぽ     Ź坤蹙鑚碕う嚔削採砕傘マ軫昨摩鑢ũ矛削肴哉崎が詞鹿執寺譏⑯ææ燦桜擦彩崎が墾 

嫻ツ）㌳  : 侮⒐ 48瀧 瀧㌍彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 

 

0 155 嘖θ2017.2.28χ 

ぱぞぽ     Ź坤鴇テ脉豺賠昨10︸旄Ź悄磽昨㌱‹碕瘤㎏姫ヘミ⒅盆）尤寺鹿執墾 

嫻ツ）㌳  : 晝遊樅 裕 瀧㌍彳旄10︸€お脉 沸讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 

 

0 154 嘖θ2017.1.31χ 

ぱぞぽ     Ź坤デ歳ギ跳つ削作傘碕済Ḿ朸踞跳つ削鷺祭擦埼鑢瘤埼済傘栽Ḿ墾 

嫻ツ）㌳  : 椌岑 翅廂 瀧㌍彳旄10︸€お脉 讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 
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0 153 嘖θ2016.12.21χ 

ぱぞぽ     Ź坤達な10︸昨廸尤碕超癆昨寨鑒墾 

嫻ツ）㌳  : ワ鴈 働烋 縅罔57峅彳旄10︸旄使 讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 

 

0 152 嘖θ2016.10.4χ 

ぱぞぽ     Ź坤槻篶〛ナ碕襯〒譏九昨鑷陋墾 

嫻ツ）㌳  : 檢闌  髭 蹣xvゅ彳旄彳旄㾱僭旄€お56 讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 

 

0 151 嘖θ2016.7.5χ 

ぱぞぽ     Ź坤⒅ホ崢94冨獪鑢癆昨テ譏冨獵匙昨暑才墾 

嫻ツ）㌳  : 梛衷 苗敕 縅罔57峅彳旄10︸旄使 讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 

 

0 150 嘖θ2016.6.10χ 

ぱぞぽ     Ź坤逝渝昨蒜〛〛ナ碕10︸35淋昨⊕跏墾 

嫻ツ）㌳  : 勹汲 轍鴇敕 縅罔57峅彳旄10︸旄使 讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 

 

0 149 嘖θ2016.4.22χ 

ぱぞぽ     Ź坤支実似旨ペ黻昨ブペ磽儋赱墾 

嫻ツ）㌳  : ㊪楙 庁領 瀧㌍彳旄10︸€お脉 讙藪 

とぞぱれざぶぞのぞ Ź03ゅ 絛瀧 陬庁10︸€おぬるのぞ 鎚←X宙Ǹ陬庁彳旄10︸旄€お56 讙藪 

 

• 曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻θ施自誌仔宍実屍斯辞紫寺χ曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻θ施自誌仔宍実屍斯辞紫寺χ曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻θ施自誌仔宍実屍斯辞紫寺χ曇慕宙黻θĽχ40腆€おkテ耨謚蝠宙黻θ施自誌仔宍実屍斯辞紫寺χ 

陬庁10︸€お止執祉実θTCERχ埼朔腰陬庁彳旄襯〒讙テ€お止執祉実θCARFχ碕蒜柏

埼腰坤襯〒墾昨40腆€おk燦檮ょ碕裁冴坤01嘖 襯〒施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺墾燦腰2017

烝3鏤30蹙碕31蹙昨辿蹙腰陬庁彳旄椌歹思執児仕鴫執旨次実識θ椌歹次実識ǘ艹χ埼明柏裁

冴甑鑚施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺朔腰彳旄㾱ブ採皿索40腆讙佻質€お佻θ彳旄㾱毒嫡栽晒3

烝通不χ削Q圻⊕榊崎哉傘€お不杞燦寤櫓裁崎雑晒哉腰罪参削坤襯〒墾燦梵魔碕際傘斯誌仔

昨讙佻歳思磁執詞燦⊕妻痂瑟昨宍実屍斯辞紫寺埼再傘甑40腆€おk昨作栽削朔腰棈圻ɚ削朔

裴ギ作fl篶燦莵阪作歳晒雑腰罪参燦嚔薇旄△ア削弁⊕療1作痂埼€おプ貭碕裁崎擦碕薩琢砦

傘昨削41枕際傘朝朔棍作采作哉碕磔撒参傘甑鑚施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺埼朔腰罪昨皿妻作

40腆€おk削斯誌仔昨€おk歳獵こɚ作思磁執詞鯖仔詩飼使旨燦際傘祭碕燦〛載崎腰蹙鑚昨

襯〒€お昨梍陋燦芻妻40腆€おk燦テ耨際傘祭碕燦¥ɚ碕裁冴甑 

鑚施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺昨寤櫓k昨苗夢削檮裁崎朔腰疆穂昨篶暼燦琢嘖傘彌豬昨睛夢

歳再三腰欄敏作桎颱昨14霙腰淋ヴ18鑚昨プ貭歳蘋艙細参冴甑蘋艙プ貭昨至実爾朔腰襯〒譏

九腰襯〒滲寢θ饗⊕⊕湊燦零殺χ腰嚔薇襯〒作鷺腰坤襯〒墾削輸’際傘細擦菜擦作便褫削擦冴
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歳傘雑昨埼再榊冴歳腰2蹙戻削撒冴榊崎際冊崎歳寤櫓細参腰㌱æ作たプ歳寨明細参冴甑寤櫓

プ貭朔腰察拶晢耨漣艹削再傘雑昨坂砕埼作采腰仔使視仔漣艹削再傘雑昨雑零擦参崎哉冴歳腰

哉剤参雑き六㊪哉雑昨埼再榊冴碕哉彩傘甑 

10︸旄昨直昨便褫碕柺冊崎腰坤襯〒墾朔蹙鑚嚔不埼朔b檮ɚ削40腆€おk昨榴歳す哉便褫

埼朔作哉栽碕哉妻莉蠻歳祭参擦埼作細参傘祭碕雑棍作采作栽榊冴甑裁栽裁腰蹙鑚嚔不削雑棈

圻ɚ削朔鐚鑒作40腆€おk朔彌豬斂圻裁崎採三腰鑚施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺昨皿妻作40腆

€おk燦檮ょ碕裁冴視伺旨始紫斯辞執燦こ砕崎腰€お資紫詞宍実屍燦熏砦傘祭碕埼腰坤襯

〒墾昨便褫埼雑40腆€おk燦fl曚削テ耨裁崎哉采祭碕朔療1削作傘昨埼朔作哉栽碕i彩晒参

傘甑鑚施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺朔腰罪昨冴薩昨フ裴作0瀧賭埼朔作栽榊冴栽碕磔撒参傘甑

作採腰鑚施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺昨寺竺市鹿痔朔通託昨〛三埼再傘甑 

    

0000 1111 嘖嘖嘖嘖    襯〒施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺襯〒施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺襯〒施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺襯〒施自誌仔質宍実屍斯辞紫寺    

 

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔 

3 鏤 30 蹙(鑵) 

止紫斯辞執ǖŹ10:30Ḿ12:00 

燼摩Ź朞楙ーpθ陬庁彳旄χ 

藁ゅ把領 θ瀧㌍彳旄χMaturity Structure of Haircut of Sovereign Bonds 

彳墫侍辞実詞識柮痙θ軛汲旄㾱彳旄χThe effects of unconventional monetary policy in 

Japan: New evidence from Time-varying parameter VAR analysis 

懃褫î稚 θ4/11胥彳旄χ蹙鑚昨爾屍竺10︸斯辞紫屍昨嚔薇旨侍識士実飼実腰児伺実詩飼紫

屍腰窗里100昨曚そ便霍Ź Global VAR 削皿傘嚔薇b注淘斂輸逃昨鶺そ 

 

止紫斯辞執ǘŹ13:30-15:30   

燼摩Ź㎣O̊昧θ陬庁彳旄χ 

姒鯲40XIIIθ彳悗彳旄χCapital Adequacy Requirements and Financial Frictions in a 

Neoclassical Growth Model 

▏⎩糧鐺θ瀧㌍彳旄χEndogenous Growth and Recurrent Bubbles 

b槖椒朝θ陬庁彳旄χRobust Monetary Policy Under Deep Parameter Uncertainty 

 

止紫斯辞執ǚŹ15:50-17:50  English session 

燼摩Ź03ゅ絛瀧θ陬庁彳旄χ 

倀顰伀θ始式児四識誌仔彳旄飼実屍鴫実餮χInformation Contamination, Market Crashes, 

and Overshooting  

Le Thanh Haθ譏九€お彳旄㾱χMonetary Policy and Welfare Issues in the Economy 

with Shifting Trend Inflation 

幽リ晧轍敕θ陬庁彳旄χFinancial contagion in core-periphery networks and real economy 
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3 鏤 31 蹙(襯) 

止紫斯辞執ǜŹ10:30-12:00   

燼摩Ź朞楙ーpθ陬庁彳旄χ 

õ死使θ4/11胥彳旄χA New-Keynesian Model with Estimated Shadow Rate for Japan 

Economy 

鴈ゅゝ糧θ堙譏彳旄χUncertainty and Economic Activity in Japan 

鴇裘働跳θ陬庁彳旄χAging and Deflation: A Politico-Economic Perspective 

 

止紫斯辞執ĄŹ13:30-14:50   

燼摩Ź倀鑵⑵跳θ陬庁彳旄χ 

赱輸豊糧θ粽掀彳旄χHousing Wealth Effects in Japan: Evidence based on Household 

Micro Data 

鑵闌嘆跳θ陬庁彳旄χPrice Impact, Funding Shock and Stock Ownership Structure 

 

止紫斯辞執ĽŹ15:00-16:20   

燼摩Ź鶇ゅ把瀧θ陬庁彳旄χ 

☎褫爲領θ彳悗彳旄χTrust and Law in Credit Markets 

縫滿㊫θ濯ゑ10︸€お脉濟潰€お佻χSecuritization and Heterogeneous-Belief Bubbles 

with Collateral Constraints 

 

 

(苗ǚ 鏘菱ヨ旄△€お謚蝠宙黻) 

 

• 曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻θY慕寺竺施史屍詞χ曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻θY慕寺竺施史屍詞χ曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻θY慕寺竺施史屍詞χ曇慕宙黻θǖχa磧ゼ巠檮睛寺竺施史屍詞宙黻θY慕寺竺施史屍詞χ 

TCER 埼朔腰2013 烝燵皿三Y慕寺竺施史屍詞碕裁崎坤仔持賜璽屍旨墾燦コ阪琢砦崎哉傘甑

仔持賜璽屍旨朔腰罪昨譏九¥④燦視児鴫19様碕10︸嘖皖碕哲18咲砕腰嚔不坂砕埼作采⑼弸栽晒

雑珽哉蝙¥燦邊薩崎哉傘甑冴坂腰罪昨明慱栽晒 3 烝纏三歳10肴作栽腰罪昨亦霙削朔ヴ玲辿プ

歳再傘坂砕埼作采腰æ匹埼朔P燈歳淘菇碕裁崎徹4燦62砕傘作鷺腰細擦菜擦作儁巠珵雑軛晒栽

削作三肴肴再傘甑  

TCER 埼朔腰旄△ɚヌ珵栽晒祭昨儁巠燦流三琢砦崎 TCER 児史竺実燦嘆盪削€お燦禍薩腰

穂烝燵削朔婚蹙鑚10︸赱し恨坤死璽試実識墾θ2013 烝 10 鏤χ削瀧め塁砕昨ミシぇ宙燦嫩7際

傘碕輪迯削腰2014 烝燵碕 2015 烝燵削朔腰罪参財参嚔薇旄△ア Journal of the Japanese and 

International Economies (JJIE), Volume 37 (September 2015) 碕 The Developing 

Economies (DE), Volume 54, Number 1 (March 2016)削Y邊陵燦苗弁裁腰坤仔持賜璽屍旨墾昨

坤ǚ鑚昨ë墾歳蹙鑚嚔不10︸削諾彩冴痣壚燦便霍裁冴€おプ貭碕腰坤仔持賜璽屍旨墾作鷺倻提

35ɚ10︸譏九歳赱き嚔作鷺檮弸10︸削諾彩冴痣壚燦便霍裁冴€おプ貭燦罪参財参率埴裁冴甑 

2016 烝燵朔腰鑚Y慕寺竺施史屍詞昨鏘02烝燵碕裁崎腰逝う栽晒彌豬昨€おk燦茲こ裁腰f

擦碕薩昨嚔薇抵た燦 2016 烝 7 鏤 25 蹙碕 26 蹙昨辿蹙腰陬庁彳旄質椌歹思執児仕鴫執旨次
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実識埼明柏裁冴甑超蹙腰蹙鑚燦零薩崎彌采昨端ギ嚔歳腰蒜〛裁崎坤視児鴫墾鯖坤摩鑢膿ⅻ墾作

鷺昨儁巠削`傜裁崎哉傘甑擦冴腰彳サ⑪作襯〒z藁歳達な10︸匙里拶際痣壚歳林跏傜埼彳済采

蝙¥細参崎哉傘甑碕三撒砕腰赱き嚔栽晒朔腰菱禍嚔昨襯〒z藁削皿榊崎瑰済I̊祭細参傘琦鏥瑰

済託砦レ中鯖煮暴作ユ鑚㍿評匙昨翊矗腰作晒索削う嚔 FRB 昨坤箆旅聿るθ母琢砦χ墾削皿傘

端ギ嚔匙昨ユ鑚昨/㍿削締妻ユ鑚滲寢昨㊬馳匙昨翊矗歳豬彌采←軛細参崎哉傘甑罪祭埼腰鑚思

執児仕鴫執旨埼朔腰坤市竺実飼識尤際傘ｸ徂烋♤坿娵削採砕傘襯〒儁巠昨赱侊㍿θThe Pacific 

Rim and the Global Economyχ墾燦至実爾碕裁腰不弸栽晒祭昨便褫昨瀧n㊏昨€おk燦陬庁

彳旄削茲こ裁腰0烝端ギ嚔埼曚跖細参崎哉傘彳サ⑪作襯〒z藁歳嚔薇襯〒滲寢削里拶際痣壚

燦嘆盪削彌ブɚ削たプ燦⊕榊冴甑 

TCER 栽晒朔腰03ゅ絛瀧θ陬庁彳旄χ腰盆㊄翅θ瀧㌍彳旄χ腰倀鑵⑵跳θ陬庁彳旄χ腰鶇ゅ把

瀧θ陬庁彳旄χ腰岑0笘健θ瀧㌍彳旄χ晒歳理盆裁冴甑擦冴腰⑼弸栽晒昨茲こk削朔腰停ホ翅

譯θ思竺執似仔彳旄ǸGRIPSǸTCERχ腰Joshua Aizenmanθ遊始式児四識誌仔彳旄χ腰Mark 

Spiegelθ支執児鹿執斯旨思’饗房f❖χ晒祭昨便褫削採砕傘瀧n㊏昨€おk歳零擦参崎採三腰

彳廸き六㊪哉たプ歳寨明細参冴甑作採腰思執児仕鴫執旨昨耨霙朔腰鴫児史式実質寺竺止旨燦10

崎 Journal of International Money and Finance (JIMF)碕哉妻坤嚔薇襯〒墾昨便褫埼朔達な

ɚ削詞紫寺屍鹿旨昨嚔薇旄△ア昨Y邊陵碕裁崎擦碕薩腰弁⊕際傘祭碕削作榊崎哉傘甑 

 

• 曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻θ曇朝€お寺竺施史屍詞謚蝠χ曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻θ曇朝€お寺竺施史屍詞謚蝠χ曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻θ曇朝€お寺竺施史屍詞謚蝠χ曇慕宙黻θǘχ€お寺竺施史屍詞妹耨宙黻θ曇朝€お寺竺施史屍詞謚蝠χ 

2008 烝燵皿三冨明細参冴鑚€お妹耨奉燵朔腰10︸旄削輸撒傘Xプ質曚そ傜埼昨ソ17ɚ€お

燦謚蝠際傘祭碕燦¥ɚ碕裁崎こコ細参冴雑昨埼再傘甑苗D堙朝匙昨82⊕削締哉腰祭参擦埼€

お佻昨札碕沪榊崎済冴睛夢ユ駟燦 2009 烝燵皿三士実寺執削際傘祭碕削作榊冴甑2016 烝燵雑

TCER 児史竺実削沪晒剤濮熏采曇慕€お寺竺施史屍詞謚蝠宙黻燦瑰済62済⊕榊崎哉采跏酖埼

再傘甑2016 烝燵昨 TCER €お妹耨朔 6 鍔昨睛夢歳再三腰2 鍔削妹耨際傘祭碕削ゃ暼裁冴甑 

作採腰榻埴ǘ碕裁崎€お妹耨檮ょk栽晒蛬箆細参冴寤櫓鎬燦蚣Ó裁冴甑 

 

 (苗 1,2,3 蒜〛宙黻) 

 

• TCER宍実姿執市時実歯実宍実姿執市時実歯実宍実姿執市時実歯実宍実姿執市時実歯実    斯式実枝斯式実枝斯式実枝斯式実枝 

榻埴ǚ碕裁崎 2016 烝燵削弁⊕細参冴宍実姿執市時実歯実昨式旨詞燦蚣Ó裁冴甑 
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榻埴 1 TCER 暼刀€お抵式旨詞 

 

0Ťǖ嘖 

蹙 迯 2017 烝 3 鏤 27 蹙θ鏤χ16Ź50が18Ź35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Manmohan Singh (International Monetary Fund) 

至実爾 Collateral and Financial Plumbing : Second Impression 

0Ťǹ嘖 

蹙 迯 2017 烝 3 鏤 21 蹙θ涖χ14Ź00が16Ź00 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ2 艹  

0 3 止璽試実曦 

æ←k Anming Zhang (University of British Columbia)   

至実爾 
Port competition with congestion and accessibility -theoretical 

framework and practical implication 

0ŞŤ嘖 

蹙 迯 2017 烝 3 鏤 15 蹙θ靱χ16Ź50が18Ź35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ2 艹  

椌歹思執児仕鴫執旨識実痔 

æ←k Ali Hortacsu (University of Chicago) 

至実爾 Searching for Search in Credit Markets 

0ŞŞ嘖 

蹙 迯 2017 烝 3 鏤 14 蹙θ涖χ16Ź50が18Ź35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Brad Larsen (Stanford University)   

至実爾 A Mechanism Design Approach to Identification and Estimation   

0ŞŚ嘖 

蹙 迯 2017 烝 3 鏤 6 蹙θ鏤χ16Ź50が18Ź35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Adriano Rampini (Duke University) 

至実爾 Financing Durable Assets 

0ŞĽ嘖 

蹙 迯 2017 烝 2 鏤 23 蹙θ鑵χ16Ź50が18Ź35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Serdar Ozkan (University of Toronto) 

至実爾 

What Do Data on Millions of U.S. Workers Reveal about Life-Cycle 

Earnings Dynamics? (joint with Fatih Guvene, Fatih Karahan and Jae 

Song) 

0ŞĄ嘖 蹙 迯 2017 烝 2 鏤 20 蹙θ鏤χ16Ź50が18Ź35 せČćĂŘ止璽試実碕蒜柏 
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寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Bong Geun Choi (University of Chicago) 

至実爾 
What is the Social Trade-off of Securitization? A Tale of Financial 

Innovation 

0Şǜ嘖 

蹙 迯 2017 烝 2 鏤 20 蹙θ鏤χ12:10が13:10 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Yao Luo (University of Toronto) 

至実爾 Bundling and Nonlinear Pricing in Telecommunications 

0Şǚ嘖 

蹙 迯 2017 烝 2 鏤 6 蹙θ鏤χ12:10が13:10 端柏Ź璽屍竺曚そ便霍宍実屍斯辞紫寺 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Chamna Yoon (City University of New York) 

至実爾 Waiting for Affordable Housing (joint with Holger Sieg) 

0Şǘ嘖 

蹙 迯 2017 烝 1 鏤 31 蹙θ涖χ16:50が18:35 蒜柏Ź璽屍竺曚そ便霍宍実屍斯辞紫寺 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Patrick Puhani (Leibniz University of Hannover) 

至実爾 

Procedural Fairness and Disparate Impacts - Testing for Discrimination 

Using Anonymous Entry Exams and Job Performance Measures as 

Benchmarks 

0Şǖ嘖 

蹙 迯 2017 烝 1 鏤 27 蹙θ襯χ13Ź30が14Ź55 せČćĂŘ止璽試実碕蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ 

ǖ艹 0ǖ止璽試実曦 

æ←k So Kubota (Princeton University) 

至実爾 Child care costs and stagnating female labor force participation in the US

0Şǹ嘖 

蹙 迯 2017 烝 1 鏤 24 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ 

ǖ艹 0ǖ止璽試実曦 

æ←k Helios Herrera (University of Warwick) 

至実爾 The Marginal Voters Curse 

0ŚŤ嘖 

蹙 迯 2017 烝 1 鏤 17 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ 

ǖ艹 0ǖ止璽試実曦 

æ←k Makoto Watanabe (VU University Amsterdam) 

至実爾 Multiproduct Intermediaries (joint with Andrew Rhodes and Jidong 
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Zhou)   

0ŚŞ嘖 

蹙 迯 2017 烝 1 鏤 10 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ 

ǖ艹 0ǖ止璽試実曦 

æ←k Chengsi Wang (University of Mannheim) 

至実爾 
Search platforms: Showrooming and price parity clauses (joint with 

Julian Wright) 

0ŚŚ嘖 

蹙 迯 2017 烝 1 鏤 5 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Yi HuangθThe Graduate Institute腰 Genevaχ 

至実爾 
Public Debt and Private Firm Funding: Evidence from Chinese Cities 

(joint with Marco Pagano and Ugo Panizza) 

0ŚĽ嘖 

蹙 迯 

12 鏤 21 蹙θ靱χ16:50が18:35 

せTokyo Workshop on International Development腰 璽屍竺10︸旄宍実屍

斯辞紫寺碕爾屍竺10︸旄宍実屍斯辞紫寺碕昨蒜柏 

寢 脉 陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56鰲ǚ艹 0ǜ讙曦 

æ←k 1矛旄(International Monetary Fund) 

至実爾 
Roles of Guarantees and Fiscal Institution in Enforcing Public-Private 

Partnership Contract 

0ŚĄ嘖 

蹙 迯 12 鏤 20 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 嘆ゅ儕断θUniversity of Leicesterχ 

至実爾 
Endogenous fluctuations and social welfare under credit constraints and 

heterogeneous beliefs (joint with Maurizio Motolese)   

0Śǜ嘖 

蹙 迯 12 鏤 20 蹙θ涖χ12:10が13:10 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k なも 苞ブ (Takuo Sugaya) (Stanford University) 

至実爾 
. Bounding Payoffs in Repeated Games with Prigvate Monitoring n-

Player Games (joint with Alexander Wolitzky) 

0Śǚ嘖 

蹙 迯 12 鏤 15 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Heiwai TangθJohns Hopkins Universityχ 

至実爾 Global Sourcing and Domestic Production Networks (joint with Taiji 
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Furusawa腰 Tomohiko Inui and Keiko Ito)   

0Śǘ嘖 

蹙 迯 12 鏤 13 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 隰歹貽θ陬庁彳旄χ 

至実爾 

Mechanism Design in Hidden Action and Hidden Information: Richness 

and Pure Groves  

(joint with Shunya Noda) 

0Śǖ嘖 

蹙 迯 12 鏤 6 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Alex TeytelboymθOxford Universityχ 

至実爾 
Refugee Resettlement (joint with David Delacretaz and Scott Duke 

Kominers)   

0Śǹ嘖 

蹙 迯 12 鏤 1 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 
Ponpoje PorapakkarmθNational Graduate Institute for Policy Studies 

(GRIPS)χ 

至実爾 The Lifetime Costs of Bad Health   

0ĽŤ嘖 

蹙 迯 11 鏤 30 蹙θ靱χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Tamim BayoumiθInternational Monetary Fundχ 

至実爾 
Aftershocks of Monetary Unification: Hysteresis with a Financial Twist 

(joint with Barry Eichengreen) 

0ĽŞ嘖 

蹙 迯 11 鏤 30 蹙θ靱χ11:30が12:30 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ2 艹  

0 3 止璽試実曦 

æ←k Rudolfs Bems θ陬庁彳旄χ 

至実爾 Income-Induced Expenditure Switching 

0ĽŚ嘖 

蹙 迯 11 鏤 29 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 嘆霓㊐θ0ば彳旄χ 

至実爾 
Theory腰 Identification腰 and Estimation for Scoring Auctions (joint with 

Makoto Hanazono腰 Yohsuke Hirose腰 and Masanori Tsuruoka) 
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0ĽĽ嘖 

蹙 迯 11 鏤 22 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 轍褫翅領θ庁楯彳旄χ 

至実爾 
A Dynamic Mechanism Design with Multiple Deadlines and Multi-Unit 

Demands   

0ĽĄ嘖 

蹙 迯 11 鏤 21 蹙θ鏤χ16:50が18:35 せ璽屍竺曚そ便霍宍実屍斯辞紫寺碕蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Rasmus LentzθUniversity of Wisconsin-Madisonχ 

至実爾 

On Worker and Firm Heterogeneity in Wages and Employment Mobility: 

Evidence from Danish Register Data (joint with Suphanit Piyapromdee 

and Jean-Marc Robin) 

0Ľǜ嘖 

蹙 迯 11 鏤 10 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 鑵闌嘆跳θ陬庁彳旄χ 

至実爾 Heterogeneous Investors腰 Trading Volume and Bull-Bear Markets 

0Ľǚ嘖 

蹙 迯 

11 鏤 8 蹙θ涖χ16:50が18:35  

せCARF 婚飼字識腰襯〒擁㎏碕譏九檮睛€お抵恨腰爾屍竺10︸旄宍実屍斯辞

紫寺碕蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Gadi BarlevyθFederal Reserve Bank of Chicagoχ 

至実爾 
On Interest Rate Policy and Asset Bubbles (joint with Franklin Allen and 

Douglas Gale) 

0Ľǘ嘖 

蹙 迯 11 鏤 1 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 滿旅爲烋θ瀧㌍彳旄) 

至実爾 
Industry Dynamics with Bailout Policies: The U.S. Airline Industry after 

the Deregulation (join with Ken Onishi) 

0Ľǖ嘖 

蹙 迯 
10 鏤 28 蹙θ襯χ8:30が12:10  GRIPSｋUTokyo Workshop  

蒜柏Ź璽屍竺曚そ便霍宍実屍斯辞紫寺   

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ ← k℧ŤŹǹǹがǖǹŹǖǹ℧ Susan Dynarski (University of Michigan)  
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至実爾   Are Expectations Alone Enough? Estimating the Effect of A Mandatory 

  College-Prep Curriculum in Michigan  (Joint with Brian Jacob, 

Kenneth Frank and Barbara Schneider) 

℧ǖǹŹǚǹがǖǖŹǘǹ℧ Irineu de Carvalho Filho (IMF), Stephan 

Litschig (GRIPS) Longｋrun Impacts of Intergovernmental Transfers 

℧ǖǖŹǘǹがǖǘŹǖǹ℧ Hideo Akabayashi (Keio Universtiy), Hiroko 

Araki (Kindai University), Ryuichi Tanaka (University of Tokyo) 

Estimating Causal Effects of After-School Education Voucher on 

Children’s Outcomes and Behavior 

0Ľǹ嘖 

蹙 迯 10 鏤 27 蹙θ涖χ16:50が18:35  

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Hélène ReyθLondon Business Schoolχ 

至実爾  
Financial Cycles with heterogeneous intermediaries (joint with Nuno 

Coimbra from Paris School of Economics) 

0ĄŤ嘖 

蹙 迯 
10 鏤 25 蹙θ涖χ16:50が18:35 せCARF 婚飼字識腰襯〒擁㎏碕譏九檮睛

€お抵恨碕蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Fernando DuarteθFederal Reserve Bank of New Yorkχ 

至実爾  

1) "How to Escape a Liquidity Trap with Interest Rate Rules" 

2) "Financial Vulnerability and Monetary Policy" (joint with Tobias 

Adrian) 

0ĄŞ嘖 

蹙 迯 
10 鏤 21 蹙θ襯χ17:00が18:30 端柏Ź楯滲10︸宍実屍斯辞紫寺  蒜柏Ź苗

蒜譏九彳旄㾱 嚔薇凋〛譏九€お蒔誌紫詞(ITPU)   

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǘ艹  

0 3 止璽試実曦 

æ←k Clifford WinstonθThe Brookings Institutionχ 

至実爾 
A New Approach to Measuring the Effects of Low-Cost Carrier (LCC) 

Competition in U.S. and Europe (joint with Jia Yan and Xinlong Tan) 

0ĄŚ嘖 

蹙 迯 10 鏤 21 蹙θ襯χ14:55が16:40 せ端柏Ź襯〒止執祉実Y慕止璽試実 

寢 脉 
陬庁彳旄筮寤旄ｸ質私使宍蒔似姿祉旨旄△€お昬 3 艹  

坤私使宍雌司旨ú㌍徳彿ぇ矗次実識墾 

æ←k Andrew LevinθDartmouth Collegeχ 

至実爾 Robust Design Principles for Monetary Policy Committees 

0ĄĽ嘖 
蹙 迯 10 鏤 20 蹙θ鑵χ16Ź50が18Ź35 

寢 脉 陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  
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0ǖ止璽試実曦 

æ←k Toan Phan (The University of North Carolina at Chapel Hill) 

至実爾 Asset Pledgeability and Endogenously Leveraged Bubbles 

0ĄĄ嘖 

蹙 迯 10 鏤 20 蹙θ鑵χ15:00が16:30 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Miguel Leon-Ledesma (University of Kent) 

至実爾 The rise of the service economy and the real return on capital 

0Ąǜ嘖 

蹙 迯 
10 鏤 18 蹙θ涖χ16:50が18:35 せCARF 婚飼字識腰襯〒擁㎏碕譏九檮睛

€お抵恨碕蒜柏   

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Joel DavidθUniversity of Southern Californiaχ 

至実爾 
Capital Misallocation: Frictions or Distortions? (joint with Venky 

Venkateswaran)   

0Ąǚ嘖 

蹙 迯 10 鏤 13 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 珽㌍z糧θUniversity of California腰 San Diegoχ 

至実爾 
Unconventional Monetary Policy and Bank Lending (joint with Kiyotaka 

Nakashima and Masahiko Shibamoto) 

0Ąǘ嘖 

蹙 迯 10 鏤 11 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Liran EinavθStanford University) 

至実爾 
Provider Incentives and Health Care Costs: Evidence from Long-Term 

Care Hospitals (joint with Amy Finkelstein and Neale Mahoney) 

0Ąǖ嘖 

蹙 迯 10 鏤 11 蹙θ涖χ12:10が13:25 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Stefano Lovo (HEC Paris) 

至実爾 
Zero-sum Revision Games (joint with Fabien Gensbittel, Jérôme Renault 

and Tristan Tomala)   

0Ąǹ嘖 

蹙 迯 10 鏤 6 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 琡ホグθ瀧㌍彳旄χ 
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至実爾 
On large-scale money finance in statistics and practice: A case of the 

Japanese economy during and after World War II 

0ǜŤ嘖 

蹙 迯 10 鏤 4 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 耶衷{達θ陬庁彳旄χ 

至実爾 
Referral Hiring of Miners: Case from the Coal Industry in Early 

Twentieth Century Japan   

0ǜŞ嘖 

蹙 迯 9 鏤 29 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Sebastian ZelznerθUniversity of Regensburgχ 

至実爾 
The Allocation of Talent to Financial Trading versus Production: Welfare 

and Employment Effects in General Equilibrium   

0ǜŚ嘖 

蹙 迯 
9 鏤 27 蹙θ涖χ16:50が18:35 せ璽屍竺10︸旄宍実屍斯辞紫寺碕爾屍竺10

︸旄宍実屍斯辞紫寺昨蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Joseph ZeiraθThe Hebrew University of Jerusalemχ 

至実爾 
A New Measure of Divergence (joint with Michele Battisti腰 Gianfranco 

di Vaio)   

0ǜĽ嘖 

蹙 迯 9 鏤 21 蹙θ靱χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Hashmat KhanθCarleton Universityχ 

至実爾 
Monetary News Shocks (joint with Nadav Ben Zeev and Christopher 

Gunn) 

0ǜĄ嘖 

蹙 迯 9 鏤 20 蹙θ靱χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 
John Quah (Johns Hopkins University and National University of 

Singapore)   

至実爾 
A Comprehensive Approach to Revealed Preference Theory (joint with 

Hiroki Nishimura and Efe A. Ok) 

0ǜǜ嘖 

蹙 迯 9 鏤 15 蹙θ鑵χ14:55が16:40 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 
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æ←k Chris EdmondθUniversity of Melbourneχ 

至実爾 Industry dynamics with variable markups 

0ǜǚ嘖 

蹙 迯 9 鏤 13 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k M. Utku Ünver θBoston College)   

至実爾 
Multi-Donor Organ Exchange (joint with Haluk Ergin and Tayfun 

Sönmez) 

0ǜǘ嘖 

蹙 迯 9 鏤 8 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Julian di GiovanniθUniversitat Pompeu Fabraχ 

至実爾 International Spillovers and Local Credit Cycles 

0ǜǖ嘖 

蹙 迯 8 鏤 31 蹙θ靱χ16:00が18:30 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ ← k

至実爾 

℧16Ź00が17Ź00℧ Rajiv SarinθUniversity of Exeter)  

A Model of Satisficing  

℧17Ź20が18Ź30℧ Brit GrosskopfθUniversity of Exeter)  

Do you mind me paying less? Measuring Other–Regarding Preferences 

in the Market for Taxis (joint with Graeme Pearce)   

0ǜǹ嘖 

蹙 迯 8 鏤 18 蹙θ襯χ12:00が13:10 が 19 蹙θ圓χ10:00が17:05 

寢 脉 陬庁彳旄1/6抵56旄€お脉腰₁魔f淋€お鰲 5 艹 549 陵曦 

 

æ ← k

至実爾  

 

The Osaka Workshop on Economics of Institutions and Organizations  

The 100th meeting: Tokyo Conference   

0ǚŤ嘖 

蹙 迯 
8 鏤 4 蹙θ鑵χ14:55が16:40 せ札剤察児伺試執斯而識市識実寺杼沈）燼碕

蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǘ艹  

椌歹思執児仕鴫執旨識実痔 

æ←k ⎬ⅺ徳暈θPrinceton Universityχ 

至実爾 Monetary and Financial Policies in Emerging Markets 

0ǚŞ嘖 

蹙 迯 7 鏤 29 蹙θ襯χ12Ź10が13Ź10 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Joyce Limθ陬庁彳旄χ 
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至実爾 せMaster Thesis Presentation 

0ǚŚ嘖 

蹙 迯 7 鏤 27 蹙θ靱χ12:10が13:10 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k ⎬ゅz〝θ縅罔57峅彳旄χ 

至実爾 
Understanding the Cross-country Productivity Gap of Exporters (with 

Toshiyuki Matsuura and Lionel Nesta) 

0ǚĽ嘖 

蹙 迯 7 鏤 26 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Zaifu YangθUniversity of Yorkχ 

至実爾 Decentralised Random Competitive Dynamic Market Processes   

0ǚĄ嘖 

蹙 迯 7 鏤 22 蹙θ襯χ12:10が13:10 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 彳団鴇譯瑶θ縅罔57峅彳旄χ 

至実爾 

Industrial cluster policy and transaction networks: Evidence from firm-

level data in Japan  

(joint with Toshihiro Okubo, Tetsuji Okazaki, and Eiichi Tomiura) 

0ǚǜ嘖 

蹙 迯 7 鏤 21 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Jan J. J. GroenθFederal Reserve Bank of New Yorkχ 

至実爾 Oil Market Shocks and Economic Activity: Redux   

0ǚǚ嘖 

蹙 迯 7 鏤 19 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 樅鑚ニ滲θ蹣xvゅ彳旄χ 

至実爾 
Hidden order strategies and market quality in a dynamic limit order 

market 

0ǚǘ嘖 

蹙 迯 
7 鏤 12 蹙θ涖χ16:50が18:35 せ蒜柏ŹCARF 婚飼字識腰襯〒擁㎏碕譏九

檮睛€お抵恨 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Florin BidianθGeorgia State Universityχ 

至実爾 Bubbles and trading volume 

0ǚǖ嘖 蹙 迯 7 鏤 7 蹙θ鑵χ16:50が18:35 



39 

 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 戻褫裴朝θ4/11胥彳旄χ 

至実爾 Capital Controls and Financial Frictions in a Small Open Economy 

0ǚǹ嘖 

蹙 迯 7 鏤 7 蹙θ鑵χ12:10が13:10 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 閹ゅ♤瀧θ瀧㌍彳旄χ 

至実爾 
Assortative Matching of Exporters and Importers (joint with Kensuke 

Teshima and Enrique Seira) 

0ǘŤ嘖 

蹙 迯 7 鏤 5 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 黜衷グθテ妙hχ 

至実爾 Inflation levels and fluctuations in a state-dependent pricing model 

0ǘŞ嘖 

蹙 迯 7 鏤 5 蹙θ涖χ12Ź10が13Ź10 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 褫ゅ 働稚θStanford Universityχ 

至実爾 
Full Surplus Extraction and within-period Ex Post Implementation in 

Dynamic Environments   

0ǘŚ嘖 

蹙 迯 6 鏤 30 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Damiano SandriθInternational Monetary Fundχ 

至実爾 
Dealing with Systemic Sovereign Debt Crises: Fiscal Consolidation, Bail-

ins or Official Transfers? 

0ǘĽ嘖 

蹙 迯 6 鏤 28 蹙θ涖χ 16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 不ゅ⑵糧θ4/11胥彳旄χ 

至実爾 
Moral hazard versus adverse selection in financial contracting (with 

Iichiro Uesugi and Hiromichi Iwaki) 

0ǘĄ嘖 

蹙 迯 6 鏤 24 蹙θ襯χ16:50が18:35 せ睛ぁ35ヴ宍実屍斯辞紫寺碕蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 摩も滿44領 θ不勇燔χ 
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至実爾 
嚔褊10︸ヴ二昨赱嫻╪坤2008SNA墾匙昨82⊕削肴哉崎  

せ2008SNA 82⊕削輸際傘シ軛抵 

0ǘǜ嘖 

蹙 迯 6 鏤 23 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Alexander Monge-NaranjoθFederal Reserve Bank of St. Louisχ 

至実爾 Capital in the World Economy 

0ǘǚ嘖 

蹙 迯 6 鏤 21 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 晧ゅ♤2/9θ彳悗彳旄χ 

至実爾 
Competitive Market Achieves the Greatest Happiness of the Minimum 

Number 

0ǘǘ嘖 

蹙 迯 6 鏤 16 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Ǔ樅眺睚θGoethe University Frankfurtχ 

至実爾 
A General Equilibrium Approach to Decomposing the Wage Inequality 

(joint with Manuel Macera) 

0ǘǖ嘖 

蹙 迯 6 鏤 16 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χ2 艹  

椌歹思執児仕鴫執旨識実痔 

æ←k John KennanθUniversity of Wisconsin at Madisonχ 

至実爾 
Spatial Variation in Higher Education Financing and the Supply of 

College Graduates 

0ǘǹ嘖 

蹙 迯 6 鏤 14 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 彳ガ把θSingapore Management Universityχ 

至実爾 Quantity Discounts and Capital Misallocation in Vertical Relationships 

0ǖŤ嘖 

蹙 迯 6 鏤 9 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 戻楙蹣丰θ縅罔57峅彳旄χ 

至実爾 
Policy Uncertainty and the Cost of Delaying Reform: A Case of Aging 

Japan   

0ǖŞ嘖 蹙 迯 6 鏤 7 蹙θ涖χ16:50が18:35 
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寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 嘆歹彳Ûθ椌㍉僭56彳旄χ 

至実爾 Limited Attention and Revealed Preference   

0ǖŚ嘖 

蹙 迯 6 鏤 4 蹙θ圓χ10:00が12:00 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǘ止璽試実曦 

æ ← k

至実爾  

℧ 10Ź 00が 11Ź 00℧  Partick ReyθToulouse School of Economics, 

GREMAQ, IDEI and CEPRχ  

Prizes versus Contracts as Incentives for Innovation (joint withYeon-

Koo Che and Elisabetta Iossa) 

℧11Ź00が12Ź00℧ Michael RiordanθEconomics Department, Columbia 

Universityχ  

Privacy Protection (joint with Bruno Jullien and Yassine Lefouili) 

0ǖĽ嘖 

蹙 迯 6 鏤 2 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Mikhail GolosovθPrinceton Universityχ 

至実爾 Fiscal Policy and Debt Management with Incomplete Markets   

0ǖĄ嘖 

蹙 迯 
5 鏤 26 蹙θ鑵χ16:50が18:35 せ端柏Ź爾屍竺10︸旄宍実屍斯辞紫寺 蒜柏Ź

CARF 婚飼字識腰襯〒擁㎏碕譏九檮睛€お抵恨 

寢 脉  

æ←k Heng ChenθUniversity of Hong Kongχ 

至実爾 The Great Famine and Household Saving in China 

0ǖǜ嘖 

蹙 迯 5 鏤 26 蹙θ鑵χ11:30が13:00 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Thibault FallyθUniversity of California at Berkeleyχ 

至実爾 
Firm Heterogeneity in Consumption Baskets: Evidence from Home and 

Store Scanner Data 

0ǖǚ嘖 

蹙 迯 5 鏤 24 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 鯏衷翌睚θ庁楯彳旄χ 

至実爾 Strategic Ambiguity and Information 

0ǖǘ嘖 
蹙 迯 5 鏤 17 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  
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0ǖ止璽試実曦 

æ←k Debasis MishraθIndian Statistical Instituteχ 

至実爾 Balanced Ranking Mechanisms (joint with Tridib Sharma) 

0ǖǖ嘖 

蹙 迯 
5 鏤 12 蹙θ鑵χ16:50が18:35  

せCARF 婚飼字識腰襯〒擁㎏碕譏九檮睛€お抵恨碕昨蒜柏 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Kristoffer P. NimarkθCornel Universityχ 

至実爾 Delegated Information Choice (joint with Stefan Pitschner)   

0ǖǹ嘖 

蹙 迯 5 鏤 10 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 6騷▕θ蹙鑚饗⊕χ 

至実爾 
Inflation Determinacy at the Zero Lower Bound: A Global Game 

Approach 

0Ť嘖 

蹙 迯 4 鏤 28 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 朞楙ーpθ陬庁彳旄χ 

至実爾 
The Macroeconomic Effects of Unconventional Monetary Policies in 

Japan 

0Ş嘖 

蹙 迯 4 鏤 26 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 椌頓57軛θ蹣xvゅ彳旄χ 

至実爾 Network-Motivated Lending Decisions 

0Ś嘖 

蹙 迯 4 鏤 21 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Davin ChorθNational University of Singaporeχ 

至実爾 Internalizing Global Value Chains: A Firm-Level Analysis 

0Ľ嘖 

蹙 迯 ǜ鏤 19 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 朞滿彳跳θ瀧㌍彳旄χ 

至実爾 
Geography and Realty Prices:Evidence from International Transaction-

Level Data (joint with Chihiro Shimizu and Iichiro Uesugi) 



43 

 

0Ą嘖 

蹙 迯 4 鏤 18 蹙θ鏤χ15:00が16:30 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Veikko ThieleθQueen's Universityχ 

至実爾 
Fostering Entrepreneurship: Backing Founders or Investors? (joint with 

Thomas Hellmann) 

0ǜ嘖 

蹙 迯 4 鏤 13 蹙θ靱χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Refet GurukaynakθBilkent Universityχ 

至実爾 Inflation Experience and Inflation Expectations: Spatial Evidence 

0ǚ嘖 

蹙 迯 4 鏤 12 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k Andrea PratθColumbia Universityχ 

至実爾 
CEO Behavior and Firm Performance (joint with Oriana Bandiera, 

Stephen Hansen and Ra aella Sadun) 

0ǘ嘖 

蹙 迯 4 鏤 7 蹙θ鑵χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 胥闌 らθ蹣xvゅ彳旄χ 

至実爾 Money Supply and Credit in a Cashless Economy 

0ǖ嘖 

蹙 迯 4 鏤 5 蹙θ涖χ16:50が18:35 

寢 脉 
陬庁彳旄彳旄㾱10︸旄€お56 旄△凋㍿鰲 θ椌歹次実識χǖ艹  

0ǖ止璽試実曦 

æ←k 停ホ44糧θ瀧㌍彳旄χ   

至実爾 
Information Acquisition, Decision Making, and Implementation in 

Organizations (joint with Kimiyuki Morita)   
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榻埴 2 曇慕€お寺竺施史屍詞寤櫓鎬 

θǖχ 

 

€お巠¥ 臘△便褫不昨ぎョ磽燦盆六裁冴€お明æ昨旨侍識士実飼実蘿ヴ 

あネkθ蒜輪€お昨寢淋朔鎚←kχ€お曚跖ノ潰k   里滿⑵漾 

脉榧㎏輸里索へ隣  蹣xvゅ彳旄質1/6抵56旄f淋旄△㾱質沸讙藪 

ǖḿ €お曚跖齪ギ 

 鑚€お朔腰吊黻戻昨臘△ɚ%頹削嫻咲采臘△質îゖ昨旨侍識士実飼実亦霙燦赱裁哉跏

堙埼ヴ印裁腰吊黻昨€お明æ昨1/6抵ɚ式祉実執燦蘿ヴ際傘祭碕燦¥ɚ碕裁冴甑Jaffe (1

986)通陋腰提35ɚ削ぁ哉晒参崎哉傘臘△ɚ%頹朔腰┦骨作飼式嗣実斯辞執歳再傘雑昨

昨腰嫻鑚ɚ削臘△便廋琢昨Yさ治実詞児四式士削嫻咲哉崎採三腰臘△便廋不使昨ぎョ磽

燦i綰際傘祭碕歳埼済作哉甑裁栽裁腰臘△便廋不使埼昨吊黻昨臘△ɚコ坿燦コ傘碕彌┦

作廸尤燦コ在崎哉傘祭碕朔腰鎚←kĜ昨⊕榊崎哉傘輸’€おθKitahara and Oika

wa (2017)χ埼ヌ柆細参崎採三腰罪参燦盆六裁冴臘△ɚ%頹碕旨侍識士実飼実昨赱冴作

莉④燦転傘祭碕埼腰癩陋昨たプ燦皿三㊪薩傘祭碕歳埼済傘碕i彩冴甑 

 プ貭埼朔腰擦剤腰吊黻戻昨臘△ɚ%頹燦印傘┦骨作腆堙削肴哉崎昨支実持使燦⊕榊

冴甑祭参朔腰祭参擦埼削蛬偖細参崎済冴豬彌采昨臘△ɚ%頹昨齪矗昨嘆埼腰w靭削睛載

崎鷺参燦砺妻冊済作昨栽燦i彩傘薇昨筮寤碕裁崎腰曇骨昨%頹齪矗昨Y盍腰罪参晒燦母

ぁ裁冴蹈斂€お昨¥ɚ腰i綰細参崎哉傘ギ標碕細参崎哉作哉ギ標腰%頹齪矗輪廂昨輸逃

作鷺燦豺X裁崎採采冊済埼再傘碕i彩冴冴薩埼再傘甑臘△ɚ%頹昨齪矗朔腰濯肴削市識

実寺便砕細参腰瀧肴¥朔腰Jaffe昨㋷さ削`蘢ɚ削’作傘腰吊黻歳鴇鐚際傘Yさ昨臘△

便褫琢昨盆便燦持屍詞識尤裁腰持屍詞識戻昨ブ燵っ燦ぁ哉崎%頹齪矗尤裁冴雑昨埼再

傘甑忠肴¥昨始至指式実朔腰0烝æ寨裁崎済冴雑昨埼腰Jaffe昨㋷さ削檮裁腰臘△便褫

戻昨輸逃磽燦盆六裁冴雑昨埼腰Bloom, Schankerman, and van Reenen (2013)削鎚

←細参傘甑濯肴¥昨始至指式実朔腰Yさ昨瑰ぁ筮寤削fl¥裁腰瑰ぁ昨裴じ昨燵淋哉昨彌

檜削皿榊崎吊黻昨臘△ɚ作滔ぎ燦莉④尤際傘跏堙埼腰Stuart and Podlny (1996)歳菱

唎燦肴砕冴腆堙埼再傘甑 

 瑰ぁ裴じ昨筮寤燦ぁ哉傘祭碕昨瀧肴昨母珵朔腰蹈斂昨臘△便廋昨霪04札削あ晒参作

哉臘△ɚ作%頹燦暼57際傘祭碕歳埼済傘祭碕埼再傘甑Yさ便廋昨嚔薇嫻╪雑う嚔Yさ

僭④煬昨†G便廋雑腰臘△明æ鯖ペ黻昨廸尤腰Yさ檮ょ昨廸尤作鷺削睛載崎⺿迯鍮赱細

参崎朔哉傘歳腰Qw削楊燼削檮睛埼済傘廋昨雑昨埼朔作哉甑罪昨冴薩腰臘△明æ昨旨侍

実詩歳蹣采腰廸尤歳彳済哉ｸ峩埼朔腰蹈斂昨便廋削淘茹裁際災傘碕鑚ョ燦コゲ傘禳参歳

再傘甑罪祭埼腰鑚€お埼朔腰瑰ぁ裴じ昨燵淋哉栽晒癧晒参傘筮寤燦腰Jaffe削慱擦傘提

35ɚ作臘△ɚ%頹齪矗碕04札淋撒在冴赱裁哉莉④燦暼57裁冴甑 

 視実祉朔腰NBER-USPTO視実祉止紫詞碕腰Compustat昨吊黻視実祉燦ぁ哉冴甑197

6烝栽晒2006烝昨腰6162裁崎€お明æ謚箆歳:ィ埼済傘う嚔昨琢寢吊黻燦檮ょ碕裁崎腰

直1/6昨€お明æ栽晒昨旨侍識士実飼実亦霙燦蘿ヴ裁冴甑旨侍識士実飼実燦葹彩傘削薇
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裁崎朔腰吊黻戻昨臘△ɚ%頹昨ヴ印燦腰Jaffe削嫻咲采提35ɚ作莉④碕腰瑰ぁ裴じ燦盆

六裁冴†G昨莉④昨辿跏燦ぁ哉冴甑蘿ヴ昨跏堙朔腰Bloom et al (2013)削嫻咲哉崎採

三腰邑㊐削ヮ彩柵腰吊黻昨€お明æ昨耨霙燦ョツ豺細参冴Yさ昨あネ豬碕裁腰鷺昨皿妻

作シ軛ギ嗽埼€お明æ耨霙歳廸尤際傘栽燦コ崎哉傘甑疆菇腰G1/6昨€お明æ謚箆鯖煮履

昨49G朔痣壚歳再傘坂山妻歳腰輪迯削臘△ɚ削0哉直1/6歳鷺参坂砕€お明æ燦⊕榊崎

哉傘栽雑痣壚歳再傘療1磽歳再傘甑罪昨逃豬燦旨侍識士実飼実逃豬碕倭珊埼哉傘甑プ貭

埼朔腰瀧肴¥昨蘿ヴ碕裁崎腰瑰ぁ裴じ燦i綰裁作哉提35ɚ作臘△ɚ%頹燦ぁ哉冴莉④埼

旨侍識士実飼実逃豬昨蘿ヴ燦⊕榊冴甑罪昨薇腰1990烝縫癆埼支執寺識鑢戻燦忠肴削便

砕崎哉傘甑祭参朔腰1980烝鎚燦〛載冴仔磁式始昨Yさ謦儋θ寺竺質歯至執詞譏九匙昨¹

蜃χ削皿傘├〝廸尤燦i綰裁冴雑昨埼再傘甑祭参燦コ傘碕腰1990烝擦埼昨旨侍識士実

飼実逃豬朔腰鐚粤削塡昨弐燦流傘歳腰通渗昨鑢戻埼朔逃豬朔治施至伺字埼朔再傘雑昨昨

鐚粤磽朔作采作榊崎哉傘祭碕歳コ箆細参冴甑祭参朔腰旨侍識士実飼実燦〛載冴€お明æ

ブペ磽昨塁琢亦霙歳モ阪崎済崎哉傘祭碕燦1/5伜際傘甑雑裁€お明æ昨塡昨弸使亦霙歳

鼬ヨ削徹託裁崎哉傘昨埼再参柵腰€お明æ謚箆昨fブペ磽耨摩匙昨式祉実執鯖腰€お明

æぃ妹襯譏九昨鎮勉作サ⑪歳廸撒榊崎采傘θ罪雑罪雑ぃ妹襯昨盻ギ磽際晒作采作傘療

1磽雑再傘χ冴薩腰緖ズ埼済作哉儁巠碕作傘甑裁栽裁腰瑰ぁ裴じ昨燵淋哉燦盆六際傘碕

や歳廸撒榊崎采傘甑瑰ぁ裴じ削皿榊崎印晒参傘臘△便褫不使昨ぎョ磽昨彳済細朔腰支執

寺識鑢戻燦〛載崎晧暼裁崎採晒剤腰倻邑ツ作湊済燦裁崎哉傘歳腰Y削腰癆湧昨支執寺識

鑢戻埼朔崢盆昨麦塁削再傘祭碕歳:ィ埼済傘甑便褫不使昨ぎョ磽歳珽砕参柵腰罪参燦緖

ズ裁冴迯削0哉皿妻削コ彩崎雑腰曚薇昨%頹朔崢裁崎採三腰旨侍識士実飼実亦霙燦煮椌

は燈際傘祭碕削肴作歳三癧傘甑祭妻裁冴臘△便褫不使昨ぎョ磽昨91燵燦i綰削評参傘

碕腰旨侍識士実飼実逃豬朔支執寺識昨癆湧埼雑鐚粤削塡埼腰サ⑪雑G1/6昨€お明æ謚箆
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θǘχ 

 

€お巠¥   枕畑滲寢削採砕傘辻跳04れ昨10︸便霍ŹXプ碕譏九ɚ零粤 
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採哉崎坤滲寢尤至旨詞墾埼縫蛬削細参崎哉傘皿妻作鎚鏥ɚ作痺某燦霙冴際昨栽鷺
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k歳注哉削林G昨痺某燦友便霙冴際祭碕埼ョ昨珽哉枕畑滲寢燦痂耨裁崎哉傘療
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使寺栽L祉使寺栽削肴哉崎潰粤昨徳矗燦莵肴碕際傘. 辻跳黻k歳哉作哉w靭埼腰

 H祉使寺昨吊黻碕H祉使寺昨枕畑k戻昨流瑰燦持使施仔執志実痔埼ぇ;際傘甑

祭昨碕済腰θ宙癆ɚ削χ亦òɚ作碕済坂砕削流瑰歳I̊済傘皿妻作持使施仔執堊

⇌朔斂圻裁作哉甑祭参朔耿骨昨示視識削腰 筮寤昨10︸旄埼皿采î晒参崎哉傘爾

使耳実氏執質支祉実旨司史使詞暼XθMyerson and Satterthwaite,1983)燦鎮

ぁ裁冴雑昨碕輪載14プ埼再傘甑 

 

解  辻跳枕畑滲寢燦i彩傘甑滲寢埼朔, 林吊黻昨沪なブペ磽碕林枕畑k昨ほ鴇燈弐

削輸際傘哉采肴栽昨阯鍔腰採皿索林吊黻朔モ琢砦燦ギー裁作栽榊冴枕畑k燦ミ

邊際傘祭碕朔作哉祭碕燦粤六際傘に鎚鏥磽阯鍔θKelso and Crawford,1982χ

歳▕冴細参傘碕際傘甑 擦冴腰 林辻跳黻k朔屍鹿使仔執詞吊黻昨冴薩削, Kelso

 and Crawford (1982)埼蛬偖細参冴29諾ツ豺寺竺止旨θ爾紫糸執市燦転耨際傘
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回  鑚€お昨示視識削採哉崎朔腰Q曚昨堙サ奉碕輪┦削腰辻跳黻k歳癧傘腆豬賽朔

爾紫糸歳曚Q裁冴寢淋昨モ襯昨瀧暼柺ò碕裁崎暼瑟尤細参崎哉傘ḿ裁冴歳榊崎

珽モ襯昨爾紫糸執市栽晒朔珽哉腆豬賽率評歳曚Q際傘甑祭昨珵栽晒ブ耨裁妻傘

0瀧昨曚そ槻シ朔⅕烋堊モ襯歳珽哉θ01逗枕畑滲寢歳耨鉙裁崎採三珽燵朝闍歳

彌哉χ坿娵埼朔褊戻昨鐚賽へ黻問跳宙黻脉歳彌豬理評裁崎哉傘腰碕哉妻雑昨埼

再傘ḿ曚薇削⅕林楯暑燔p昨烋堊モ襯碕朝旅幽朝再冴三昨鐚賽へ黻問跳宙黻脉

豬碕昨輸逃燦ツ冊傘碕腰甓哉塡昨b輸歳:ィ細参冴甑祭昨0瀧昨槻シ昨》3裁

碕裁崎⅕0忠削⅕烋堊モ襯歳徹哉θ珽燵朝闍歳棍作采02逗枕畑滲寢昨磽駟歳甓

哉χ坿娵察鷺腰苗ɚ作緖賽へ黻問跳㎏輸昨歯児四実爾執旨歳珽哉腰碕哉妻槻シ

歳i彩晒参傘甑曚薇削楯暑燔p昨烋堊モ襯碕雌竺実宍実屍昨楷へò碕昨b輸燦

ヴ二際傘碕腰甓哉ヅ昨b輸歳コ箆細参冴甑0濯削腰雌竺実宍実屍昨黻妙昨慕昨

莉④碕裁崎腰吊黻栽晒杼在晒参冴ー朝歳鷺昨91燵▕冴細参冴栽燦1/5際髭æò歳

再傘ḿ楯暑燔p昨烋堊モ襯碕雌竺実宍実屍昨ー朝髭æò碕昨b輸燦ヴ二際傘碕腰

甓哉ヅ昨b輸歳コ箆細参冴甑祭昨14霙朔腰楷へò燦ぁ哉冴寢淋碕輪┦削⅕モ襯

歳徹采02逗枕畑滲寢昨磽駟歳甓哉坿跏昨10︸埼朔雌竺実宍実屍昨裴ギ磽鯖亦

ò磽歳珽哉腰碕哉妻ミ蜚碕豺淋ɚ埼再傘ḿ通琢昨皿妻削⅕鑚€お昨Xプɚ零粤

朔, Q曚昨枕畑滲寢昨視実祉碕豺淋ɚ埼再傘碕哉彩傘甑 

 

塊  縫;昨会栽晒回昨14霙栽晒腰蹙鑚昨枕畑滲寢埼朔雌竺実宍実屍碕褊戻辻跳黻k

朔坤滲寢尤至旨詞墾埼篶暼細参崎哉冴皿妻作鎚鏥ɚ輸逃削再傘昨埼朔作采腰殺

裁山2裴枕畑滲寢削採哉崎注哉削ぃ晢ɚ作痺某燦霙冴際療1磽歳再傘甑 徹モ襯

ー朝碕徹臘1ーへk昨爾紫糸執市栽晒腰褊戻辻跳㎏輸歳友便作母伀燦ã癧埼済

傘察鷺昨纏暴燦ã癧埼済作哉通琢腰02逗枕畑滲寢埼朔苗襯ぃ妹歳靭栽在作哉甑

曉褊昨辻跳㎏輸歳1/6抵翌ブ燦珽薩傘痂埼ぃ晢ɚ削鴪札便砕崎哉傘昨埼再参柵腰 

枕畑滲寢昨亦ò磽昨ヌ珵栽晒腰譏燔歳苗ɚへ黻問跳燦た㏌際傘昨朔鑒擦裁采作

哉碕哉彩傘甑 

 

 

ǘḿ €お耨霙æ←w靭θ旄抵っ寤櫓腰弁⊕プ貭っχ 

θǖχ止璽試実寤櫓 

巠¥ｗIntermediary Organizations in Labor Markets” 

寤櫓k 彳ú椈断質枡樸㊫ 

止璽試実隣 04嘖倀鴈苗コ彳旄10︸止璽試実 

曚跖寢脉 倀鴈苗コ彳旄彳旄㾱鰲 嘆抵た曦 
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明柏蹙迯 2017烝3鏤15蹙 16Ź20が18Ź00 

 

縫;昨€お耨霙ǖ-θǜχ埼;冊冴Xプɚ耨霙燦嘆盪削寤櫓裁冴甑 

 

θǘχプ貭 

巠¥ｗIntermediary Organizations in Labor Markets” 

嫩7k 彳ú椈断質埔琢済質枡樸㊫ 

TCER Working Paper Series削崎2017烝12鏤削苗明着暼甑 

 

縫;昨€お耨霙ǖ-θǜχ燦擦碕薩崎哉傘甑 宍実姿執市時実歯実碕裁崎擦碕薩冴癆腰 ⑼

弸旄△梵魔ア削舐Ⅺ燦着暼裁崎哉傘甑 
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榻埴 3 TCER 宍実姿執市時実歯実。2016 烝燵弁⊕便週 

 

E-111 . Masami Imai and Tuan Anh Viet Nguyen , "The Effects of Ethnic Chinese Minority on Vietnam’s 

Regional Economic Development in the Post-Vietnam War Period" March 2017. 

Abstract 

This paper examines the impact of the Hoa, an ethnically Chinese, economically dominant minority, on regional 

economic development in Vietnam. To address the endogeneity of the geographical distribution of the Hoa, we 

use an important historical episode: the rapid deterioration in Sino-Vietnamese diplomatic relationship that led 

many ethnic Chinese to flee abroad, particularly to the refugee camps in the Guangxi province of China, in 1979. 

We find that the effects of proximity to the refugee camps on the share of ethnic Chinese in 1989 were more 

pronounced for provinces that had a larger presence of the ethnic Chinese population in 1979. We also find strong 

correlations between the 1989 share of ethnic Chinese (instrumented) and contemporary indicators of economic 

performance. The results suggest that the ethnic Chinese minority had positive economic impacts on Vietnam’s 

regional economies and that the post-Vietnam War exodus of ethnic Chinese was likely to have had long-term 

negative economic impacts. 

 

E-110 . Yusuke Matsuki, "A Distribution-Free Test of Monotonicity with an Application to Auctions" September 

2016. 

Abstract 

This study develops a simple distribution-free test of monotonicity of conditional expectations. The test is based 

solely on ordinary least squares (OLS) and exploits the property between conditional expectation and projection; 

we prove that the monotonicity of a conditional expectation function restricts the sign of a corresponding 

projection coefficient. The estimated projection coefficient is used for a one-tailed t-test. The test -- which is 

notably simpler than other monotonicity tests -- is applied to bidding data from Japanese construction 

procurement auctions to empirically test first-price sealed bid auction models with independent private values 

(IPV), assuming the data are generated from a symmetric Bayesian Nash equilibrium. We regress the bid level 

on the number of bidders and use the estimated projection coefficient for testing. We find that the test results 

depend on public work categories. 

 

E-109 . Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto and Guozhong Zhu, "Is the Renminbi a Safe Haven?" July 2016. 

Abstract 

We investigate the relationship between market uncertainty and the relative value of the Renminbi against 

currencies that the safe haven literature typically considers as the traditional safe haven currency candidates. Our 

sample spans the February 2011 to April 2016 period. Band spectral regression models enable us to capture that 

the relationship between market uncertainty and the relative value of the Renminbi is frequency dependent. While 

we find evidence of some degree of safe haven currency behavior of the Renminbi during the early part of our 

sample, our findings do not support the suggestion that the Renminbi is currently a safe haven currency or that 

the Renminbi is progressing towards safe haven currency status. 
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E-108 . Kenjiro Hirata, Ayako Suzuki and Katsuya Takii, "Does Managerial Experience in a Target Firm Matter 

for the Retention of Managers after M&As?" May 2016. 

Abstract 

This paper examines how managers' tenures in target firms influence their probability of retention as board 

members after mergers or acquisitions in Japanese firms. It develops a model that distinguishes several 

hypotheses about the effect of tenure on separation. Our results suggest that experience as an employee increases 

firm-specific skills, but at the expense of the ability to learn new skills. However, experience as a board member 

does not have this effect in Japanese firms, the structure of which is known to encourage specific skills. Further, 

we provide a novel method to correct for selection biases when using data on managers. 

 

E-107 . Toshi H.Arimura, Shinji Kaneko, Shunsuke Managi, Takayoshi Shinkuma, Masashi Yamamoto and 

Yuichiro Yoshida, "Political Economy of Voluntary Approaches: A Lesson from Environmental Policies in 

Japan" April 2016. 

Abstract 

In this paper, we attempt to identify the reasons behind the differences in environmental policy between Japan 

and other developed countries, particularly the US. Japan’s environmental policy is unique in that voluntary 

approaches have been taken to reduce total emissions. This strategy is quite different from the traditional 

approach of heavy-handed regulation. In Japan, voluntary approaches are conducted through negotiations with 

polluters. The idea behind this type of voluntary approaches is that the government can induce polluters to abate 

emissions voluntarily by using light-handed regulations and the threat of heavy-handed regulations. The light-

handed regulation is quite effective especially when it is costly to introduce heavy-handed regulations, although 

the negotiations are difficult to conduct when the number of stakeholders is large. To strengthen our analysis, we 

provide some examples of Japanese environmental policies which are successful and the ones that are not. 

 

E-106 . Hiromi Hara, "Determinants and Effects of Worker-Initiated Training: Learning about Required 

Job Skills at the Workplace" April 2016. 

Abstract 

There are two main channels for a worker to accumulate human capital; firm-provided training and worker-

initiated training (jiko-keihatu). This study focuses on worker-initiated training---a learning activity to improve 

one's job skills outside of work hours at one's own expense---and examines the motivation underpinning it and 

its effects on wage growth, skill development, and job opportunities using a unique survey of Japanese workers. 

While the results indicate that there is no statistically significant immediate increase in wages from worker-

initiated training, thus perhaps causing workers to be hesitant to engage in it, it is also shown that worker-initiated 

training improves job skills and enhances job opportunities, which suggests that it could lead to a wage increase 

in the future. In addition, those who receive guidance from their supervisors about required skills at the workplace, 

and thus some insight into desirable work-related skills, are more likely to engage in worker-initiated training 

than those who have not received such guidance. Moreover, those who within the past three years participated in 

firm-provided training, the other opportunity for a worker to learn about required skills at the workplace, are also 
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more likely to participate in worker-initiated training. These results suggest that the introduction of a system to 

better inform workers about required job skills and the possible long-term effects of worker-initiated training 

could be effective in promoting it. 

 

J-16 . 鴈ゅゝ糧, o鑵8/11徂, "爾屍竺10︸斯辞紫屍碕吊黻昨⑼弸禍箆⊕湊 -Factor-Augmented VAR model

削皿傘便霍-" March 2017. 

齪ギ 

鑚プ貭埼朔腰琦鏥鴫実詞鯖達な GDP 碕哉榊冴爾屍竺10︸廸豬昨廸湊歳吊黻昨⑼弸禍箆⊕湊削諾彩傘

痣壚燦便霍裁崎哉傘甑Y削腰Factor-Augmented VARθFAVARχ示視識燦ぁ哉傘祭碕埼腰爾屍竺10︸廸

豬削I̊祭榊冴斯辞紫屍歳曇慕昨吊黻昨⑼弸敕抵1/6豬削諾彩傘痣壚燦軛晒栽削裁冴甑細晒削腰⑼弸敕抵

1/6燦莵冴作哉吊黻腰際作撒阪腰ヌ印弐歳死竺埼再傘吊黻雑便霍削04札Ů殺冴薩削腰FAVAR 示視識削

Tobit 示視識燦04札Ů珊坂荐甍示視識燦蛬1/5裁崎哉傘甑鑚プ貭昨便霍栽晒癧晒参冴14霙朔通託昨碕採

三埼再傘甑擦剤腰琦鏥鴫実詞昨崢燈削檮裁崎腰彌采昨吊黻歳⑼弸敕抵1/6燦崢盆細在崎哉傘祭碕歳便栽

榊冴甑裁栽裁腰便豌便ミ昨14霙腰琦鏥鴫実詞皿三雑達な GDP 昨跏歳吊黻昨⑼弸禍箆⊕湊削檮裁崎裴

ギ作痺某燦霙冴裁崎哉傘祭碕歳軛晒栽削作榊冴甑擦冴腰琦鏥鴫実詞昨廸湊歳⑼弸敕抵1/6豬削里拶際痣

壚歳瀧迯ɚ作雑昨埼再傘祭碕雑1/5細参冴甑 

 

J-15 . 樅託26, "陬庁楯癒使削採砕傘鴇つk昨旄餮敏艙⊕湊削輸際傘ヴ褻便霍" March 2017. 

齪ギ 

苗コ旄餮敏艙奉歳曚跖細参崎哉傘G汲典埼朔腰鴇つk朔嘆旄餮昨敏艙キ碕裁崎苗コ嘆旄栽45コ 

嘆旄栽昨忠k艙瀧埼朔作采腰45コ旄餮⅕莉暼旄餮θ餮癒不苗コ嘆旄餮χ腰敏艙奉旄餮θ餮癒弸苗コ 

嘆旄餮χ昨濯k栽晒敏艙裁崎哉傘甑祭妻裁冴Qょ削檮裁崎腰Xプɚ削朔腰讙テ麥ギ削採砕傘艹榴 

昨痣壚昨荐彳歳翊矗細参崎済冴歳腰曚そ€お昨49G朔友便削作細参崎哉作哉甑罪祭埼鑚€お埼 

朔⅕婚示賜市鹿児質嘆旄ブ昨達な VOL.79 鴇つk昨旄餮昨敏艙恨θ持資紫止鑷陋讙テ止執祉実χ 

削嫻咲済腰1/6抵10︸ɚ坿哲碕讙テ粤ゖ昨ヌ珵栽晒嘆旄餮削採砕傘敏艙⊕湊燦ヴ褻ɚ作鶺そ燦⊕ 

榊冴甑擦剤旄餮敏艙痂絣燦鶺そ裁冴 Hausman 鶺暼昨14霙栽晒朔腰旄餮敏艙昨痂絣歳狸補ɚ作 

├〝埼再傘祭碕歳:ィ細参冴甑逗削腰彌奡竺施紫詞示視識削皿傘便霍14霙栽晒朔腰45コ嘆旄餮 

採皿索敏艙奉旄餮燦敏艙裁冴鴇つk削蒜〛際傘Y盍碕裁崎腰1/6抵10︸ɚ坿哲鯖讙テ粤ゖ昨珽細 

歳:ィ細参冴甑鑚€お朔陬庁楯 2 癒削採砕傘宙刀€お昨38噬埼朔再傘歳腰Xプɚ削鶺ヹ細参崎 

済冴儁巠削檮裁崎腰曚そî燦沈諾際傘雑昨埼再傘甑 

 

J-14 . 淀ゅ凅40霤, 戻闌眺鎚, "徳ぁ襯爍冨y癆昨10刮謦冏亦霙 ―淋斗亦霙昨蘿ヴ―" May 2016. 

齪ギ 

鑚Ⅺ埼朔腰曇慕徳ぁ襯爍昨テ妙視実祉燦ぁ哉崎腰冨yθ淋斗χ削滬済Ů擦参冴徳ぁ襯爍昨10刮謦冏

亦霙燦鶺そ裁腰率D磽腰亦ò磽腰把廟磽昨ヌ珵栽晒腰視実祉昨寺竺紫詞腰滔昨鶺暼腰歯資識便霍削

皿榊崎淋斗亦霙燦蘿ヴ裁崎哉傘甑彬典ɚ削朔腰淋斗昨再榊冴烝燦嫻╪碕裁崎淋斗縫癆昨鑢戻燦碕

三腰淋斗θ擦冴朔◇淋斗χ徳ぁ襯爍昨テ妙莉④昨廸尤歳腰淋斗削輸諾裁作栽榊冴徳ぁ襯爍昨廸尤碕

滔歳再傘歳鷺妻栽燦柺Ï際傘甑便霍14霙皿三腰淋斗`癆腰瀧迯率D磽朔徹託際傘雑昨昨腰豬烝通不
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削淋斗通縫皿三珽采作傘祭碕腰10ホ泡㏌削皿榊崎亦ò磽朔珽擦傘祭碕腰Y削朝鍔ホò昨泡㏌歳禍殺

祭碕腰G滕ユ鑚柺ò昨謦冏歳コ晒参傘祭碕歳軛晒栽削作榊冴甑率D磽腰亦ò磽昨塁琢栽晒腰淋斗削

皿榊崎10刮歯児四実爾執旨朔謦冏際傘祭碕歳1/5伜細参傘甑 

 鑚Ⅺ昨Y盍朔腰冨y歳盆）裁冴 2000 烝鎚縫湧昨迯鑢燦零薩崎便霍裁腰便霍鑢戻嘆昨廟淋斗宙刀燦

ゆ出削ツ冊腰便霍檮ょ碕作傘淋斗宙刀燦艾箆裁冴祭碕腰淋斗昨再榊冴烝昨縫癆豬烝戻昨テ妙莉④

燦腰淋斗Ǹ◇淋斗徳ぁ襯爍斎碕削邊ヴ裁腰淋斗昨再榊冴徳ぁ襯爍碕輪楯暑燔p不埼輪鑢戻削瀧燵雑

淋斗削輸諾裁作栽榊冴徳ぁ襯爍昨テ妙莉④碕柺Ï燦⊕榊冴珵削再傘甑坿娵襯〒㎏輸昨淋斗歳冨索崢

盆麦塁削再三腰襯〒㎏輸昨再三跏歳⑪基細参崎哉傘甑淋斗昨亦霙燦軛晒栽削際傘祭碕埼腰淋斗歳鐚

亦作ブ済逼三腆漣碕作傘祭碕燦1/5裁冴甑 
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榻埴 4 TCER 思執児仕鴫執旨昨餐儋 

 

陬庁10︸€お止執祉実埼朔げ罪昨€お㌱湊昨瀧ｸ碕裁崎げ1962 烝燵栽晒搆烝 1 嘖げ罪昨烝昨€お至実

爾碕裁崎ゃ薩晒参冴Y暼昨儁巠削輸裁崎思執児仕鴫執旨燦明済げ止執祉実昨€お佻燦朔載薩げ熏采蹙

鑚昨10︸旄な昨嘆栽晒罪昨便褫削採砕傘梵魔朸燦敏珊埼げ寤櫓プ貭昨嫩7採皿索罪参晒昨プ貭削檮際

傘思磁執詞燦淘嵃裁げ思執児仕鴫執旨昨濂琢埼寤櫓碕ヹプ燦⊕妻祭碕削作榊崎哉傘く祭昨思執児仕鴫

執旨朔げ搆烝『敕滲削採哉崎明柏細参崎哉冴昨埼『敕思執児仕鴫執旨碕〛79細参崎哉冴く罪昨癆 1991

烝燵栽晒③馮削抵寢燦82裁冴冴薩③馮思執児仕鴫執旨碕〛79裁げQ圻埼朔 TCER 思執児仕鴫執旨碕倭

珊埼哉傘く 

 2012 烝 4 鏤燦雑榊崎げ祭昨 TCER 思執児仕鴫執旨朔 50 嘖燦ů彩冴甑罪昨至実爾削fl¥際傘碕げ採採

皿罪 3 肴昨迯鑢削癒便際傘祭碕歳埼済傘く0瀧昨迯鑢朔げ1963 烝 1 鏤削明柏細参冴0 1 嘖栽晒0 5 嘖

擦埼昨迯鑢埼再三げ祭昨戻昨思執児仕鴫執旨削採哉崎朔ぐ10︸耨摩け燦薩犀傘ヰ儁巠歳嘆盪至実爾碕裁

崎こ暼細参冴く0 6 嘖栽晒 1972 烝昨0 10 嘖擦埼歳0忠昨迯鑢埼再三げ祭昨迯鑢燦〛載崎蒜〛昨至実

爾碕裁崎ぐ蹙鑚10︸け昨Xプɚ曚そɚ€お歳敏柵参冴く罪裁崎げ0 11 嘖通渗昨思執児仕鴫執旨埼朔げ罪

参擦埼昨皿妻削思執児仕鴫執旨昨嫻鑚ɚ作端巠燦再晒栽載薩こ暼際傘昨埼朔作采げ林嘖昨寺竺市鹿痔

憖佻抵昨❖褻削皿榊崎蒜〛プ巠燦ゃ薩傘跏瑟歳碕晒参崎哉傘く 

 0 1 嘖栽晒轅烝燵擦埼昨思執児仕鴫執旨昨至実爾朔託ぇ昨烝←削擦碕薩崎再傘く祭昨烝←削1/5細参

崎哉傘皿妻削げ0 1 嘖栽晒0 9 嘖擦埼昨思執児仕鴫執旨埼朔げ罪昨た宙埴燦€お耨霙碕裁崎苗弁際傘

祭碕燦淀朋碕裁崎採三げ9 夫昨た宙埴歳檢窗鎬燒栽晒箆7細参冴く祭昨妻阪0 1 嘖思執児仕鴫執旨昨耨

霙婚聿癆蹙鑚昨10︸耨摩恨(椌朞翅徂健y)朔轆藁 39 烝燵昨蹙1010︸噪鎬貭尤ゥ燦溜ゥ裁崎哉傘く 

 0 10 嘖通渗昨思執児仕鴫執旨埼朔げ罪昨た宙埴昨苗弁燦`蘢昨¥ɚ碕朔在剤げヹプ罪昨雑昨削裴珵

燦18采碕哉妻跏酖歳碕晒参崎済冴く裁栽裁げた宙埴燦擦碕薩崎揺宝P削際冊済埼再傘碕哉妻粤コ歳€

お佻昨戻埼珽擦榊崎済冴冴薩げ0 16 嘖思執児仕鴫執旨通渗朔た宙埴燦寺竺市鹿痔憖佻昨y邊削皿榊

崎揺宝際傘祭碕碕作榊冴く 

 細晒削罪昨癆げた宙埴燦冨索塡瑟削箆7際傘跚殺歳珽擦三げ罪昨ヨh碕裁崎箆7細参冴腰0 21質22

嘖昨耨霙埼再傘婚蹙鑚昨ペ黻譏九恨(椌朞翅徂健こ恃褫塡柮こ過闌き徂健yげ陬庁彳旄箆7抵)朔げ嚔不弸

栽晒彳済作蝙¥燦邊薩げ48ざ歳う嚔昨箆71/6栽晒弁⊕細参崎哉傘く擦冴腰0 35質36 嘖昨耨霙埼再傘婚抵

1/6堙昨10︸旄恨θ濯ð09健こ4/11ゅ44Ⅷこ顰滿38断y腰陬庁彳旄箆7抵χ雑腰烋耨 11 烝燵昨蹙1010︸噪鎬

貭尤ゥ燦溜ゥ裁冴甑0 44 嘖栽晒腰擦冴裁柵晒采箆7細参作哉迯鑢歳62哉崎哉冴歳腰2016 烝燵削朔0

52質53 嘖昨耨霙埼再傘ぐ嚔薇10︸旄昨児竺執至伺仔けθ鑵闌03耨質鵲柮yχ歳腰陬庁彳旄箆7抵栽晒箆

7細参崎哉傘甑 

  

 

TCER思執児仕鴫執旨θ蹠質『敕思執児仕鴫執旨χ烝←思執児仕鴫執旨θ蹠質『敕思執児仕鴫執旨χ烝←思執児仕鴫執旨θ蹠質『敕思執児仕鴫執旨χ烝←思執児仕鴫執旨θ蹠質『敕思執児仕鴫執旨χ烝← 

 

0 1 嘖 ぐ聿癆蹙鑚昨10︸耨摩け  (1963 烝 1 鏤) 

0 2 嘖 ぐ蹙鑚昨テ譏襯〒け  (1964 烝 1 鏤) 

0 3 嘖 ぐ10︸耨摩瀧Xプ碕ヴ印け  (1965 烝 1 鏤) 
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0 4 嘖 ぐ10︸耨摩碕ユ═盆便け  (1966 烝 1 鏤) 

0 5 嘖 ぐ10︸耨摩Xプ昨寨鑒碕ゼ巠け   (1967 烝 1 鏤) 

0 6 嘖 ぐ蹙鑚昨ペ黻├〝碕ペ黻戻巠け  (1968 烝 1 鏤) 

0 7 嘖 ぐ蹙鑚昨襯〒け  (1969 烝 1 鏤) 

0 8 嘖 ぐ蹙鑚昨マ軫け  (1970 烝 1 鏤) 

0 9 嘖 ぐ蹙鑚10︸昨ヴ褻便霍け  (1971 烝 1 鏤) 

0 10 嘖 ぐ蹙鑚昨使執児鴫実斯辞執け  (1972 烝 3 鏤) 

0 11 嘖 ぐ抵蒜10︸旄昨ヰ戻巠け  (1973 烝 3 鏤) 

0 12 嘖 ぐ苗蒜10︸昨ヰ儁巠け  (1974 烝 3 鏤) 

0 13 嘖 ぐ嚔薇10︸昨ヰ戻巠け  (1975 烝 3 鏤) 

0 14 嘖 ぐ10︸旄昨嫻鑚戻巠け  (1976 烝 3 鏤) 

0 15 嘖 ぐ10︸旄昨嫻鑚儁巠け  (1977 烝 3 鏤) 

0 16 嘖 ぐ10︸譏九昨嫻鑚儁巠け  (1978 烝 3 鏤) 

0 17 嘖 ぐ10︸譏九昨嫻鑚儁巠け  (1979 烝 3 鏤) 

0 18 嘖 ぐ10︸譏九昨嫻鑚儁巠け  (1980 烝 3 鏤) 

0 19 嘖 ぐ10︸譏九昨嫻鑚儁巠け  (1981 烝 3 鏤) 

0 20 嘖 ぐ奉燵昨10︸便霍け  (1982 烝 3 鏤) 

0 21 嘖 ぐ聿癆蹙鑚昨ペ黻譏九け  (1983 烝 4 鏤) 

0 22 嘖 ぐ聿癆蹙鑚昨ペ黻譏九け  (1984 烝 1 鏤) 

0 23 嘖 ぐ蹙鑚昨爾屍竺10︸便霍け  (1985 烝 4 鏤) 

0 24 嘖 ぐ蹙鑚昨爾屍竺10︸便霍け  (1986 烝 3 鏤) 

0 25 嘖 ぐ睛ぁ璽屍竺10︸旄け  (1987 烝 3 鏤) 

0 26 嘖  ぐ滲寢ɚ敏艙碕苗蒜ɚ敏艙け  (1988 烝 4 鏤) 

0 27 嘖  ぐ滲寢ɚ敏艙碕苗蒜ɚ敏艙け  (1989 烝 4 鏤) 

0 28 嘖 ぐ蹙鑚昨㍿〛け  (1990 烝 3 鏤) 

0 29 嘖 ぐ蹙鑚昨襯〒け  (1991 烝 3 鏤) 

0 30 嘖 ぐ蹙鑚昨脉癧碕ユペ昨便盆け  (1992 烝 3 鏤) 

0 31 嘖 ぐ蹙鑚昨脉癧碕ユペ昨便盆け  (1993 烝 3 鏤) 

0 32 嘖 ぐ蹙鑚昨吊黻斯旨至痔け  (1994 烝 3 鏤) 

0 33 嘖 ぐ蹙鑚昨吊黻斯旨至痔け  (1995 烝 3 鏤) 

0 34 嘖 ぐ爾屍竺10︸旄碕 90 烝鎚昨蹙鑚10︸け  (1996 烝 3 鏤) 

0 35 嘖 ぐ吊黻碕流瑰昨堙碕10︸旄け  (1997 烝 3 鏤) 

0 36 嘖 ぐ吊黻碕流瑰昨堙碕10︸旄け  (1998 烝 3 鏤) 

0 37 嘖 ぐｸ峩昨10︸便霍け  (1999 烝 9 鏤) 

0 38 嘖 ぐじ邉㋷昨10︸便霍け  (2000 烝 11 鏤) 

0 39 嘖 ぐ蹙鑚10︸昨邉跚皓ｸけ  (2002 烝 2 鏤) 

0 40 嘖 ぐ鑒擦裁哉琦鏥b寢奉燵碕嚔薇戻昨ユ鑚82湊サ奉昨再三跏け 

             (2002 烝 7 鏤質2003 烝 3 鏤) 
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0 41 嘖 ぐ鑒擦裁哉琦鏥b寢奉燵碕嚔薇戻昨ユ鑚82湊サ奉昨再三跏け   

  (2003 烝 8 鏤質2004 烝 3 鏤) 

0 42 嘖 ぐ滲寢碕堙昨10︸便霍け (2005 烝 4 鏤) 

0 43 嘖 ぐ滲寢碕堙昨10︸便霍け (2006 烝 4 鏤) 

0 44 嘖 ぐ35淋昨譏汲10︸旄墾 (2008 烝 5 鏤) 

0 45 嘖 ぐ35淋昨譏汲10︸旄墾 (2009 烝 3 鏤) 

0 46 嘖 ぐ奉燵質04れ碕10︸æ寨墾 (2010 烝ǖ鏤) 

0 47 嘖 ぐ奉燵質04れ碕10︸æ寨墾 (2011 烝ǖ鏤) 

0 48 嘖 ぐ朝ɚユ鑚昨蹣鑢痂耨碕10︸駟滔昨達鎚戻61臙け (2011 烝 6 鏤) 

0 49 嘖 ぐ蹙鑚吊黻昨04れ謦儋碕歯児四実爾執旨Ź吊黻歯資識視実祉削皿傘便霍墾 

       (2012 烝 3 鏤) 

0 50 嘖 ぐ悄磽枕畑碕朝ɚユ鑚痂耨墾 (2012 烝 3 鏤χ 

0 51 嘖  "Frontier of Market Design"  (2013 烝 3 鏤) 

 (Western Economic Association International,  

 Pacific Rim Conference 昨Y慕止紫斯辞執碕裁崎明柏χ 

0 52 嘖 ぐ嚔薇10︸旄昨児竺執至伺仔け (2013 烝 12 鏤) 

0 53 嘖 ぐ嚔薇10︸旄昨児竺執至伺仔け (2014 烝 8 鏤) 

0 54 嘖  坤ｸ峩10︸旄昨児竺執至伺仔墾                (2016 烝 3 鏤) 

0 55 嘖  坤ｸ峩10︸旄昨児竺執至伺仔墾                (2016 烝 7 鏤) 
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ロḿ2016烝燵抵ヴ寤櫓 

 

苗Dテ嗹堙朝璈陬庁10︸€お𥞴篖稛籞 膅邑哲舢付䐢
56 ¥ 疆 烝 燵 縫 烝 燵 崢 ㏌

腭璈ユペ癮使

臤臖㍿湊ユペ

Q襯娣襯 シキケザジキシスコ ジキゴスザキコシジ 杝ァゲキゴコジキザスザ
縫腴襯 ゲキゲスケキケズゴ コズキジゲサ ゲキゲザケキゴジズ
㍿湊ユペ淋ヴ ジキコゴジキジジザ ジキサゲサキズスゲ 杝ァゲジジキコケシ

𦣪臖嚠暼ユペ

ォ臤オァY暼ユペ

埞苗D¥ɚ鴇鐚ユペ ジゲキザゲシキシケケオォァァァァァァァ ジゲキザジザキケケケオォァァァァァァァ 杝ァザスキサケケオォァァァァァァァァァ
璈璈邊〛娣襯 ゲキケケケキケケケ ケ ゲキケケケキケケケ
暼鑢娣襯 コケキザケケキケケケ コゲキザケケキケケケ 杝ァゲキケケケキケケケ
舐ユ鐚燈そ峰 ザケキケゲシキシケケ ザケキケジザキケケケ 杝ァザスキサケケ

埰っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ ゴキケケケキケケケオォァァァァァァァァァ ゴキケケケキケケケオォァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
暼鑢娣襯 ゴキケケケキケケケ ゴキケケケキケケケ ケ
Y暼ユペ淋ヴ ジサキザゲシキシケケ ジサキザジザキケケケ 杝ァザスキサケケ

ォ𦣪オァ㾮癮直嚠暼ユペ

稊竴穪磾𥖧磕 コサザキケケケ サザザキケケケ 杝ァコゲケキケケケ
貉襯 スズコキズスケ スズコキズスケ ケ
㾮癮直嚠暼ユペ淋ヴ ゲキゲゴジキズスケ ゲキゴサジキズスケ 杝ァコゲケキケケケ
嚠暼ユペ淋ヴ ジザキシザサキザスケ ジザキズココキズスケ 杝ァコシスキサケケ
ユペ淋ヴ スコキスズコキゴザザ スゴキゴゴジキズシゲ 杝ァササザキシケシ

膻璈ヅ曝癮使

臤臖㍿湊ヅ曝

鑷腴襯 ゴジサキジコジ コゴズキスシケ ゲゴサキスシジ
娣瞤襯 ゲゲキゲズザ ジキジスサ ゴキサゲゲ
㍿湊ヅ曝淋ヴ ゴスザキズココ コサジキシササ ゲゴスキコジス

𦣪臖嚠暼ヅ曝

嚠暼ヅ曝淋ヴ ケ ケ ケ
ヅ曝淋ヴ ゴスザキズココ コサジキシササ ゲゴスキコジス

臊璈塡六テペ癮使

臤臖莉暼塡六テペ

溜流杼沈襯 ゲキシケスキゴケケ ゲキシケスキゴケケ ケ
膅畽瘜嫻鑚テペ盨癮髭疆巸䐢 ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
膅畽瘜Y暼ユペ盨癮髭疆巸䐢 ゲキシケスキゴケケオォァァァァァァァァァ ゲキシケスキゴケケオォァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ

𦣪臖瀧め塡六テペ

瀧め塡六テペ スケキスズスキゲゴゴ スゲキサスコキケゲジ 杝ァザスゴキススサ
膅畽瘜嫻鑚テペ盨癮髭疆巸䐢 ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
膅畽瘜Y暼ユペ盨癮髭疆巸䐢 ジコキズケスキゴケケオォァァァァァァァ ジコキズシシキジケケオォァァァァァァァ 杝ァザスキサケケオォァァァァァァァァァ
塡六テペ淋ヴ スコキザケシキサゴゴ スゴキケズケキゴゲジ 杝ァザスゴキススサ
ヅ曝里皨塡六テペ淋ヴ スコキスズコキゴザザ スゴキゴゴジキズシゲ 杝ァササザキシケシ

ヘァ難ァ檮ァ軏ァ←
膅烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙Q圻䐢
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56 ¥ 苗D¥ɚ宙黻抵ヴ 率D宙黻っ抵ヴ 堙 朝 抵 ヴ 淋 ヴ

腭璈ユペ癮使

臤臖㍿湊ユペ

Q襯娣襯 ジコキジザゴ ケ ザキズスサキズコズ シキケザジキシスコ
縫腴襯 ゲキゲスケキケズゴ ケ ケ ゲキゲスケキケズゴ
㍿湊ユペ淋ヴ ゲキコザコキスサシ ケ ザキズスサキズコズ ジキコゴジキジジザ

𦣪臖嚠暼ユペ

ォ臤オァY暼ユペ

埞苗D¥ɚ鴇鐚ユペ ジゲキザゲシキシケケオォァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ジゲキザゲシキシケケオォァァァァァァァ
ァァァァァ邊〛娣襯 ゲキケケケキケケケ ケ ケ ゲキケケケキケケケ
暼鑢娣襯 コケキザケケキケケケ ケ ケ コケキザケケキケケケ
舐ユ鐚燈そ峰 ザケキケゲシキシケケ ケ ケ ザケキケゲシキシケケ

埰っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゴキケケケキケケケオォァァァァァァァァァ ゴキケケケキケケケオォァァァァァァァァァ
暼鑢娣襯 ケ ケ ゴキケケケキケケケ ゴキケケケキケケケ
Y暼ユペ淋ヴ ジゲキザゲシキシケケ ケ ゴキケケケキケケケ ジサキザゲシキシケケ

ォ𦣪オァ㾮癮直嚠暼ユペ

稊竴穪磾𥖧磕 コサザキケケケ ケ ケ コサザキケケケ
貉襯 コシジキスズサ ケ シコザキケスシ スズコキズスケ
㾮癮直嚠暼ユペ淋ヴ ザゲコキスズサ ケ シコザキケスシ ゲキゲゴジキズスケ
嚠暼ユペ淋ヴ ジコキケコズキサズサ ケ ゴキシコザキケスシ ジザキシザサキザスケ
ユペ淋ヴ ジゴキコスコキゴサケ ケ ズキシゲケキケゲザ スコキスズコキゴザザ

膻璈ヅ曝癮使

臤臖㍿湊ヅ曝

鑷腴襯 ココサキコザコ ゲザケキサジザ ゴジサキジコジ
娣瞤襯 ゴキサゲゲ ジキジスサ ゲゲキゲズザ
㍿湊ヅ曝淋ヴ ココジキシシゴ ケ ゲザスキコザズ ゴスザキズココ

𦣪臖嚠暼ヅ曝

嚠暼ヅ曝淋ヴ ケ ケ ケ ケ
ヅ曝淋ヴ ココジキシシゴ ケ ゲザスキコザズ ゴスザキズココ

臊璈塡六テペ癮使

臤臖莉暼塡六テペ

溜流杼沈襯 ゲキシケスキゴケケ ケ ケ ゲキシケスキゴケケ
膅畽瘜嫻鑚テペ盨癮髭疆巸䐢 ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
膅畽瘜Y暼ユペ盨癮髭疆巸䐢 ゲキシケスキゴケケオォァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゲキシケスキゴケケオォァァァァァァァァァ

𦣪臖瀧め塡六テペ

瀧め塡六テペ ジゲキササシキゴジジ ケ ズキサザゲキジザシ スケキスズスキゲゴゴ
膅畽瘜嫻鑚テペ盨癮髭疆巸䐢 ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
膅畽瘜Y暼ユペ盨癮髭疆巸䐢 シズキズケスキゴケケオォァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゴキケケケキケケケオォァァァァァァァァァ ジコキズケスキゴケケオォァァァァァァァ
塡六テペ淋ヴ ジゴキケザサキシジジ ケ ズキサザゲキジザシ スコキザケシキサゴゴ
ヅ曝里皨塡六テペ淋ヴ ジゴキコスコキゴサケ ケ ズキシゲケキケゲザ スコキスズコキゴザザ

ヘァ難ァ檮ァ軏ァ←ァ不ァざァ←
膅烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙Q圻䐢
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苗Dテ嗹堙朝璈陬庁10︸€お𥞴篖稛籞 膅邑哲舢付䐢

56 ¥ 疆 烝 燵 縫 烝 燵 崢 ㏌

腭臖瀧め塡六テペ崢㏌癮使

臤臖10濟崢㏌癮使

ォ臤オァ10濟率D

埞ァY暼ユペ殺ぁD ゲジシキジザズオォァァァァァァァァァァ ココスキジコケオォァァァァァァァァァァ 杝ァザゲキズシゲオォァァァァァァァ
Y暼ユペ溜流母穢 ゲジゲキゲゴシ コココキサズコ 杝ァザゲキゴザシ
Y暼ユペ溜流母穢蔆鏥巸 ザキシコゴ シキココス 杝ァシケザ

埰ァ宙黻率D ゲキコスズキシサズオォァァァァァァァ ススケキケケケオォァァァァァァァァァァ サケズキシサズオォァァァァァァァァァァ
陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォテビナヂオ率D膅苗臤䐢 ゲキコスズキシサズ ススケキケケケ サケズキシサズ

㙊ァ溜流杼沈襯 ゲケキケケケキケケケオォァァァァァァ ゲケキゴケケキケケケオォァァァァァァ 杝ァゴケケキケケケオォァァァァァァ
溜流杼沈襯 ゲケキケケケキケケケ ゲケキゴケケキケケケ 杝ァゴケケキケケケ

埸ァ邉率D スゴオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゲキザザズオォァァァァァァァァァァァァァ 杝ァゲキサジシオォァァァァァァァァァ
溜流母穢 スゴ ゲキザザズ 杝ァゲキサジシ
10濟率Dヴ ゲゲキサシシキサズゲ ゲゲキサゲケキコジズ ザシキコゲコ

ォ𦣪オァ10濟ホぁ

埞ァ宙黻ホ スキズゲゴキザケゴオォァァァァァァァ スキズシゲキゴゲゴオォァァァァァァァ 杝ァサジキスゲケオォァァァァァァァ
嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻ホ膅苗臤䐢 サキザサジキシゴサ ゴキサケゲキゴズケ ゲキゲサシキコササ
旄△€お凋㍿透禍宙黻ホ膅苗𦣪䐢 ゲキザサズキゴザゴ コキゴジケキザスサ 杝ァスコゲキコゴゲ
鏘菱ヨ旄△€お謚蝠宙黻ホ膅苗臬䐢 ススゲキズスシ ゲキゲスケキスサケ 杝ァコズスキスザサ
苗D¥ɚ蒜〛宙黻ホ ゲキズゴサキザゴケ コキケケスキサズズ 杝ァジゴキズシズ
憖う€おツ颱宙黻ホ膅率臤䐢 ケ ケ ケ
埰ァっXホ ゴキケシサキゲジコオォァァァァァァァ コキズコサキゴサズオォァァァァァァァ ゲゴズキスコゴオォァァァァァァァァァァ
29諾腆疆 ズジズキザシゴ スサゲキコシケ ゲゴスキゴケゴ
堙暼03母ホ ゴキコゲザ ジキコズジ 杝ァサキケスコ
跟ホ凋〛ホ スサキゲケゲ ジズキゴゴケ サキジジゲ
謚腴腆豬賽 サザスキスシシ サコザキゴスシ ゴゴキサスケ
抵たホ ズゴキズケケ ズゴキゴシジ ザゴゴ
寤櫓鎬籗抵寤転耨ホ ゲジコキスケケ ゲズズキケササ 杝ァコシキコササ
笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ ケ ケ ケ
〛徳っXホ ゴスキズズザ サケキケスサ 杝ァゲキケスズ
宙妙脉朸モ シズジキゲザス シズジキゲザス ケ
靱暑肘鋗ホ ゴズキゲザズ サケキケケサ 杝ァスサザ
〛徳ホ ゴゴザキココス ゴコザキジコジ ズキザケゲ
⒅B仟ホ ジケキスコザ シケキゲシケ ゲケキシシザ
揺宝こ鑚ホ コゲキゲシス コゲキゲシス ケ
ヰ〕襯 ケ ケ ケ
6594苗ゼ コキスケケ スキズケケ 杝ァシキゲケケ
邉ホ シシキゴズサ スザキサシサ 杝ァゲズキケジケ
10濟ホぁヴ ゲゲキズジジキシジザ ゲゲキススザキシシコ ズコキケゲゴ
は燈蝓Dっツ豺縫疆鑢10濟崢㏌巸 杝ァザゲゲキゲスサ 杝ァサジザキゴスゴ 杝ァゴザキスケゲ
ァァY暼ユペは燈蝓Dっ 杝ァジコキジケケ 杝ァシゲキザケケ 杝ァゲゲキコケケ
は燈蝓Dっヴ 杝ァジコキジケケ 杝ァシゲキザケケ 杝ァゲゲキコケケ
疆鑢10濟崢㏌巸 杝ァザスゴキススサ 杝ァザゴシキススゴ 杝ァサジキケケゲ

塡ァ六ァテァペァ崢ァ㏌ァヴァ二ァ鎬
膅烋耨𦣪𦧝烝臽鏤臤蹙㽷瞢烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙𥆩𤹪䐢
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𦣪臖10濟弸崢㏌癮使

ォ臤オァ10濟弸率D

10濟弸率Dヴ ケ ケ ケ
ォ𦣪オァ10濟弸ホぁ

10濟弸ホぁヴ ケ ケ ケ
ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ疆鑢10濟弸崢㏌巸 ケ ケ ケ

疆鑢瀧め塡六テペ崢㏌巸 杝ァザスゴキススサ 杝ァザゴシキススゴ 杝ァサジキケケゲ
瀧め塡六テペ鑢椑逼珽 スゲキサスコキケゲジ スコキケゲスキズケケ 杝ァザゴシキススゴ
瀧め塡六テペ鑢鑽逼珽 スケキスズスキゲゴゴ スゲキサスコキケゲジ 杝ァザスゴキススサ

膻臖莉暼塡六テペ崢㏌癮使

埞ァY暼ユペ殺ぁD ザキシコゴオォァァァァァァァァァァァァァ シキココスオォァァァァァァァァァァァァァ 杝ァシケザオォァァァァァァァァァァァァ
Y暼ユペ溜流母穢 ザキシコゴ シキココス 杝ァシケザ

埰ァ瀧め塡六テペ盨癮蔆鏥巸 杝ァザキシコゴオォァァァァァァァァァ 杝ァシキココスオォァァァァァァァァァ シケザオォァァァァァァァァァァァァァァァァ
Y暼ユペ殺ぁD蔆鏥巸 杝ァザキシコゴ 杝ァシキココス シケザ

疆鑢莉暼塡六テペ崢㏌巸 ケ ケ ケ
莉暼塡六テペ鑢椑逼珽 ゲキシケスキゴケケ ゲキシケスキゴケケ ケ
莉暼塡六テペ鑢鑽逼珽 ゲキシケスキゴケケ ゲキシケスキゴケケ ケ

臊臖塡六テペ鑢鑽逼珽 スコキザケシキサゴゴ スゴキケズケキゴゲジ 杝ァザスゴキススサ
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膅邑哲舢付䐢

苗ゲ舢嚔薇ɚ旄△€
お籗凋㍿宙黻

苗コ舢旄△€お凋
㍿透禍宙黻

苗ゴ舢鏘菱ヨ旄△
€お謚蝠宙黻

蒜〛 椌ヴ
率ゲ舢憖う€おツ
颱宙黻

蒜〛 椌ヴ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲジシキサザズオォァ ゲジシキサザズオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゴケケオォァ ケオォァ ゲジシキジザズオォァ

ゲジケキスゴシ ゲジケキスゴシ ケ ゴケケ ゲジゲキゲゴシ

ザキシコゴ ザキシコゴ ケ ザキシコゴ

ゲキコスズキシサズオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲキコスズキシサズオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲキコスズキシサズオォァ

ゲキコスズキシサズ ゲキコスズキシサズ ケ ゲキコスズキシサズ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ シキケケケキケケケオォァ シキケケケキケケケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ サキケケケキケケケオォァ ケオォァ ゲケキケケケキケケケオォァ

シキケケケキケケケ シキケケケキケケケ ケ サキケケケキケケケ ゲケキケケケキケケケ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ スゴオォァ ケオォァ スゴオォァ

ケ ケ スゴ スゴ

ゲキコスズキシサズ ケ ケ シキゲジシキサザズ ジキサシシキゲケス ケ ケ ケ サキケケケキゴスゴ ケ ゲゲキサシシキサズゲ

サキザサジキシゴサオォァ ゲキザサズキゴザゴオォァ ススゲキズスシオォァ ゲキズゴサキザゴケオォァ スキズゲゴキザケゴオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ スキズゲゴキザケゴオォァ

サゲズキスゲコ サゲズキスゲコ ケ サゲズキスゲコ

ゲキケケゴキシケズ サキケコケ サキジズケ ゴシキケサゴ ゲキケサスキサシコ ケ ゲキケサスキサシコ

ゴジキコサジ ゴジキコサジ ケ ゴジキコサジ

コゲケキケケケ コゲケキケケケ ケ コゲケキケケケ

コキケケケキケケケ コキケケケキケケケ ケ コキケケケキケケケ

コズスキジスコ コズスキジスコ ケ コズスキジスコ

ゲシキジスゴ ゲシキジスゴ ケ ゲシキジスゴ

サケスキコケサ サケスキコケサ ケ サケスキコケサ

ゲキゲシシキスゴコ サゴゴキサゲゲ ゲキシケケキコサゴ ケ ゲキシケケキコサゴ

スケケキケケケ スケケキケケケ ケ スケケキケケケ

謚腴杼榻襯 ケ ケ ケ

シズキズサザ ジケゴキジゲス ジジキゲズシ スザケキスザズ ケ スザケキスザズ

ケ ケ ケ

ズケキズスズ ズケキズスズ ケ ズケキズスズ

ゴケケキケケケ スコサキスジサ ゲキゲコサキスジサ ケ ゲキゲコサキスジサ

ジキコサス ジキコサス ケ ジキコサス

璈ァ苗臤璈陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォテビナヂオ率D

29諾腆疆

㏌燈碑様ホ

靱暑肘鋗ホ

㏌燈碑様ホ

ヰ〕襯

埸ァ邉率D

溜流母穢

10濟率Dヴ

膅𦣪䐢10濟ホぁ

靱暑肘鋗ホ

跟ホ凋〛ホ

⒅B仟ホ

笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ

〛徳っXホ

謚腴腆豬賽

邉ホ

〛徳ホ

謚腴妹耨襯

宙妙脉朸モ

モ難賽

抵たホ

淋ヴ

埰宙黻率D

腭璈瀧め塡六テペ崢㏌癮使

臤臖10濟崢㏌癮使

膅臤䐢10濟率D

埞ァY暼ユペ殺ぁD

Y暼ユペ溜流母穢

Y暼ユペ溜流母穢蔆鏥巸

溜流杼榻襯

苗Dテ嗹堙朝璈陬庁10︸€お𥞴篖稛籞

㙊ァ溜流杼沈襯

埞ァ宙黻ホ

塡ァ六ァテァペァ崢ァ㏌ァヴァ二ァ鎬ァ不ァざァ←
膅烋耨𦣪𦧝烝臽鏤臤蹙㽷瞢烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙𥆩𤹪䐢

56 ¥
苗D¥ɚ宙黻抵ヴ 率D宙黻っ抵ヴ

堙朝抵ヴ 不使流瑰⒅履
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ゴキケシサキゲジコオォァ ケオォァ ゴキケシサキゲジコオォァ

ズジズキザシゴ ズジズキザシゴ

ゴキコゲザ ゴキコゲザ

スサキゲケゲ スサキゲケゲ

サザスキスシシ サザスキスシシ

ズゴキズケケ ズゴキズケケ

ゲジコキスケケ ゲジコキスケケ

ケ ケ

ゴスキズズザ ゴスキズズザ

シズジキゲザス シズジキゲザス

ゴズキゲザズ ゴズキゲザズ

ゴゴザキココス ゴゴザキココス

ジケキスコザ ジケキスコザ

コゲキゲシス コゲキゲシス

ケ ケ
コキスケケ コキスケケ

シシキゴズサ シシキゴズサ

サキザサジキシゴサ ゲキザサズキゴザゴ ススゲキズスシ ゲキズゴサキザゴケ スキズゲゴキザケゴ ケ ケ ケ ゴキケシサキゲジコ ケ ゲゲキズジジキシジザ

杝ァゴキコザジキズスザ 杝ァゲキザサズキゴザゴ 杝ァススゲキズスシ サキコサゲキズコズ 杝ァゲキササジキゴズザ ケ ケ ケ ズゴシキコゲゲ ケ 杝ァザゲゲキゲスサ

杝ァジコキジケケ 杝ァジコキジケケ ケ 杝ァジコキジケケ

ケ ケ ケ 杝ァジコキジケケ 杝ァジコキジケケ ケ ケ ケ ケ ケ 杝ァジコキジケケ

杝ァゴキコザジキズスザ 杝ァゲキザサズキゴザゴ 杝ァススゲキズスシ サキゲシズキココズ 杝ァゲキザコケキケズザ ケ ケ ケ ズゴシキコゲゲ ケ 杝ァザスゴキススサ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

コキゴゲジキケケケ コキゴゲジキケケケ 杝ァコキゴゲジキケケケ ケ

杝ァゴキコザジキズスザ 杝ァゲキザサズキゴザゴ 杝ァススゲキズスシ シキサスシキココズ ジズシキズケザ ケ ケ ケ 杝ァゲキゴスケキジスズ ケ 杝ァザスゴキススサ

杝ァゲコキゲシケキスゴジ 杝ァゲサキケゲスキコゲス 杝ァザキゲザゴキシゲザ ゲケゲキズスコキゲサコ ジケキシサズキサジコ ケ ケ ケ ゲケキスゴコキザサザ ケ スゲキサスコキケゲジ

杝ァゲザキサゲスキスココ 杝ァゲザキザシジキザジゲ 杝ァシキケゴザキシケゲ ゲケスキサシスキゴジゲ ジゲキササシキゴジジ ケ ケ ケ ズキサザゲキジザシ ケ スケキスズスキゲゴゴ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ザキシコゴオォァ ザキシコゴオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ザキシコゴオォァ

ザキシコゴ ザキシコゴ ケ ザキシコゴ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ 杝ァザキシコゴオォァ 杝ァザキシコゴオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ 杝ァザキシコゴオォァ

杝ァザキシコゴ 杝ァザキシコゴ ケ 杝ァザキシコゴ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ゲキシケスキゴケケ ゲキシケスキゴケケ ケ ケ ケ ケ ケ ゲキシケスキゴケケ

ケ ケ ケ ゲキシケスキゴケケ ゲキシケスキゴケケ ケ ケ ケ ケ ケ ゲキシケスキゴケケ

杝ァゲザキサゲスキスココ 杝ァゲザキザシジキザジゲ 杝ァシキケゴザキシケゲ ゲゲケキケジシキシジゲ ジゴキケザサキシジジ ケ ケ ケ ズキサザゲキジザシ ケ スコキザケシキサゴゴ

莉暼塡六テペ鑢鑽逼珽

疆鑢莉暼塡六テペ崢㏌巸

疆鑢瀧め塡六テペ崢㏌巸

莉暼塡六テペ鑢椑逼珽

埞ァY暼ユペ殺ぁD

臊臖塡六テペ鑢鑽逼珽

埰ァ瀧め塡六テペ盨癮蔆鏥巸

Y暼ユペ殺ぁD蔆鏥巸

Y暼ユペ溜流母穢

瀧め塡六テペ鑢鑽逼珽

10濟弸ホぁヴ

疆鑢10濟弸崢㏌巸

29諾腆疆

疆鑢10濟崢㏌巸

直抵ヴ蔆鏥巸

瀧め塡六テペ鑢椑逼珽

膅𦣪䐢10濟弸ホぁ

膻璈莉暼塡六テペ崢㏌癮使

10濟弸率Dヴ

揺宝こ鑚ホ

ヰ〕襯

邉ホ

6594苗ゼ

Y暼ユペは燈蝓Dっ

跟ホ凋〛ホ

膅臤䐢10濟弸率D

𦣪臖10濟弸崢㏌癮使

は燈蝓Dっツ豺縫疆鑢10濟崢㏌巸

は燈蝓Dっヴ

靱暑肘鋗ホ

笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ

宙妙脉朸モ

謚腴腆豬賽

〛徳っXホ

堙暼03母ホ

10濟ホぁヴ

〛徳ホ

⒅B仟ホ

寤櫓鎬籗抵寤転耨ホ

抵たホ

埰ァっXホ
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臤臖裴ギ𤺋抵ヴ跏酖

膅臤䐢璈鐚燈そ峰癮は燈嫻╪里皨は燈跏堙

▕鑢鴇鐚¥ɚ癮曝峰籗籗籗籗籗籗82湊烋堊堙癉瞟矞淀燈堙砅蘋ぁ痮瘳疢瞤𥆩瘃璒

膅𦣪䐢璈嚠暼ユペ癮㏌燈碑様癮跏堙

璈璈璈璈稊竴穪磾𥖧磕籗籗籗籗籗籗籗暼巸堙癉瞟瘥瘳疢瞤𥆩瘃璒

膅臬䐢璈⒅ホ94っ癮抵ヴ幣X

⒅ホ94っ癮抵ヴ幣X皕𤩍94Ů跏瑟癉瞟瘥瘳疢瞤𥆩瘃璒

𦣪臖Y暼ユペ癮崢㏌巸里皨㾮癮逼珽

Y暼ユペ癮崢㏌巸里皨㾮癮逼珽皕𤩍逗癮㿉疢瞤𤹪瘃璒

膅邑哲舢付䐢

56 ¥ 縫鑢鑽逼珽 疆鑢崢盆巸 疆鑢㏌棍巸 疆鑢鑽逼珽

Y暼ユペ

璈苗D¥ɚ鴇鐚ユペ ジゲキザジザキケケケ㽗甪ァァァァァ ゲゴキケゲサキゴケケ㽗甪ァァァァァ ゲゴキケジコキジケケ㽗甪ァァァァァ ジゲキザゲシキシケケ㽗甪ァァァァァ

璈璈璈邊〛娣襯 ゲキケケケキケケケ ゲキケケケキケケケ

ァァ暼鑢娣襯 コゲキザケケキケケケ ゲキケケケキケケケ コケキザケケキケケケ

ァァ舐ユ鐚燈そ峰 ザケキケジザキケケケ ゲコキケゲサキゴケケ ゲコキケジコキジケケ ザケキケゲシキシケケ

璈っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ ゴキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゴキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァァァ

ァァ暼鑢娣襯 ゴキケケケキケケケ ゴキケケケキケケケ

淋 ヴ ジサキザジザキケケケ ゲゴキケゲサキゴケケ ゲゴキケジコキジケケ ジサキザゲシキシケケ

臬臖Y暼ユペ癮テ═っ癮不ざ

Y暼ユペ癮テ═っ癮不ざ皕𤩍逗癮㿉疢瞤𤹪瘃璒

膅邑哲舢付䐢

56 ¥ 疆鑢鑽逼珽
畽瘜莉暼塡六テ

ペ㽷瞢癮髭疆巸

畽瘜瀧め塡六テ

ペ㽷瞢癮髭疆巸

畽瘜ヅ曝癉

檮睛瘃矞巸

Y暼ユペ

璈苗D¥ɚ鴇鐚ユペ ジゲキザゲシキシケケ㽗甪ァァァァァ ォゲキシケスキゴケケオ㽗甪ァァァァァ ォシズキズケスキゴケケオ㽗甪ァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァ

ァァ邊〛娣襯 ゲキケケケキケケケ 膅ゲキケケケキケケケ䐢

ァァ暼鑢娣襯 コケキザケケキケケケ 膅コケキザケケキケケケ䐢
ァァ舐ユ鐚燈そ峰 ザケキケゲシキシケケ 膅ゲキシケスキゴケケ䐢 膅サスキサケスキゴケケ䐢

璈っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ ゴキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァァァ ォケオ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァ ォゴキケケケキケケケオ㽗甪ァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァ

ァァ暼鑢娣襯 ゴキケケケキケケケ 膅ゴキケケケキケケケ䐢

淋 ヴ ジサキザゲシキシケケ 膅ゲキシケスキゴケケ䐢 膅ジコキズケスキゴケケ䐢 膅ケ䐢

テ妙ヰ←癉檮瘃矞蝙ぇ
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臽臖▕鑢鴇鐚¥ɚ癮曝峰癮不ざ狸皨癉澤ⓠ燈巸𤩍迯燈里皨は燈蝓D

▕鑢鴇鐚¥ɚ癮曝峰癮不ざ狸皨癉澤ⓠ燈巸𤩍迯燈里皨は燈蝓D皕𤩍逗癮㿉疢瞤𤹪瘃璒

膅邑哲舢付䐢

澤 ⓠ 燈 巸 迯 燈 は 燈 蝓 D

ゲキズスジキケケケ ゲキズズシキゲスコ ズキゲスコ

シキケケズキケケケ ザキズズサキジササ 杝ァゲサキコザシ

ザキケケズキザケケ サキズズゲキススザ 杝ァゲジキシゲザ

コキズススキゴケケ コキズズズキコゴザ ゲケキズゴザ

ゲキズズゲキケケケ ゲキズズザキズザス サキズザス

シキケゴコキシケケ シキケゲスキケシケ 杝ァゲサキザサケ

ジキズズコキスケケ スキケケコキゲザコ ズキゴザコ

ゲゴキケゲケキコケケ ゲコキズズズキザサザ 杝ァゲケキシザザ

ゲキケケゴキケケケ ゲキケケコキシゴコ 杝ァゴシス

ズズスキサケケ ゲキケケケキシスス コキコスス

ゲキズズズキケケケ コキケケケキゴザサ ゲキゴザサ

ズズザキスケケ ズズゴキジゴス 杝ァコキケシコ

ザケキケゲシキシケケ サズキズズザキゲジゴ 杝ァコゲキサコジ

臿臖莉暼塡六テペ㽷瞢瀧め塡六テペ巸盨癮蔆鏥巸癮不ざ

莉暼塡六テペ㽷瞢瀧め塡六テペ盨癮蔆鏥巸癮不ざ皕𤩍逗癮㿉疢瞤𤹪瘃璒

膅邑哲舢付䐢

襯 巸

ザキシコゴ

ザキシコゴ

朞殤滲烋耨コサ烝燵0ゲ嘖苗夢苗曝

彳悗滲烋耨コザ烝燵0コ嘖䀹疢瘨痀痮曝

彳悗滲烋耨コサ烝燵0ゲ嘖䀹疢瘨痀痮曝

嬋óp烋耨コザ烝燵0ゲ嘖疸癮嚔䀹瞢畱曝

嬋óp烋耨コサ烝燵0コ嘖疸癮嚔䀹瞢畱曝

淋 ヴ

10濟率D盨癮蔆鏥巸

Y暼ユペ溜流母穢癮蔆鏥

56 ¥

烋耨コシ烝燵鰭爍璈p滲か蒜輪苗夢曝

0コズ嘖鰭爍p褊曝

嬋óp0ジ嘖嬋ó癮滿籗粽p曝

寫滲烋耨コサ烝燵0ゴ嘖苗夢苗曝

不 杞

淋 ヴ

彳悗滲烋耨コザ烝燵0ゲ嘖䀹疢瘨痀痮曝

彳悗滲烋耨𦣪舄烝燵0ゲ嘖䀹疢瘨痀痮曝

03樸p烋耨コシ烝燵0ジ嘖苗夢苗曝
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ゲクY暼ユペ癮軛出

Y暼ユペ癮軛出癉瘨畱瘳皕𤩍テ妙ヰ←癮蝙ぇ癉ぇÓ痮瘳疢瞤𥆩瘃璒

榻璈榧璈軛璈出璈鎬
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苗Dテ嗹堙朝璈陬庁10︸€お𥞴篖稛籞 膅邑哲舢付䐢

寢脉籗P褻っ 砺ぁ¥ɚっ 襯 巸

膅㍿湊ユペ䐢

Q襯娣襯 シキケザジキシスコオォァァァァァァ

邊〛娣襯

濯ゑ陬庁苷𦪷芃饗⊕璈陬庁刮黻使 殺¹ユ襯㿉痮瘳 ザキゴザジキジジザ

濯ゑ陬庁苷𦪷芃饗⊕璈陬庁刮黻使 殺¹ユ襯㿉痮瘳 コジサキゲスゲ

䀹瘘眚饗⊕璈炭癮不嘆徑謚燒 殺¹ユ襯㿉痮瘳 ゴゲサキスケゲ

濯衷撤離饗⊕璈陬庁刮黻使 殺¹ユ襯㿉痮瘳 ザケズ

そ峰旅燼

褫闌そ峰紃璈陬庁謚燒 ゲゲケキサゲシ

縫腴襯 ゲキゲスケキケズゴオォァァァァァァ
陬磕秖磕€お凋㍿宙黻膅フナデバ䐢 コケゲジ烝燵フツテビゾフナデバ竴𥖧箼籞种穖𥫣 ゲキケケケキケケケ

嬋óp0ジ嘖嬋ó癮滿籗粽p曝 苗1/6曝ī評迯10煮母穢 コズコ

苨𦪌艣芼禴篖竴碻箵篖䅈宙黻 淀嫩7賽っ ゲジズキスケゲ

ジキコゴジキジジザ

膅嚠暼ユペ䐢

ァァY暼ユペ

苗D¥ɚ鴇鐚ユペ ジゲキザゲシキシケケオォァァァァァ

邊〛娣襯 ゲキケケケキケケケオォァァァァァァ

濯衷撤離饗⊕璈陬庁刮黻使 ゲキケケケキケケケ

暼鑢娣襯 コケキザケケキケケケオォァァァァァ

濯ゑ陬庁苷𦪷芃饗⊕璈陬庁刮黻使 ゲキケケケキケケケ

䀹瘘眚饗⊕璈炭癮不嘆徑謚燒 ザケケキケケケ

濯衷撤離饗⊕璈陬庁刮黻使 ジキケケケキケケケ

彳藁窬祲䅈穪饗⊕璈礐竌䅈謚燒 ゲコキケケケキケケケ

舐ユ鐚燈そ峰 ザケキケゲシキシケケオォァァァァァ

烋耨コシ烝燵鰭爍璈p滲か蒜輪苗夢曝 ゲキズスジキケケケ

0コズ嘖鰭爍p褊曝 シキケケズキケケケ

03樸p烋耨コシ烝燵0ジ嘖苗夢苗曝 ザキケケズキザケケ

寫滲烋耨コサ烝燵0ゴ嘖苗夢苗曝 コキズススキゴケケ

嬋óp0ジ嘖嬋ó癮滿籗粽p曝 ゲキズズゲキケケケ

嬋óp烋耨コザ烝燵0ゲ嘖疸癮嚔䀹瞢畱曝 シキケゴコキシケケ

嬋óp烋耨コサ烝燵0コ嘖疸癮嚔䀹瞢畱曝 ジキズズコキスケケ

彳悗滲烋耨コサ烝燵0ゲ嘖䀹疢瘨痀痮曝 ゲゴキケゲケキコケケ

彳悗滲烋耨コザ烝燵0ゲ嘖䀹疢瘨痀痮曝 ゲキケケゴキケケケ

彳悗滲烋耨コザ烝燵0コ嘖䀹疢瘨痀痮曝 ズズスキサケケ

朞殤滲烋耨コサ烝燵0ゲ嘖苗夢苗曝 ゲキズズズキケケケ

彳悗滲烋耨𦣪舄烝燵0ゲ嘖䀹疢瘨痀痮曝 ズズザキスケケ

テ璈ペ璈¥璈埴
膅烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙Q圻䐢

ヘ難檮軏←56¥

㍿湊ユペ淋ヴ

苗D¥ɚ宙黻癮殺刮癮瘓𥇍癉鴇鐚瘃矞
舐ユ鐚燈そ峰癮ī評っ癮旅燼

苗D¥ɚ宙黻響⊕癮瘓𥇍癉鴇鐚瘃矞Y
暼ユペ癮舐ユ鐚燈そ峰𤹪畒矞璒殺ぁ率
評皕𤩍苗D¥ɚ宙黻癉砺ぁ璒

苗D¥ɚ宙黻響⊕癮瘓𥇍癉鴇鐚瘃矞Y
暼ユペ癮邊〛娣襯里皨暼鑢娣襯𤹪畒
矞璒殺ぁ率評皕𤩍苗D¥ɚ宙黻癉砺ぁ璒
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っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ ゴキケケケキケケケオォァァァァァァ

暼鑢娣襯 ゴキケケケキケケケオォァァァァァァ

濯ゑ陬庁苷𦪷芃饗⊕璈陬庁刮黻使 ゴキケケケキケケケ

ァァ㾮癮直嚠暼ユペ

稊竴穪磾𥖧磕 コサザキケケケオォァァァァァァァァァ

篊籞䄅篖禕笪籞窾籞舐Ⅺ种䅈穟筁 コサザキケケケ

貉襯 陬庁彳4/11朞 膅蒜ぁテペ䐢 スズコキズスケオォァァァァァァァァァ

宙妙楡膅樅庁竌䈎鑚昬舄𦣝臬陵曦䐢 苗D¥ɚ宙黻テペ璈臬𦣝䐗 コシジキスズサ

っX¥ɚ宙黻テペ璈舄𦣝䐗 シコザキケスシ

ジザキシザサキザスケ

スコキスズコキゴザザ

膅㍿湊ヅ曝䐢

鑷腴襯 ゴジサキジコジオォァァァァァァァァァ

へ佻 臬鏤便29諾𤩍〛鵡ホ ゲコザキゲササ

40腆€おkテ耨宙黻 抵たホっ ゲコサキケコケ

フツテビ薓蛁蘡蓯蚝蛁𦿸 淀Ⅺ嫩7賽 ゲケケキコゴコ

㾮癮直 コザキゴゴゲ

娣瞤襯 ゲゲキゲズザオォァァァァァァァァァァ

═菟94 ゲゲキゲズザ

ゴスザキズココ

膅嚠暼ヅ曝䐢

ケ

ゴスザキズココ

スコキザケシキサゴゴ

ヅ曝淋ヴ

塡六テペ

嚠暼ユペ淋ヴ

苗D¥ɚ宙黻癮琦癉盻ギ𤺋种䅈穟筁

ユペ淋ヴ

っXホぁ癉砺ぁ瘃矞瘓𥇍癉鴇鐚瘃矞Y
暼ユペ癮暼鑢娣襯𤹪畒矞璒殺ぁ率評皕𤩍
堙朝抵ヴ癉砺ぁ璒

㍿湊ヅ曝淋ヴ

嚠暼ヅ曝淋ヴ
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膅邑哲舢付䐢
着二巸 ゃ二巸 滔ぎ
膅䑺䐢 膅艗䐢 膅䑺䐢臃膅艗䐢

ゲシシキケケケ㽗甪ァァァァァァァァァ ゲジシキジザズ㽗甪ァァァァァァァァァ 杝ァゲケキジザズ㽗甪ァァァァァァ
ゲシシキケケケ ゲジシキジザズ 杝ァゲケキジザズ

ゲキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァァ ゲキコスズキシサズ㽗甪ァァァァァァ 杝ァコスズキシサズ㽗甪ァァァァァ
ゲキケケケキケケケオォァァァァァァァァ ゲキコスズキシサズオォァァァァァァァァ 杝ァコスズキシサズオォァァァァァァ

ケ ゲキコスズキシサズ 杝ァゲキコスズキシサズ
ゲキケケケキケケケ ケ ゲキケケケキケケケ

ゲケキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァ ゲケキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
ゲケキケケケキケケケ ゲケキケケケキケケケ ケ
ゲキケケケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァ スゴ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァ ズゲジ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァ
ゲキケケケ スゴ ズゲジ

ゲゲキゲシジキケケケ ゲゲキサシシキサズゲ 杝ァコズズキサズゲ

ゲゴキサシケキコズケ㽗甪ァァァァァ スキジケゴキザケゴ㽗甪ァァァァァァ サキジザシキジスジ㽗甪ァァァァァァ
ジキケケケキケケケオォァァァァァァァァ サキザサジキシゴサオォァァァァァァァァ コキサザコキゴシシオォァァァァァァァァ

ケ ケ ケ
ゲキケケケキケケケ ジジゴキケスズ ココシキズゲゲ
ゲキケケケキケケケ シココキシゴケ ゴジジキゴジケ
ゲキケケケキケケケ ゲキケケケキケケケ ケ 蝙臤

ゲキケケケキケケケ ケ ゲキケケケキケケケ
サケケキケケケ ゲジズキスシケ ココケキゲサケ
コキシケケキケケケ ゲキズジコキケザザ シコジキズサザ
ゴキゴケケキケケケオォァァァァァァァァ ゲキザサズキゴザゴオォァァァァァァァァ ゲキジザケキシサジオォァァァァァァァァ
シケケキケケケ ケ シケケキケケケ
ザザケキケケケ サジジキズザケ ジコキケザケ
ゲケケキケケケ スゲキザジズ ゲスキサコゲ
ゲザケキケケケ ザジキシケケ ズコキサケケ
コケケキケケケ ゲコサキケコケ ジザキズスケ
ゲキジケケキケケケ スケスキコケサ スズゲキジズシ
ゲキコケケキケケケオォァァァァァァァァ ススゲキズスシオォァァァァァァァァァァァ ゴゲスキケゲサオォァァァァァァァァァァァ
コケケキケケケ スゲキズスシ ゲゲスキケゲサ
ゲキケケケキケケケ スケケキケケケ コケケキケケケ
ゲキズシケキコズケオォァァァァァァァァ ゲキジコサキザゴケオォァァァァァァァァ コゴザキジシケオォァァァァァァァァァァァ
ザゴケキケケケ サゲズキスゲコ ゲゲケキゲスス
ゴシキケサゴ ゴシキケサゴ ケ 蝙臤

ゴジキコサジ ゴジキコサジ ケ 蝙臤

ゴケケキケケケ コズスキジスコ ゲキコゲス
ゲスキケケケ ゲシキジスゴ ゲキコゲジ
コゲキケケケ ケ コゲキケケケ
ズスキケケケ ズケキズスズ ジキケゲゲ
ズコケキケケケ スコサキスジサ ズザキゲコシ

ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケオォァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
ゴキサゴゴキゴコズ㽗甪ァァァァァァ ゴキケシサキゲジコ㽗甪ァァァァァァ ゴシズキゲザジ㽗甪ァァァァァァァァァ
ゲキケザケキケケケ ズジズキザシゴ ジケキサゴジ
シキケケケ ゴキコゲザ コキジスザ
スサキゲケゲ スサキゲケゲ ケ 蝙臤

ザケケキケケケ サザスキスシシ サゲキゲゴサ
コケケキケケケ ズゴキズケケ ゲケシキゲケケ
コザケキケケケ ゲジコキスケケ ジジキコケケ
ズキケケケ ケ ズキケケケ
サコキケケケ ゴスキズズザ ゴキケケザ
ジケケキケケケ シズジキゲザス コキスサコ
サコキケケケ ゴズキゲザズ コキスサゲ
ゴゴザキココス ゴゴザキココス ケ 蝙臤

ァァ𦣪䐢陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォフナデバグ陬■嚔薇凋㍿テ嗹竴𥖧箼籞种穖𥫣オ

舄䐢〛徳っXホ謚箆

寤櫓鎬籗抵寤転耨ホ謚箆

跟ホ凋〛ホ謚箆

抵たホ謚箆

29賽腆疆謚箆

〛徳ホ謚箆

〛徳っXホ謚箆

靱暑肘鋗ホ謚箆

苗D¥ɚ蒜〛宙黻ホ謚箆

率臤璈憖う€おツ颱宙黻謚箆

堙暼03母ホ謚箆

笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ謚箆

謚腴腆豬賽謚箆

𦣪䐢跟ホ凋〛ホ謚箆

𦣪臖宙黻㌱湊謚箆

埞璈宙黻ホ謚箆

臤䐢a磧ゼ巠𥫣箼秖𥖧祲穪宙黻ォY慕𥫣箼秖𥖧祲穪オ

臽䐢䇳祲箼10︸便霍宙黻ォ䇳祲箼禴篖オ

苗臬璈鏘菱ヨ旄△€お謚蝠宙黻謚箆

𦣪䐢苨𦪌艣芼暼刀€お抵宙黻

𦥯䐢苨𦪌艣芼ペ旄’蟷𥞴筿窂籞宙黻ォフツテビ𥞴筿窂籞オ

臿䐢苨𦪌艣芼禴篖竴碻箵篖䅈宙黻ォ蹠『敕禴篖オ

臤䐢嚔薇旄△€お㎏輸凋㍿宙黻ォ芨艣芼芲オ

臽䐢宙妙脉朸モ謚箆

臿䐢靱暑肘鋗ホ謚箆

臤䐢29賽腆疆謚箆

臬䐢〛徳ホ謚箆

臬䐢筿祲箼10︸便霍宙黻ォ筿祲箼禴篖オ

𦣪䐢€お𥫣箼秖𥖧祲穪妹耨宙黻ォ曇朝𥫣箼秖𥖧祲穪オ

率璈謚璈ヴ璈二璈鎬
膅烋耨𦣪𦧝烝臽鏤臤蹙㽷瞢烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙𥆩𤹪䐢

賠 i56 ¥

苗Dテ嗹堙朝璈陬庁10︸€お𥞴篖稛籞

臤䐢嚔薇梵魔邉ア癮弁⊕謚蝠宙黻

宙黻㌱湊率評ヴ

腭臖宙黻㌱湊率謚癮使

Y暼ユペ溜流母穢率評

杼沈襯率評

埞璈Y暼ユペ殺ぁ率評

埰璈宙黻率評

㙊璈杼沈襯率評

埰璈っXホ謚箆

𦧝䐢謚腴腆豬賽謚箆

溜流母穢率評

埸璈邉率評

宙妙脉朸モ謚箆

臬䐢ギゲ陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォテヂピテグ陬磕秖磕𥞴筿窂籞オ

𦥯䐢笮籞筁笪籞秖殺刮っXホ謚箆

苗𦣪璈旄△€お凋㍿透禍宙黻謚箆

臿䐢40腆€おkテ耨謚蝠宙黻ォ秖筦窊磕篊籞祲种𥮲穖𥫣オ

𦣪䐢蹙う逝€お凋㍿宙黻ォ苨芼艿芲薓蛁オ

苗臤璈嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻謚箆

臤臖宙黻㌱湊率評

苗臤璈嚔薇ɚ旄△€お籗凋㍿宙黻

臬䐢ギコ陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォテビナヂグ陬磕秖磕䑺苢艣䑺芨10︸€お𥞴篖稛籞オ

臬䐢ギゴ陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォフナデバグ陬■嚔薇凋㍿テ嗹竴𥖧箼籞种穖𥫣オ

臽䐢ｸ徂烋♤坿娵€お凋㍿宙黻ォ磕秖磕擁㎏禴篖オ

ァァ臤䐢陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォテビナヂグ陬磕秖磕䑺苢艣䑺芨10︸€お𥞴篖稛籞オ
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スケキケケケ ジケキスコザ ズキゲジザ
ゴケキケケケ コゲキゲシス スキスゴコ

ケ ケ ケ
ザキケケケ コキスケケ コキコケケ

ゲケケキケケケ シシキゴズサ ゴゴキシケシ
ゲシキスズゴキシゲズ ゲゲキジシジキシジザ ザキゲコザキズササ
杝ァザキジコシキシゲズ 杝ァゴケゲキゲスサ 杝ァザキサコザキサゴザ

ゲコキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァ ゲコキケケケキケケケ㽗甪ァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
ゲコキケケケキケケケ ゲコキケケケキケケケ ケ

ケ ケ ケ
ゲコキケケケキケケケ ゲコキケケケキケケケ ケ

ゲコキケゲサキゴケケ㽗甪ァァァァァ ゲコキケゲサキゴケケ㽗甪ァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
ゲコキケゲサキゴケケ ゲコキケゲサキゴケケ ケ 蝙臤

ケ ケ ケ
ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ケ㽗甪ァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ
ケ ケ ケ

ゲコキケゲサキゴケケ ゲコキケゲサキゴケケ ケ
杝ァゲサキゴケケ 杝ァゲサキゴケケ ケ

ケ ケ ケ

ケ ケ ケ
ケ ケ ケ

ゲキザケケキケケケ ギァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゲキザケケキケケケ
杝ァゲキケゴシキズゲズ ギァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ 杝ァゲキケゴシキズゲズ 蝙臤

杝ァシキコケサキケケケ 杝ァゴゲザキサスサ 杝ァザキスススキザゲシ
ズザシキサコケ ジキゲシジキゴゴジ 杝ァシキコゲケキズゲジ

杝ァザキコサジキザスケ シキスザゲキスザゴ 杝ァゲコキケズズキサゴゴ

蝙臤璈 着賠ホ砅託ぇ癮〛瞤髭疆砺ぁ痮𥆩痮瘓璒

陬磕秖磕€お凋㍿宙黻
ォテビナヂグ陬磕秖磕䑺苢艣䑺芨10︸€お𥞴篖稛籞オ

ゲキケケケキケケケ

苗D¥ɚ蒜〛宙黻ホ謚箆籗跟ホ凋〛ホ謚箆 サゴ

苗D¥ɚ蒜〛宙黻ホ謚箆籗〛徳ホ謚箆 コキコサジ

っXホ謚箆籗跟ホ凋〛ホ謚箆 ゲケゲ

っXホ謚箆籗〛徳ホ謚箆 コケキココス

苗D¥ɚ鴇鐚ユペ流癧謚箆 ゲサキゴケケ

淋璈璈璈璈璈ヴ ゲキケゴシキズゲズ

ァァァァァァァァァァァァァァァァ着賠ホ謚箆

宙黻㌱湊率謚滔巸

埞璈Y暼ユペ流气率評

6594苗ゼ謚箆

⒅B仟ホ謚箆

臤臖テ妙㌱湊率評

舐ユ㌱湊率謚滔巸

𦣪臖テ妙㌱湊謚箆

苗D¥ɚ鴇鐚ユペ碑祐里皨▕鑢流气率評

埞璈Y暼ユペ流癧謚箆

っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ流癧謚箆

苗D¥ɚ鴇鐚ユペ流癧謚箆

臊臖テ妙㌱湊率謚癮使

舐ユ㌱湊謚箆ヴ

𦣪臖舐ユ㌱湊謚箆

稊竴穪磾𥖧磕槻脈暼流癧謚箆

膻臖舐ユ㌱湊率謚癮使

揺宝こ鑚ホ謚箆

ヰ〕襯謚箆

邉謚箆

っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ流气率評

舐ユ㌱湊率評ヴ

埰璈嚠暼ユペ流癧謚箆

宙黻㌱湊謚箆ヴ

疆鑢率謚滔巸

テ妙㌱湊率評ヴ

テ妙㌱湊率謚滔巸

テ妙㌱湊謚箆ヴ

逗鑢セǎ率謚滔巸

縫鑢セǎ率謚滔巸

臗臖着賠ホ謚箆

臤臖舐ユ㌱湊率評
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膅邑哲舢付䐢

苗ゲ舢嚔薇ɚ旄△
€お籗凋㍿宙黻

苗コ舢旄△€お凋
㍿透禍宙黻

苗ゴ舢鏘菱ヨ旄△
€お謚蝠宙黻

蒜〛 椌ヴ
率ゲ舢憖う€おツ

颱宙黻
蒜〛 椌ヴ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲジシキサザズオォァ ゲジシキサザズオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゴケケオォァ ケオォァ ゲジシキジザズオォァ

ケ ケ ケ ゲジシキサザズ ゲジシキサザズ ケ ケ ケ ゴケケ ケ ゲジシキジザズ
ゲキコスズキシサズオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲキコスズキシサズオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲキコスズキシサズオォァ

ゲキコスズキシサズ ケ ケ ケ ゲキコスズキシサズ ケ ケ ケ ケ ケ ゲキコスズキシサズ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ シキケケケキケケケオォァ シキケケケキケケケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ サキケケケキケケケオォァ ケオォァ ゲケキケケケキケケケオォァ

ケ ケ ケ シキケケケキケケケ シキケケケキケケケ ケ ケ ケ サキケケケキケケケ ケ ゲケキケケケキケケケ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ スゴオォァ ケオォァ スゴオォァ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ スゴ ケ スゴ

ゲキコスズキシサズ ケ ケ シキゲジシキサザズ ジキサシシキゲケス ケ ケ ケ サキケケケキゴスゴ ケ ゲゲキサシシキサズゲ

サキザサジキシゴサオォァ ゲキザサズキゴザゴオォァ ススゲキズスシオォァ ゲキジコサキザゴケオォァ スキジケゴキザケゴオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ スキジケゴキザケゴオォァ

ケ ケ ケ サゲズキスゲコ サゲズキスゲコ ケ ケ ケ ケ サゲズキスゲコ

ゲキケケゴキシケズ サキケコケ サキジズケ ゴシキケサゴ ゲキケサスキサシコ ケ ケ ケ ケ ゲキケサスキサシコ

ケ ケ ケ ゴジキコサジ ゴジキコサジ ケ ケ ケ ケ ゴジキコサジ

コキケケケキケケケ ケ ケ ケ コキケケケキケケケ ケ ケ ケ ケ コキケケケキケケケ

ケ ケ ケ コズスキジスコ コズスキジスコ ケ ケ ケ ケ コズスキジスコ

ケ ケ ケ ゲシキジスゴ ゲシキジスゴ ケ ケ ケ ケ ゲシキジスゴ

ケ サケスキコケサ ケ ケ サケスキコケサ ケ ケ ケ ケ サケスキコケサ

ゲキゲシシキスゴコ サゴゴキサゲゲ ケ ケ ゲキシケケキコサゴ ケ ケ ケ ケ ゲキシケケキコサゴ

ケ ケ スケケキケケケ ケ スケケキケケケ ケ ケ ケ ケ スケケキケケケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

シズキズサザ ジケゴキジゲス ジジキゲズシ ケ スザケキスザズ ケ ケ ケ ケ スザケキスザズ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ズケキズスズ ズケキズスズ ケ ケ ケ ケ ズケキズスズ

ゴケケキケケケ ケ ケ スコサキスジサ ゲキゲコサキスジサ ケ ケ ケ ケ ゲキゲコサキスジサ

ジキコサス ケ ケ ケ ジキコサス ケ ケ ケ ケ ジキコサス

ゴキケシサキゲジコオォァ ケ ゴキケシサキゲジコオォァ

ズジズキザシゴ ケ ズジズキザシゴ

ゴキコゲザ ケ ゴキコゲザ

スサキゲケゲ ケ スサキゲケゲ

サザスキスシシ ケ サザスキスシシ

ズゴキズケケ ケ ズゴキズケケ

抵たホ謚箆

邉謚箆

堙暼03母ホ謚箆

謚腴腆豬賽謚箆

跟ホ凋〛ホ謚箆

29諾腆疆謚箆

抵たホ謚箆

笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ謚箆

〛徳っXホ謚箆

埰璈っXホ謚箆

謚腴腆豬賽謚箆

㙊璈杼沈襯率評

宙黻㌱湊率評ヴ

𦣪臖宙黻㌱湊謚箆

埞璈宙黻ホ謚箆

杼沈襯率評

埸璈邉率評

溜流母穢率評

⒅B仟ホ謚箆

宙妙脉朸モ謚箆

謚腴妹耨襯謚箆

謚腴杼榻襯謚箆

29諾腆疆謚箆

モ難賽謚箆

跟ホ凋〛ホ謚箆

〛徳ホ謚箆

ヰ〕襯謚箆

率ァ謚ァヴァ二ァ鎬ァ不ァざァ←
膅烋耨𦣪𦧝烝臽鏤臤蹙㽷瞢烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙𥆩𤹪䐢

56 ¥
苗D¥ɚ宙黻抵ヴ 率D宙黻っ抵ヴ

堙朝抵ヴ

苗Dテ嗹堙朝璈陬庁10︸€お𥞴篖稛籞

淋ヴ不使流瑰⒅履

腭臖宙黻㌱湊率謚癮使

臤臖宙黻㌱湊率評

埞璈Y暼ユペ殺ぁ率評

Y暼ユペ溜流母穢率評

靱暑肘鋗ホ謚箆

埰璈宙黻率評

苗臤璈陬磕秖磕€お凋㍿宙黻ォテビナヂオ率評
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ゲジコキスケケ ケ ゲジコキスケケ

ケ ケ ケ

ゴスキズズザ ケ ゴスキズズザ

シズジキゲザス ケ シズジキゲザス

ゴズキゲザズ ケ ゴズキゲザズ

ゴゴザキココス ケ ゴゴザキココス

ジケキスコザ ケ ジケキスコザ

コゲキゲシス ケ コゲキゲシス

ケ ケ ケ

コキスケケ ケ コキスケケ

シシキゴズサ ケ シシキゴズサ

サキザサジキシゴサ ゲキザサズキゴザゴ ススゲキズスシ ゲキジコサキザゴケ スキジケゴキザケゴ ケ ケ ケ ゴキケシサキゲジコ ケ ゲゲキジシジキシジザ

杝ァゴキコザジキズスザ 杝ァゲキザサズキゴザゴ 杝ァススゲキズスシ サキサザゲキズコズ 杝ァゲキコゴジキゴズザ ケ ケ ケ ズゴシキコゲゲ ケ 杝ァゴケゲキゲスサ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲコキケケケキケケケオォァ ゲコキケケケキケケケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲコキケケケキケケケオォァ

ケ ケ ケ ゲコキケケケキケケケ ゲコキケケケキケケケ ケ ケ ケ ケ ケ ゲコキケケケキケケケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ゲコキケケケキケケケ ゲコキケケケキケケケ ケ ケ ケ ケ ケ ゲコキケケケキケケケ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲコキケゲサキゴケケオォァ ゲコキケゲサキゴケケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ゲコキケゲサキゴケケオォァ

ケ ケ ケ ゲコキケゲサキゴケケ ゲコキケゲサキゴケケ ケ ケ ケ ケ ケ ゲコキケゲサキゴケケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ ケオォァ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ゲコキケゲサキゴケケ ゲコキケゲサキゴケケ ケ ケ ケ ケ ケ ゲコキケゲサキゴケケ

ケ ケ ケ 杝ァゲサキゴケケ 杝ァゲサキゴケケ ケ ケ ケ ケ ケ 杝ァゲサキゴケケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ

ケ ケ ケ サキザゲジキケケケ サキザゲジキケケケ ケ ケ ケ 杝ァサキザゲジキケケケ ケ ケ

杝ァゴキコザジキズスザ 杝ァゲキザサズキゴザゴ 杝ァススゲキズスシ スキズザサキシコズ ゴキコシザキゴケザ ケ ケ ケ 杝ァゴキザスケキジスズ ケ 杝ァゴゲザキサスサ

杝ァゲコキゲシケキスゴジ 杝ァゲサキケゲスキコゲス 杝ァザキゲザゴキシゲザ コズキケズコキザサス 杝ァコキコサケキゲココ ケ ケ ケ ズキサケジキサザズ ケ ジキゲシジキゴゴジ

杝ァゲザキサゲスキスココ 杝ァゲザキザシジキザジゲ 杝ァシキケゴザキシケゲ ゴスキケサジキゲジジ ゲキケコザキゲスゴ ケ ケ ケ ザキスコシキシジケ ケ シキスザゲキスザゴ

舐ユ㌱湊率謚滔巸

宙妙脉朸モ謚箆

靱暑肘鋗ホ謚箆

膻臖舐ユ㌱湊率謚癮使

ヰ〕襯謚箆

揺宝こ鑚ホ謚箆

臤臖舐ユ㌱湊率評

苗D¥ɚ鴇鐚ユペ碑祐率評

っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ流气率評

𦣪臖舐ユ㌱湊謚箆

6594苗ゼ謚箆

埞璈Y暼ユペ流癧謚箆

逗鑢セǎ率謚滔巸

璈璈璈璈璈ァ直抵ヴ蔆鏥

テ妙㌱湊謚箆ヴ

テ妙㌱湊率謚滔巸

苗D¥ɚ鴇鐚ユペ流癧謚箆

っX殺刮¥ɚ鴇鐚ユペ流癧謚箆

埰璈嚠暼ユペ流癧謚箆

𦣪臖テ妙㌱湊謚箆

縫鑢セǎ率謚滔巸

舐ユ㌱湊謚箆ヴ

疆鑢率謚滔巸

宙黻㌱湊率謚滔巸

臊臖テ妙㌱湊率謚癮使

臤臖テ妙㌱湊率評

舐ユ㌱湊率評ヴ

テ妙㌱湊率評ヴ

宙黻㌱湊謚箆ヴ

埞璈Y暼ユペ流气率評

稊竴穪磾𥖧磕槻脈暼流癧謚箆

邉謚箆

笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ謚箆

〛徳ホ謚箆

⒅B仟ホ謚箆

〛徳っXホ謚箆

寤櫓鎬籗抵寤転耨ホ謚箆



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臤ァァユ襯癮38噬

ユ襯癮38噬癉皕𤩍Q襯娣襯𤩍縫腴襯里皨鑷腴襯砅零𥇍瘳疢瞤𥆩瘃璒

𤺋疢𤩍縫鑢鑽里皨疆鑢鑽逼珽皕𤩍託ぇ𦣪癉ぇÓ瘃矞㿉疢瞤𤹪瘃璒

コ璈逗鑢セǎ率謚滔巸癉零𥆩矟矞ユペ里皨ヅ曝癮不ざ

膅邑哲舢付䐢

56 ¥ 縫 鑢 鑽 逼 珽 疆 鑢 鑽 逼 珽

Q襯娣襯 ジキゴスザキコシジ シキケザジキシスコ

縫腴襯 コズキジゲサ ゲキゲスケキケズゴ

淋ァヴ ジキサゲサキズスゲ ジキコゴジキジジザ

鑷腴襯 コゴズキスシケ ゴジサキジコジ

娣瞤襯 ジキジスサ ゲゲキゲズザ

淋ァヴ コサジキシササ ゴスザキズココ

逗鑢セǎ率謚滔巸 ジキゲシジキゴゴジ シキスザゲキスザゴ

臬璈蒜〛宙黻ホ癉瘨畱瘳

璈璈っXホ謚箆㽷瞢宙黻ホ謚箆癉蔆鏥疌幣X痮瘓襯巸皕𤩍託ぇ癮㿉疢瞤𤹪瘃璒

29賽腆疆謚箆璈璈 サゲズキスゲコ 付

跟ホ凋〛ホ謚箆 ゴシキケサゴ 付

〛徳ホ謚箆 ゴジキコサジ 付

宙妙脉朸モ謚箆 コズスキジスコ 付

靱暑肘鋗ホ謚箆 ゲシキジスゴ 付

笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ謚箆 ケ 付

〛徳っXホ謚箆 ズケキズスズ 付

淋璈璈璈ヴ スズズキシザシ 付

璈璈殭璈蒜〛宙黻ホ癮盆ャ癮不ざ皕𤩍慕㊎癮ホぁ盆ャ←砅理軏痮瘳痀瘛痠畱璒

率謚ヴ二鎬癉檮瘃矞蝙ぇ
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盆ャò 襯巸 盆ャò 襯巸

付 付

29 賽 腆 疆 ゲキゴズズキゴジザ 嫩 妙 迯 戻 某 淋 ジケウ ズジズキザシゴ ゴケウ サゲズキスゲコ
宙妙楡𦣪隣便癮宙黻癉逃瘥瘓転黻

迯戻

跟 ホ 凋 〛 ホ ゲコケキゲササ 輪璈璈琢 ジケウ スサキゲケゲ ゴケウ ゴシキケサゴ 宙妙楡𦣪隣便癮宙黻癉締畽凋〛ホ

〛 徳 ホ ゴジコキサジザ 砺ぁ某淋 ズケウ ゴゴザキココス ゲケウ ゴジキコサジ 鴈や里皨柔謄賽襯𤺋癁

宙 妙 脉 朸 モ ズズザキズサケ 傜 G 柺 某 淋 ジケウ シズジキゲザス ゴケウ コズスキジスコ 宙黻癮ユ賽っ癮鴇っ傜G

靱 暑 肘 鋗 ホ ザザキズサコ 嫩 妙 迯 戻 某 淋 ジケウ ゴズキゲザズ ゴケウ ゲシキジスゴ 宙黻癮宙妙脉抵た砺ぁっ

笮籞筁笪籞秖殺刮輸逃ホ ケ ぇ ; 某 淋 ゴケウ ケ ジケウ ケ
笮籞筁笪籞秖鴇晤殺ぁ磕䈎窹磹穪

〕襯

〛 徳 っ X ホ ゲコズキズスサ ぇ ; 某 淋 ゴケウ ゴスキズズザ ジケウ ズケキズスズ
箵篖稛䈎秇籞窹籞ホ𤩍

穵䇮磹篖砺ぁ賽𤩍

磹篖稛籞窬穖穪砺ぁ賽

淋 ヴ ゴキケジゴキスシケ コキゲジサキコケサ スズズキシザシ

ホ璈ぁ璈盆璈ャ璈←ホ璈ぁ璈盆璈ャ璈←ホ璈ぁ璈盆璈ャ璈←ホ璈ぁ璈盆璈ャ璈←

膅烋耨𦣪𦧝烝臽鏤臤蹙㽷瞢烋耨𦣪舙烝臬鏤臬臤蹙𥆩𤹪䐢

賠i盆ャ56¥ 襯巸 盆ャ嫻╪
っXホ 蒜〛宙黻ホ
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ヮ.９（ER はた佻抵た宙埴はた佻抵た宙埴はた佻抵た宙埴はた佻抵た宙埴    

苗Dテ嗹堙朝苗Dテ嗹堙朝苗Dテ嗹堙朝苗Dテ嗹堙朝    陬庁10︸€お止執祉実陬庁10︸€お止執祉実陬庁10︸€お止執祉実陬庁10︸€お止執祉実    

0ǖǜ0ǖǜ0ǖǜ0ǖǜ嘖はた佻抵た宙埴嘖はた佻抵た宙埴嘖はた佻抵た宙埴嘖はた佻抵た宙埴    

 

1 明柏寢脉 蹙鑚溷黻忍齠使 ǜ艹 0 1抵た曦 

  θ陬庁楯幽鎚ゅ癒炭昨不 1ḾǜḾĽ 鴈や 03-3281-1711χ 

 

2 明柏蹙迯 2016烝 6鏤 7蹙θ涖χ14迯 00便が14迯 35便 

 

3 はた佻Q圻豬里索暼æ豬 

  Q圻豬 7隣腰暼æ豬 4隣 

 

4 箆濂はた佻豬 5隣 

 θ箆濂χ 停ホ翅譯腰椌霓凅肘腰╆旅40邊腰樅殤轆腰⑰楙豢跳 

 θ靭濂χ ⒐ゅ44逗健腰ë褫グ 

 θX宙箆濂χ 03ゅ絛瀧腰絁⎧ヵ 

 θT宙箆濂χ 轍骨鑵畄腰朞裘椒濯 

 

5 た騁 

0ǖ陵た騁 坤烋耨 27烝燵宙黻寤櫓鎬昨臙ィ墾昨鍔  

0ǘ陵た騁 坤烋耨 27烝燵抵ヴ寤櫓鎬昨臙ィ墾昨鍔  

0ǚ陵た騁 坤X宙質T宙昨敏潰墾昨鍔 

寤櫓宙奡 

 

6 た摩 

暼腿0 20阯昨サ暼削皿三箆濂はた佻昨注敏埼╆旅40邊はた佻燦た摩削敏箆裁冴甑 

 

7 た宙埴昨転耨削栽栽傘へ妙燦⊕榊冴k昨螂隣 

 X宙 03ゅ絛瀧 

 

8 抵た昨齪ギ 

θ1χ暼æ豬昨:ィっ 

た摩朔暼æ豬昨髭æ燦:ィ裁腰鑚抵た昨耨コ燦昿裁冴甑 

 

θ2χた宙昨10煮昨ギ媧里索罪昨14霙 

会0ǖ陵た騁 坤烋耨 27烝燵宙黻寤櫓鎬昨臙ィ墾昨鍔 

 

烋耨 27烝燵昨宙黻寤櫓鎬削肴哉崎腰03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三シ軛歳再榊冴甑苗ǖ質嚔薇ɚ

旄△€お凋㍿宙黻埼朔腰蹙う逝€お凋㍿宙黻θTRIO思執児仕鴫執旨χ腰陬仔施仔止璽試
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実っ腰⑼弸昨€お㎏輸碕思執児仕鴫執旨燦蒜柏裁腰TCER 歳蹙鑚埼端柏際傘 TCER 思執

児仕鴫執旨θ蹠『敕思執χ埼朔ｸ峩10︸旄燦至実爾削€お燦禍薩冴甑苗ǘ質旄△€お凋

㍿透禍宙黻埼朔腰暼刀€お抵θ蹣xvゅ彳旄削崎明柏χ鯖璽屍竺質爾屍竺思執児仕鴫執旨

削皿三熏采€おk昨凋㍿燦噪三腰擦冴10︸輪離抵碕昨ペ旄’蟷止璽試実燦曚跖裁腰40腆

€おk燦檮ょ削裁冴宍実屍斯辞紫寺燦明柏裁冴甑苗ǚ質鏘菱ヨ旄△€お凋㍿宙黻埼朔腰

仔持賜璽屍旨燦至実爾削裁冴寺竺施史屍詞燦6162裁腰苗夢裁冴曇朝昨€お寺竺施史屍詞

昨妹耨雑曚跖裁冴甑 

桎た昨14霙腰箆濂はた佻廟佻昨ヴ輪削皿三淀騁〛三臙ィ細参冴甑 

 

解0 2陵た騁 坤烋耨 25烝燵抵ヴ寤櫓鎬昨臙ィ墾昨鍔 

 

烋耨 25烝燵昨抵ヴ寤櫓鎬削肴哉崎腰03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三シ軛歳再榊冴甑ヘ難檮軏←埼

Y削¥コ肴珵朔塡六テペ歳40烟埼朔再傘歳㏌棍裁冴祭碕埼再傘歳腰祭参朔宙黻㌱湊率評

昨顫埼再傘杼沈襯率評歳㏌棍裁冴祭碕歳彳済哉甑 

抵ヴ寤櫓鎬削朔T宙 2 隣削皿傘T颱寤櫓鎬歳零擦参傘甑轍骨鑵畄T宙碕朞裘椒濯T宙朔

T颱削採哉崎儁巠歳ィ薩晒参作栽榊冴踪謦薩崎寤櫓裁冴甑 

桎た昨14霙腰箆濂はた佻廟佻昨ヴ輪削皿三淀騁〛三臙ィ細参冴甑 

 

回0 3陵た騁坤X宙質T宙昨敏潰墾昨鍔 

 

03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三腰鑚暼迯はた佻抵昨0214昨迯燦雑榊崎X宙質T宙廟佻昨潰鑢歳▕

嫡際傘冴薩腰赱X宙質赱T宙燦敏潰際傘盻ギ歳再傘踪シ軛歳再三腰X宙抵削崎蘿よ歳ゃ

た細参冴X宙馴ぃk 10隣質T宙馴ぃk 2隣歳1/5細参冴甑桎た昨癆腰た摩歳X宙質T宙馴

ぃk昨林朝搆削敏潰昨療玲燦ヨ榊冴碕祭山腰X宙質T宙馴ぃk廟佻昨敏潰歳箆濂はた佻

廟佻昨ヴ輪削皿三臙ィ細参冴甑 

裴潰X宙朔03ゅ絛瀧X宙腰鐚闌働44X宙腰絁⎧ヵX宙昨 3 隣腰赱潰X宙朔彳㌍瑶X宙腰

ゅ嘆翅瀧X宙腰樅鑚爻烋X宙腰屠ゅ⑵瀧X宙腰3/11)癧彿X宙腰滿旅策山札θ〛79Ź淀策

山札χX宙腰椌霓縅瀧健X宙昨 7 隣腰裴潰T宙朔朞裘椒濯T宙腰赱潰T宙朔óゅ爲耨T

宙埼再傘甑 

潰鑢朔腰敏潰昨蹙皿三腰敏潰癆 2 烝通不削02嫡際傘宙黻烝燵昨妻阪鏘02昨雑昨削輸際傘

暼迯はた佻抵昨0214昨迯擦埼腰埼再傘甑 

 

θ3χ寤櫓宙奡 

会宙黻昨嫩⊕w靭 

03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三腰X宙抵昨ゃた宙奡腰2016烝燵€お妹耨宙黻昨睛夢質蘋艙昨w靭腰

TCER止璽試実明柏昨w靭歳寤櫓細参冴甑 

解罪昨直寤櫓宙奡 

03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三 2015烝燵€お妹耨k式旨詞歳腰糂〕昨粤燦雑榊崎寤櫓細参冴甑擦

冴腰赱サ児史竺実昨評抵w靭歳寤櫓細参冴甑 

 

通琢燦雑榊崎た騁昨桎たっ燦02嫡裁冴昨埼腰た摩朔麿抵燦昿裁腰はた佻抵燦02嫡裁冴甑 
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祭昨た宙埴歳塡:埼再傘祭碕燦そ際傘冴薩腰た摩朔ぇ隣艸揺際傘甑 

 

 

烋耨 28烝 6鏤  蹙 

 

             た摩θはた佻χ     ╆旅 40邊 
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苗Dテ嗹堙朝苗Dテ嗹堙朝苗Dテ嗹堙朝苗Dテ嗹堙朝    陬庁10︸€お止執祉実陬庁10︸€お止執祉実陬庁10︸€お止執祉実陬庁10︸€お止執祉実    

0ǖĄ0ǖĄ0ǖĄ0ǖĄ嘖はた佻抵た宙埴嘖はた佻抵た宙埴嘖はた佻抵た宙埴嘖はた佻抵た宙埴    

 

1 明柏寢脉 蹙鑚溷黻忍齠使 ǜ艹 0ǖ抵た曦 

  θ陬庁楯幽鎚ゅ癒炭昨不 1ḾǜḾĽ 鴈や 03-3281-1711χ 

 

2 明柏蹙迯 2017烝 2鏤 13蹙θ鏤χ17迯が17迯 45便 

 

3  はた佻Q圻豬里索暼æ豬 

  Q圻豬 7隣腰暼æ豬 4隣 

 

4 箆濂はた佻豬 5隣 

 θ箆濂χ ⒐ゅ44逗健腰椌霓凅肘腰ë褫グ腰樅殤轆腰⑰楙豢跳 

 θ靭濂χ 停ホ翅譯腰╆旅40邊 

 θX宙箆濂χ 03ゅ絛瀧腰ゅ嘆翅瀧腰淀策山札腰絁⎧ヵ腰樅鑚爻烋 

 θT宙箆濂χ 作裁 

 θた騁シ軛χ 03ゅ絛瀧 

 

5 た騁 

0 1陵た騁 坤烋耨 29烝燵宙黻ヴき鎬昨臙ィ墾昨鍔 

0 2陵た騁 坤烋耨 29烝燵着二鎬昨臙ィ墾昨鍔 

寤櫓宙奡 

  

6 た摩 

暼腿0 20阯昨サ暼削皿三腰箆濂はた佻昨注敏埼樅殤轆はた佻燦た摩削敏箆裁冴甑 

 

7 た宙埴昨転耨削栽栽傘へ妙燦⊕榊冴k昨螂隣 

 X宙 03ゅ絛瀧 

 

8 抵た昨齪ギ 

θ1χ暼æ豬昨:ィっ 

た摩朔暼æ豬昨髭æ燦:ィ裁腰鑚抵た昨耨コ燦昿裁冴甑 

 

θ2χた宙昨10煮昨ギ媧里索罪昨14霙 

会0ǖ陵た騁 坤烋耨 29烝燵宙黻ヴき鎬昨臙ィ墾昨鍔 

03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三腰鑚テ嗹昨苗D宙黻削輸裁崎シ軛歳再榊冴甑蹙う逝€お凋㍿宙黻

昨 TRIO 思執児仕鴫執旨朔坤思実治鴫実詞質姉飼試執旨墾燦至実爾削 2 嘖¥昨思執児仕

鴫執旨燦曚跖際傘甑陬仔施仔€お凋㍿宙黻昨 TCER=TIFO 児史竺実斯紫寺宙黻朔妹耨際

傘€おk歳ゃ擦榊冴甑TCER思執児仕鴫執旨宙黻朔 2015質2016烝燵昨€お耨霙燦弁⊕裁腰

擦冴 2017烝燵栽晒朔ペ黻譏九燦至実爾削赱冴作寺竺施史屍詞燦明慱際傘甑a磧ゼ巠檮睛
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 ࠋ➼ࡍ⤊ࡓࡗ࠸ࡣࢺࢡࢪࣟࡢࢫࢡࣀࡣ࡛ࢺࢡࢪࣟ

┈බࡣᮏ㈈ᅋࠋࡓࡗ࠶ࡀㄝ࡚࠸ࡘ┈ᴗࡢᮏ㈈ᅋࠊៅ୍௦⾲⌮⏣⚟ࡉ

ㄆᐃࡢ㝿┈ᴗ⏦ㄳ࡚࠸࡚ࡋᐇ࡛ࡇࠊࡀ࠶࡛⬟ྍࡀᐇࡓࡗ࡞ࡇ࡚ࡋ

2017ࠋࡓࡅཷ⤡㐃࠺࠸ࠖ࠺ࡣ࡚ࡋᗫṆ࡞࠸࡞ࠕෆ㛶ᗓࠊ㏆᭱ࠊࡓ

ᖺᗘࡣ┈ᴗࡢィ⏬ࠊࡀ࠸࡞ࡣᑗ᮶ⓗࡣᐇࡢ࠸࡞ࡋࡁ࠼⪄ㄝࡀ

 ࠋࡓࡗ࠶

ᶓᑿᩗホ㆟ဨࠊTCER ᒎ㛤ࠖ࡞ࡓ᪂ࡢ⟇ᴗᨻ⏘ࠕ࣮ࢸ࠸ࡋ᪂ࡢࢫࣥࣞࣇࣥࢥ

ࡀ㉁ၥࠊࡀ࠶ゝⴥ࡛ࡌឤࡉࡋࡣࠖ⟇ᴗᨻ⏘ࠕࠊ࡚࠸ࡘෆᐜ࡞ලయⓗࡢ

TCERࠋࡓࡗ࠶ࡀㄝࡢ௨ୗៅ୍௦⾲⌮⏣⚟ࠋࡓࡗ࠶ ᮏ㈈ࡣᴗࢫࣥࣞࣇࣥࢥ

ᅋࡢఏ⤫࠶ᴗ࡛ࠊ㐣ཤ⏘ᴗᨻ⟇㛵࡚ࡋᑠᐑ㝯ኴ㑻ඛ⏕ࡢⴭྡ࡞◊✲࣭ฟ∧࠶ࡀ

ᶫᘯࡣ࡚ࡋෆᐜࠊࡀ࠺ᛮࡢࡓࡅ࡙ྡ࣮ࢸ࡚ࡋព㆑ࡑᶫᘯ⌮ࠋ

⌮ࡢᑓ㛛࡛࠶㟁ຊ⮬⏤࡞⏘ᴗ⤌⧊ㄽࡢ᪂࠸ࡋὶ↔Ⅼࠋࡃ࠸࡚࡚࠶ 

῭⤒ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㊊ㄝ⿵࡚࠸ࡘᴗ࣮ࢼࢭᏛ㐃ᦠ⏘ࠊៅ୍௦⾲⌮⏣⚟ࡉ

ྠࡢ༠ຊࠊࡢ᭷┈࣮ࢼࢭ࡞㛤ദࠊࡀ࠸࡚ࡋฟᖍ⪅ࡢῶᑡ࣭㢦ࡢࡪᅛᐃ

ࡢ࡞ၥ㢟ࠊ࠶ࡀฟᖍ⪅ቑࡢࡓࡍᕤኵ᳨ウࠋ࠸࡚ࡋᐤ⪅௨እෆ

㢪࠾༠ຊࠊ࡛ࡢ࠸࡚࠼⪄࡞࠺ࡣ㛤ദࡢࡀ࡞ࡋ㣗ࠊࡆᗈ㇟ᑐࡢ

 ࠋ࠸ࡓࡋ࠸

ᑂ㆟ࡢᚋࠊဨ୍⮴࡛㆟ࡣཎ㏻ᢎㄆࠋࡓࡉ 

ពぢ࣭࡞࠺࡞⪄ཧ⏬ᴗィࡢᚋࠊ㆟㛗ࠊࡉ せᮃࡍಁⓎゝࠋࡓࡗ࠶ࡀ

ᑠᯘ႐ගホ㆟ဨࠊ⥭ᛴㄢ㢟ᑐᛂࡣ࣮ࢸࠕ࡚࠸ࡘࢺࢡࢪࣟ㝶Ỵ࠶ࠖ

ៅ୍௦⾲⌮⏣⚟ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㉁ၥࡢࡢ࠸࡚࠼⪄࣮ࢸ࡞࠺ࡢࡣᚋࠊࡀ

ࣀࡣᚋ࡛ࡢࡓࡂࡍࡀᗈࡀ࣮ࢸࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋ࣮ࢸࢫࢡࣀࠊ

࠶ࡀ⟆ᅇウ୰᳨ࢺࢡࢪࣟࡓࡗ⤠࣮ࢸࠊᅜ㝿㈠ປാ୰࡛ࡢࢫࢡ

ࠖࢫࣛGNIࠕᣦᶆ࡞ࡓ᪂ࡓࡋ⾲Ⓨᖺ㸷᭶ࡀྠ῭⤒ࠊᑠᯘ႐ගホ㆟ဨࠋࡓࡗ

ࠊ࠶ࡀၥ㢟ṇ☜ᛶࡢࡢࡢࡑGDPࠊࡣ࡛ྠ῭⤒ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㉁ၥㄝࡢ࡚࠸ࡘ

ᅜẸ࡚ࡗ GDPࡢቑຍࡀᖾࡢ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࠊࡢࡀ࡞ࡘࡏ㐍Ṍຍ౯್

ຠ⏝ࡀ㞳ࡢ➼ࠊ࠸࡚ࡁ࡚ࡋၥ㢟ព㆑ᣢࡢ࡚࠸ࡘࡇࠊࡀ࠸࡚ࡗ TCERࢫࡢ

ࡢィ⤫ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟆ᅇៅ୍௦⾲⌮⏣⚟ࠋ࠸ࡋḧ࡚࠼ᩍࡢ࡞࠺ࡢࡣࢫࣥࢱ

ၥ㢟ࠊࡣ⤒῭Ꮫࡣ⪅✲◊ࡢ⤫ィ࡞้῝࡛ࡢ࡞࣮ࢨ࣮ࣘࡢࢱ࣮ࢹၥ㢟࡛ࢡࢪࣟ≉ࠊ

 ࠋ࠶࡛࣮ࢸ࡞㔜せࡣ࡛࡞Ꮫ῭⤒ࣟࢡࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚࡚❧ࢺ

ᒣᓮホ㆟ဨࠊᑠᯘ႐ගホ㆟ဨࡢၥ㢟ᥦ㉳ࡣ⤒῭Ꮫࡢ᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟㛵ࠊ࡛ࡢ

ࢪࣟࠊᑗ᮶࠸㏆࡚࠼ຍ➼⪅✲◊ࡢ♴⚟ࠊ࠼ຍ⪅✲◊ࡢཌ⏕⤒῭ᏛᏛ῭⤒ࣟࢡ

࣮ࢸࡢࡇࠊࡣៅ୍௦⾲⌮⏣⚟ࠋࡓ࡛ࡀពぢࡢࡍᕼᮃࡇࡆୖࡕ❧ࢺࢡ

ࠊࡣᑠᯘ႐ගホ㆟ဨࠋࡓࡋⓎゝ࠺࡞⿵ೃ࡞㔜せࡢࢺࢡࢪࣟᛴㄢ㢟ᑐᛂ⥭ࡣ

ࣟࢡࡢ࡛⤒῭Ꮫࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛࠸࡞♫ᏛࡢどⅬࡀ࡞ᚲせⓎゝࠋࡓࡋ▮㔝ㄔホ

㆟ဨ᭱ࠊ㏆ࡣ⤒῭Ꮫ⪅࠸࡞࠼ᢅࡣ࡛ࡅࡔၥ㢟ከࡢ࠸ពぢࠊ࠶ࡀ⚟⏣ៅ୍௦⾲

⌮ࠊ⏣୰㝯୍⌮ࡀࡔ࠺ࡑ♫Ꮫࡢ⪅✲◊ࡢὶከࡢ࠸Ⓨゝࠋࡓࡗ࠶ࡀ 

▮㔝ㄔホ㆟ဨពぢࠋࡓࡗ࠶ࡀTCER ࣥࣟࣇࡢۑۑࠕࡀタᐃ࣮ࢸࡢࢫࣥࣞࣇࣥࢥ

ࢸ ERIAࠋ࠸Ⰻࡀ࠺ࡓࡋࡢࡔ㎸㋃ࡋᑡ࠺ࠊࡀࡔ࡞ᒎ㛤ࠖࡢۑۑࠖࠕ

ᴗࡢᮏࡢࣝࢺࢱࡢ᪉ࡀぢ࡚࡚࠸ッࠊࡣ࡛ࠖࢸࣥࣟࣇࡢۑۑࠕࠋ࠶ࡀࡢ࠼⤒

῭Ꮫ⮬యࡢ㠃ⓑ┠ࡀぢ࠺ࠊ࡛ࡢ࠶ࡀࡇ࠸ࡃ࠼ᑡࡋᕤኵ࡚ࡋḧࠋ࠸ࡋ 

௨ୖࡢࡎ࠸ࠊពぢᚋ᳨ウࠊ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⚟⏣௦⾲⌮ࡢⓎゝࠋࡓࡗ࠶ࡀ 
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解0ǘ陵た騁 坤烋耨 29烝燵宙黻着二鎬昨臙ィ墾昨鍔 

ゅ嘆翅瀧X宙皿三シ軛歳再榊冴甑Y削襯巸昨崢㏌歳再傘奡¥削肴哉崎シ軛歳細参冴甑陬

仔施仔€お凋㍿宙黻昨 ERIA憖う宙黻朔 2017烝燵嘆昨箆7昨ホぁ碕裁崎宙黻謚箆燦 260

拓付ヴ琢際傘歳腰罪参削檮際傘宙黻率評碕裁崎 280拓付燦ヴ琢際傘甑TCER=TIFO児史竺

実斯紫寺宙黻朔 1隣昨溜29歳ゃ暼︸札作昨埼腰率評質謚箆碕雑 100拓付ヴ琢際傘甑TCER

思執児仕鴫執旨宙黻朔 2 肴昨宙黻θｸ峩10︸旄質ペ黻譏九χ昨着二燦淋二ヴ琢際傘甑ペ

旄’蟷止璽試実宙黻朔理盆k燦崢鯖際冴薩昨捗藜砕燦i彩崎採三腰迚慼燦箆際作鷺昨冴

薩削着二燦崢巸際傘っ甑 

03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三腰鑚テ嗹昨㌱湊昨馮焙埼再傘杼沈襯率評削肴哉崎腰2016烝燵皿三

㏌巸裁崎着二燦04擦菜傘燦癧作哉w靭削肴哉崎シ軛歳再榊冴甑杼沈襯率評歳棍裁剤肴㏌

榊崎哉傘甑削撒栽削㌱湊削謚藴燦済冴際雑昨埼朔作哉歳腰祭妻哉妻w靭歳62采昨朔擦剤

哉昨埼腰鑚テ嗹碕裁崎雑杼沈襯燦76莵埼済傘皿妻削昧本裁冴哉裁腰察栽昨率評═雑鶺ヹ

裁崎哉済冴哉甑 

はた佻皿三宙黻率評昨不ざ削肴哉崎ョ儁歳再三腰03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三謦薩崎シ軛歳再

榊冴甑ERIA憖う宙黻削肴哉崎朔腆豬賽91燵昨母D歳埼傘歳腰TCER=TIFO児史竺実斯紫

寺宙黻朔率評碕輪巸昨謚箆歳再三腰鑚テ嗹昨直昨㌱湊削髭崎晒参傘雑昨埼朔作哉甑 

ë褫グはた佻皿三腰蹙鑚昨旄抵雑嚔薇抵た碕輪┦腰抵ホ燦流傘迯鑢削陋崎哉傘昨埼朔作

哉栽碕糂載傘碕昨粤コ歳箆冴甑03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三腰率D宙黻燦際傘寢淋腰抵ホ燦碕

傘宙黻燦曚跖際傘療1磽朔再傘碕昨嘖七歳再榊冴甑 

廟佻瀧O埼た騁朔淀騁〛三臙ィ細参冴甑 

 

 

θ3χ寤櫓宙奡 

会X宙抵昨ゃた宙奡 

03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三腰2016烝 8鏤削 TCER=TIFO児史竺実斯紫寺宙黻昨ヴき廸鍮昨冴

薩削鎬傜ゃた昨X宙抵歳再榊冴踪寤櫓歳再榊冴甑睛夢歳棍作栽榊冴昨埼腰睛夢昨阯鍔燦

鯖鯖z采作傘皿妻廸鍮裁冴甑直削 2鏤X宙抵埼昨た騁碕裁崎腰赱サ児史竺実昨評抵臙ィ腰

TCER 児史竺実削輸際傘サ91昨謦暼腰次実痔時実施黻妙昨弸使憖う削肴哉崎寤櫓歳再榊

冴甑 

解黻妙嫩⊕昨w靭 

03ゅ絛瀧鎚←X宙皿三腰ペ旄’蟷止璽試実昨曚跖w靭腰40腆€おkテ耨宙黻昨宍実屍斯

辞紫寺明柏着暼腰TCER 思執児仕鴫執旨宙黻埼昨耨霙箆7腰ERIA 憖う宙黻埼昨箆7腰

TCER=TIFO児史竺実斯紫寺宙黻昨妹耨ゃ暼っ歳寤櫓細参冴甑 

⒐ゅ44逗健はた佻皿三腰TCER=TIFO児史竺実斯紫寺宙黻昨ゆ出削肴哉崎ョ儁歳再三腰03

ゅ鎚←X宙碕宙妙楡皿三嘖七歳再榊冴甑蹙鑚昨€おk碕陬遊仔施仔昨€おk昨蒜輪€お

燦夢邊裁崎採三腰ギ奡朔蹙鑚ギ裁栽箆裁崎哉作哉昨埼腰睛夢際傘昨朔蹙鑚朝碕哉妻縫蛬

埼i彩崎哉傘甑妹耨襯朔⑼弸€おk昨㎣みホ質ⅻ圻ホ碕蒜輪€お削ギ際傘ホぁ削砺榊崎

雑晒妻甑 

細晒削腰⒐ゅ44逗健はた佻皿三腰TCER 児史竺実昨評抵ユ駟昨:ィ歳再三腰03ゅ絛瀧鎚
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←X宙歳嘖七裁冴甑児史竺実ǖ隣昨蘿よ燦癧崎あŮ鎬燦蛬箆際参柵腰X宙抵埼昨ゃた燦

10崎児史竺実削作傘祭碕歳埼済傘甑 

 

 

通琢燦雑榊崎た騁昨桎たっ燦02嫡裁冴昨埼腰た摩朔麿抵燦昿裁腰はた佻抵燦02嫡裁冴甑 

 

 

祭昨た宙埴歳塡:埼再傘祭碕燦そ際傘冴薩腰た摩朔ぇ隣艸揺際傘甑 

 

烋耨 29烝 3鏤  蹙 

 

             た摩θはた佻χ   樅殤 轆 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

付録 
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Ⅰ. フェロー名簿 

 

注記：所属は原則として TCERが連絡を受け取った時点のものであり、現在のそれとは異な

る場合がある。 

 

 

青木 浩介 東京大学大学院経済学研究科 

赤林 英夫 慶應義塾大学経済学部 

秋田 次郎 東北大学大学院経済学研究科 

浅子 和美 一橋大学経済研究所 

浅羽 茂  早稲田大学商学学術院（ビジネススクール） 

姉川 知史 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 

阿部 正浩 中央大学経済学部教授 

荒木 一法 早稲田大学政治経済学術院 

荒田 映子 武蔵大学経済学部 

有賀 健 京都大学経済研究所(名誉教授) 

有村 俊秀 早稲田大学 

安藤 光代 慶應義塾大学商学部 

井伊 雅子 一橋大学国際・公共政策大学院 

池尾  和人 慶應義塾大学経済学部 

石川 城太 一橋大学大学院経済学研究科 

李 嬋娟 明治学院大学 国際学部 

市岡 修 専修大学経済学部 

井手 一郎  滋賀大学経済学部 
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伊藤 隆敏 

政策研究大学院大学 

School of International and Public Affairs, 

Columbia University 

伊藤 秀史 早稲田大学大学院経営管理研究科 

井堀 利宏 

東京大学(名誉教授) 

政策研究大学院大学(特別教授) 

今井 雅巳 ウェズリアン大学 

今井 亮一 九州大学留学生センター 

祝迫 得夫 一橋大学経済研究所 

岩田 和之 松山大学経済学部 

岩本 康志 東京大学大学院経済学研究科 

植田 和男 共立女子大学国際学部 

植田 健一 東京大学大学院経済学研究科 

上田 晃三 早稲田大学政治経済学術院 

牛尾 吉昭 東京経済大学経済学部 

浦田 秀次郎 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 

及川 浩希 早稲田大学社会科学総合学術院 

大垣 昌夫 慶應義塾大学経済学部 

大瀬戸 真次 東北大学大学院経済学研究科 

大滝 英生 神奈川大学経済学部 

大竹 文雄 大阪大学社会経済研究所 

大野 正智 成蹊大学経済学部 

大橋 和彦 一橋大学大学院国際企業戦略研究科  
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大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科 

岡崎 哲二 東京大学大学院経済学研究科 

岡田 章 京都大学経済研究所 

岡田 羊祐 一橋大学大学院経済学研究科 

小川 英治 一橋大学大学院商学研究科 

奥野（藤原） 正寛 東京大学（名誉教授） 

奥村 綱雄 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科 

小倉 義明 早稲田大学政治経済学術院 

尾崎 裕之 慶應義塾大学経済学部 

小佐野 広 京都大学経済研究所 

小塩 隆士 一橋大学経済研究所 

小田 信之 杏林大学総合政策学部 

小田切  宏之 公正取引委員会 

鬼木 甫 (株)情報経済研究所 

小野 有人 中央大学商学部 

尾山 大輔 東京大学経済学研究科 

笠原 博幸 

Vancouver School of Economics, University of 

British Columbia 

片山 東 早稲田大学商学部 

Takao Kato Department of Economics, Colgate University 

加藤 雅俊 関西学院大学経済学部 

金子 昭彦 早稲田大学政治経済学術院 

金子 守 早稲田大学 政治経済学術院 
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金本良嗣  政策研究大学院大学 

加納 隆 一橋大学大学院経済学研究科 

神谷 和也 神戸大学経済経営研究所 

軽部 大 一橋大学イノベーション研究センター 

河合 榮三 流通経済大学経済学部 

川口 大司 東京大学大学院経済学研究科 

川崎 健太郎 東洋大学経営学部 

川又 邦雄 慶応義塾大学（名誉教授） 

康 聖一 横浜市立大学国際総合科学部 

神田 秀樹 学習院大学法科大学院 

神取 道宏 東京大学大学院経済学研究科 

神林 龍  一橋大学経済研究所 

神戸 伸輔 学習院大学経済学部 

菊谷 達弥 京都大学大学院経済学研究科 

菊池 眞夫 千葉大学環境健康フィールド科学センター 

北村 行伸 一橋大学経済研究所 

木下 富夫 武蔵大学 

金 榮愨 専修大学経済学部 

木村 福成 慶應義塾大学経済学部 

グレーヴァ 香子 慶応義塾大学経済学部 

黒坂 佳央 武蔵大学経済学部金融学科 

玄田 有史 東京大学社会科学研究所 

鯉渕 賢 中央大学商学部 
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小枝 淳子 早稲田大学・政治経済学術院 

小谷 浩示 高知工科大学、経済・マネジメント学群 

小西 秀樹 早稲田大学政治経済学術院 

小西 祥文 上智大学国際教養学部 

小林 慶一郎 慶應義塾大学経済学部 

小巻 泰之 日本大学経済学部 

近藤 絢子 東京大学社会科学研究所 

西條 辰義 高知工科大学マネジメント学部 

齊藤 誠 一橋大学大学院経済学研究科 

坂井 豊貴  慶應義塾大学経済学部  

坂上 智哉 熊本学園大学経済学部 

榊原 健一 千葉大学法経学部 

作道 真理 日本政策投資銀行/日本経済研究所 

櫻川 昌哉 慶應義塾大学経済学部 

佐々木 宏夫 早稲田大学商学学術院・大学院基幹理工学研究科 

佐々木 百合 明治学院大学経済学部 

佐藤 清隆 横浜国立大学 大学院国際社会科学研究院 

塩澤 修平         慶應義塾大学経済学部 

塩路 悦朗 一橋大学経済学研究科 

重岡 仁 Department of Economics, Simon Fraser University 

柴田 章久 京都大学経済研究所 

清水 順子 学習院大学経済学部 

下村 研一 神戸大学経済経営研究所 
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庄司 匡宏 成城大学 経済学部 

胥 鵬 法政大学経済学部 

新熊 隆嘉 関西大学経済学部 

須賀 晃一 早稲田大学政治経済学術院 

鈴木 彩子 早稲田大学国際教養学部 

鈴木 伸枝 駒澤大学経済学部 

鈴木 豊 法政大学経済学部 

須田 伸一 慶應義塾大学経済学部 

須田 美矢子 キヤノングローバル研究所 

瀬古 美喜 武蔵野大学 

園部 哲史 政策研究大学院大学 

大東 一郎 慶應義塾大学商学部 

高橋 孝明 東京大学 空間情報科学研究センター 

武田 浩一 法政大学 経済学部 

畳谷 整克 神戸大学経済学研究科 

辰巳 憲一 学習院大学経済学部 

蓼沼 宏一 一橋大学大学院経済学研究科 

田中 茉莉子 武蔵野大学 経済学部 経済学科 

田中 隆一 東京大学社会科学研究所 

玉田 康成 慶應義塾大学経済学部 

坪内 浩 日本経済研究センター/内閣府 

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部 

戸田 淳仁 リクルートワークス研究所 
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冨浦 英一 一橋大学大学院経済学研究科 

戸村 肇 早稲田大学政治経済学術院 

内藤 巧 早稲田大学 

中泉 真樹 國學院大學 経済学部 

長岡 貞男 

一橋大学（名誉教授） 

東京経済大学経済学部 

中嶋 智之 東京大学 

中西 訓嗣 神戸大学大学院経済学研究科 

中西 泰夫 専修大学経済学部 

中村 慎助 慶應義塾大学経済学部 

中山 幹夫 

慶應義塾大学(名誉教授)  

流通経済大学経済学部 大学院経済学研究科 

成生 達彦 京都大学 

成田 淳司 青山学院大学経済学部 

南部 鶴彦 学習院大学経済学部 

西岡 修一郎 ウェストバージニア大学経済学部 

西島 益幸  横浜市立大学国際総合科学部 

西村 和雄 京都大学経済研究所 

西村 清彦 政策研究大学院大学政策研究科 

楡井 誠 東京大学大学院経済学研究科 

野口 晴子 早稲田大学政治経済学術院 

萩原 清子 佛教大学社会学部公共政策学科 

服部 正純 一橋大学経済研究所 



90 

 

花崎 正晴 一橋大学大学院商学研究科 

浜田 宏一  

Economic Growth Center, Department of Economics, 

Yale University 

林 文夫 政策研究大学院大学 

原 ひろみ 日本女子大学 

原田 喜美枝 中央大学商学部 

東田 啓作 関西学院大学 経済学部 

樋口 美雄 慶應義塾大学 

廣川 みどり 法政大学経済学部 

廣瀬 康生 慶應義塾大学経済学部 

広田 真一 早稲田大学商学学術院 

深尾 京司 一橋大学経済研究所 

深尾 光洋 

慶應義塾大学(名誉教授)  

武蔵野大学経済学部 経済学科 

福島 淑彦 早稲田大学政治経済学術院 

福田 慎一 東京大学大学院経済学研究科 

藤垣 芳文 成蹊大学経済学部  

藤木 裕 中央大学商学部 

藤田 友敬 東京大学大学院法学政治学研究科 

藤田 昌久 

京都大学経済研究所 

甲南大学 

藤本 淳一 政策研究大学院大学 

藤原 一平 慶應義塾大学経済学部 
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船木 由喜彦 早稲田大学政治経済学術院 

古沢 泰治 一橋大学大学院経済学研究科 

穂刈 享 慶應義塾大学経済学部 

星 岳雄 Stanford University 

細田 衛士 慶應義塾大学経済学部 

堀内 昭義 東京大学経済学部(名誉教授) 

ホリオカ・チャール

ズ・ユウジ 

公益財団法人アジア成長研究所 

本多 佑三 関西大学総合情報学部 

松井 彰彦 東京大学大学院経済学研究科 

松浦 寿幸 慶應義塾大学産業研究所 

松川 勇 武蔵大学経済学部 

松島 斉 東京大学大学院経済学研究科 

松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 

松本 茂 青山学院大学 

宮崎 耕一 法政大学経済学部 

宮里 尚三 日本大学経済学部 

椋 寛 学習院大学経済学部 

武藤 滋夫 東京理科大学経営学部ビジネスエコノミクス学科 

武藤 恭彦 成蹊大学経済学部 

村上 直樹 日本大学経済学部 

森 悠子 流通経済大学 

安井 健悟 青山学院大学経済学部 
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安田 洋祐 大阪大学・大学院経済学研究科 

柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科・経済学部 

山崎 昭 一橋大学（名誉教授） 

山崎 福寿 日本大学経済学部 

山本 賢司 小樽商科大学商学部経済学科 

山本 雅資 富山大学 

山本 庸平 一橋大学大学院経済学研究科 

吉田 裕司 滋賀大学経済学部 

吉原 直毅 マサチューセッツ大学アマースト校経済学部 

蓬田 守弘 上智大学経済学部 

若杉 隆平 新潟県立大学  

若田部 昌澄 早稲田大学政治経済学術院 

和光 純 学習院大学経済学部 

渡辺 努 東京大学大学院経済学研究科 

渡部 敏明 一橋大学経済研究所 

 

以上 207 名 
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Ⅱ. 役員名簿 

公益財団法人東京経済研究センターの役員は、理事(内 1 名は代表理事)、監事、評議員よ

りなる｡2017 年度の役員は以下の通りである｡(2017年 6 月現在) 

（１）理事 

代表理事  福田 慎一 

 (勤務先)  東京大学大学院経済学研究科 教授 

    〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 

sfukuda@e.u-tokyo.ac.jp 

 

代表理事代理（業務執行理事） 大橋 弘 

    (勤務先)  東京大学大学院経済学研究科 教授 

    〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 

ohashi@e.u-tokyo.ac.jp 

 

会計・研究会担当（業務執行理事） 田中 隆一 

    (勤務先)   東京大学社会科学研究所 教授 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学社会科学研究所 

ryuichi.tanaka@iss.u-tokyo.ac.jp 

 

財産管理運用担当   小林 慶一郎   

 (勤務先)  慶應義塾大学経済学部 教授 

    〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 

keiichirokbys@gmail.com 

 

総務（ホームページ担当） 山本 庸平   

   （勤務先） 一橋大学 大学院経済学研究科 教授 

 〒186-8601 東京都国立市中 2-1 

yohei.yamamoto@econ.hit-u.ac.jp 
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総務（ホームページ担当） 武田 浩一 

   （勤務先） 法政大学経済学部 教授 

 〒194-0298 東京都町田市相原町 4342 番地 

     ktakeda@hosei.ac.jp 

 

総務（ニュースレター・名簿担当） 原 ひろみ 

       (勤務先)  日本女子大学家政学部家政経済学科 准教授                   

〒112-8681 文京区目白台 2-8-1 

        harahiromi@fc.jwu.ac.jp 

 

総務（報告書作成担当） 祝迫 得夫  

       (勤務先)  一橋大学経済研究所 教授 

    〒186-8601 東京都国立市中 2-1 

        iwaisako@ier.hit-u.ac.jp 

 

企画担当   有村 俊秀   

(勤務先)   早稲田大学政治経済学術院 教授 

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1－6－1 

arimura@waseda.jp   

 

渉外担当   小川 英治 

    (勤務先)   一橋大学大学院商学研究科 教授 

    〒186-8601 東京都国立市中 2-1  

eiji.ogawa@r.hit-u.ac.jp 
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（２）監事 

監事     玉田 康成  

 (勤務先)   慶應義塾大学経済学部 准教授 

〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 

tamada@econ.keio.ac.jp 

 

監事     宮里 尚三 

(勤務先)   日本大学経済学部 教授 

〒101-8360 東京都千代田区三崎町 1-3-2 

miyazato.naomi@nihon-u.ac.jp 

 

 

（３）評議員 （50 音順・敬称略） 

伊藤 隆敏    政策研究大学院大学教授（兼）コロンビア大学教授 

浦田 秀次郎   早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 

小林 喜光    公益社団法人経済同友会 代表幹事／ 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役会長 

樋口 美雄    慶應義塾大学商学部教授 

矢野 誠     京都大学経済研究所教授 

山崎 昭      一橋大学名誉教授 

横尾  敬介   公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事 
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Ⅲ．諸規約 

（1）公益財団法人東京経済研究センター定款 

第１章  総 則 

（名称） 

第 １ 条 本財団は、公益財団法人東京経済研究センター（英文名 Tokyo Center for 

Economic Research。略称「TCER」）と称する。 

（事務所） 

第 ２ 条 本財団は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 

 

第２章  目的及び事業 

（目的） 

第 ３ 条 本財団は、経済理論を応用して、日本経済および世界経済が直面する諸問題に関す

る理論的・実証的調査研究およびその支援事業を行い、もってわが国経済の持続的な発展に寄

与することを目的とする。 

 (事業) 

第 ４ 条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）国際専門雑誌の刊行支援事業 

（２）日米欧研究交流事業 

（３）東アジア研究交流事業 

（４）環太平洋地域研究交流事業 

（５）国際学術研究機関交流事業 

（６）ＴＣＥＲコンファレンス事業 

（７）ＴＣＥＲ定例研究会事業 

（８）ミクロ経済分析事業 

（９）マクロ経済分析事業 

（10）緊急課題対応プロジェクト事業 

（11）研究プロジェクト助成事業 

（12）若手研究者育成支援事業 

（13）ＴＣＥＲ産学連携セミナー事業 

（14）委託研究調査事業 

（15）その他本財団の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、国内及び海外において行う。 
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第３章  資産及び会計 

（財産の管理・運用） 

第 ５ 条 本財団の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決

議により別に定める財産運用管理規程によるものとする。 

（事業年度） 

第 ６ 条 本財団の事業年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第 ７ 条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し理事会の決議を経て、評議

員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第 ８ 条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を

作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第１号及

び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第６号までの書類については承認を

受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとと

もに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し

た書類 

３ 第１項の書類については、毎事業年度の終了後３ヶ月以内に行政庁に提出しなければなら

ない。 

（公益目的取得財産残額の算定） 
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第 ９ 条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８

条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定

し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。 

（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け） 

第１０条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する

短期借入金を除き、評議員会において総評議員数の３分の２以上の議決を経なければならな

い。 

２ 本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なけれ

ばならない。 

 

第４章  評議員 

（評議員） 

第１１条  本財団に評議員５名以上１０名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第１２条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 

２ 評議員選定委員会は、評議員１名、監事１名、次項の定めに基づいて選任された外部委員

３名の合計５名で構成する。 

３ 評議員選定委員会の外部委員は、経済および経済学に関し高い知見を有する者であり、か

つ、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。 

（１）本財団又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同

じ。）の業務を執行する者又は使用人 

（２）過去に前号に規定する者となったことがある者 

（３）第１号又は第２号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人（過去に使用人とな

った者も含む。） 

４ 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦するこ

とができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 

５ 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評

議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

（１）当該候補者の経歴 

（２）当該候補者を候補者とした理由 

（３）当該候補者と本財団及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係 

（４）当該候補者の兼職状況  

６ 評議員選定委員会の決議は、委員の三分の二以上が出席し、その過半数をもって行う。 
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７ 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の

評議員を選任することができる。 

８ 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 

（１）当該候補者が補欠の評議員である旨 

（２）当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、

その旨及び当該特定の評議員の氏名 

（３）同一の評議員（２以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２以上の評

議員）につき２人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位 

９ 第７項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。 

１０  評議員は本財団の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 

（任期） 

第１３条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員

の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（評議員に対する報酬等） 

第１４条 評議員に対して、各事業年度の総額が５００，０００円を超えない範囲で、評議員

会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うための費用を弁償することができ

る。 

（損害賠償責任の免除） 

第１５条 本財団は、本定款に規定する任務を怠ったことによる評議員の損害賠償責任を、総

評議員の同意によって免除する事ができる。 

 

第５章  評議員会 

（構成） 

第１６条 本財団に、評議員会を置く。 

２ 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 
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（権限） 

第１７条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事の選任及び解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）評議員、理事及び監事の報酬等の支給の基準 

（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの付属明細書の承認 

（５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）その他評議員会での決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 

（開催） 

第１８条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後３ヶ月以内に１回開催するほ

か、必要がある場合に開催する。 

（招集及び通知） 

第１９条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事

が招集する。 

２ 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員

会の招集を請求することができる。 

３ 評議員会を招集するには、代表理事（前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合

にあってはその評議員、次項において同じ）は、評議員会の開催日の１週間前までに、評議員

に対して書面でその通知をしなければならない。 

４ 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法によ

り通知を発出することができる。 

５ 第３項にかかわらず、評議員全員の同意を得たときは、招集の手続きを経ることなく、評

議員会を開催できる。 

（議長） 

第２０条 評議員会の議長は、開催の都度、その評議員会において出席した評議員の中から選

出する。 

（決議） 

第２１条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
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（１）監事の解任 

（２）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（３）定款の変更 

（４）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２４条に定める定数を上回る場合に

は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任す

ることとする。 

（決議の省略） 

第２２条 代表理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案

について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

（議事録） 

第２３条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければならな

い。 

 

第６章  役 員 

（役員の設置） 

第２４条 本財団に、次の役員を置く。 

（１）理事５名以上１５名以内 

（２）監事３名以内 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

３ 代表理事以外の理事のうち、５名以内を業務執行理事とする。 

 （役員の選任） 

第２５条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

（理事の職務及び権限） 
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第２６条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す

る。 

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行

し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行す

る。 

３ 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の

職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第２７条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第２８条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２４条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を

有する。 

（役員の解任） 

第２９条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任す

ることができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（報酬等） 

第３０条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会に

おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することがで

きる。 

（損害賠償責任の免除） 
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第３１条 本財団は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一般社団・財団

法人法」という）第１９８条で準用する同法第１１４条第１項の規定により、任務を怠ったこ

とによる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度に

おいて理事会の決議によって免除することができる。 

２ 本財団は、一般社団・財団法人法第１９８条で準用する同法第１１５条第１項の規定によ

り、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般社団・財団法人法第１

９８条で準用する同法第１１３条第１項で定める最低責任限度額とする。 

 

第７章  理事会 

（構成） 

第３２条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第３３条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）評議員会の招集に関する事項 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 

（４）重要な財産の処分及び譲受け 

（５）多額の借財 

（６）重要な使用人の選任及び解任 

（７）従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止 

（８）一般財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の

整備 

（９）一般社団・財団法人法第１９８条で準用する同法第１１４条第１項に規定する損害賠償

責任の一部免除 

（10）その他理事会での決議するものとして法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会

において定める理事会運営規則による。 

（招集） 

第３４条 理事会は、代表理事が招集する。 

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

３ 理事会を招集しようとするときは、代表理事は、理事会の日の１週間前までに、各理事及

び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した

文書により通知しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続

を経ることなく開催することができる。 
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（議長） 

第３５条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、出席した理事の中から互選され

た者がこれに当たる。 

３ 前項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互

選された者がこれに当たる。 

（決議） 

第３６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

（決議の省略） 

第３７条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全

員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案

を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたとき

はこの限りでない。 

（議事録） 

第３８条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 代表理事及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を

行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。 

 

第８章  定款の変更、合併及び解散 

（定款の変更） 

第３９条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の３分の２以上

の評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条及び第４条及び第１２条についても適用する。 

（解散） 

第４０条 本財団は、一般社団・財団法人法第２０２条に規定する事由及びその他法令で定め

られた事由により解散する。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４１条 本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合

（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経
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て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併

の日から１ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号

に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

（残余財産の帰属） 

第４２条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人は又は国若しく

は地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第９章  公告の方法 

（公告の方法） 

第４３条 本財団の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をする事が出来ない場合は、官報に

掲載する方法による。 

 

第１０章  事務局その他 

（事務局） 

第４４条 本財団に事務を処理するための事務局を置く。 

２ 事務局には、必要に応じ事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、理事会の承認を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が定める。 

（委任） 

第４５条 この定款に定めのあるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会

の決議を経て、代表理事が定める。 

附則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定

める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める特例民法
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法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第６条の規定にかかわらず、解

散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

３ 本財団の最初の代表理事は岡田章とする。 

４ 本財団の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 

   桜井正光  鈴村興太郎  西村和雄  樋口美雄   

   藤原正寛  前原金一   山崎昭  
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（2）ＴＣＥＲフェローに関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人東京経済研究センター（以下、本財団）のフェロー（以

下、ＴＣＥＲフェロー）の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（資格） 

第２条 本財団の目的、事業に賛同し、かつ以下の 2つの条件に該当する者は、理事会の承

認を得てＴＣＥＲフェローとなることができる。 

１ 国内もしくは海外の大学・研究機関で教育・研究に従事する者。 

２ 本財団の評議員、理事、ＴＣＥＲフェローのうち、1名の推薦を得た者、もしくは代表理

事が認めた者。 

（入会手続き） 

第３条 ＴＣＥＲフェローになろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならな

い。 

（資格確認手続き） 

第４条 ＴＣＥＲフェローは年に 1回、本財団の求めに応じ、所属ほか申込時に届け出た属

性の変更の有無を報告しなければならない。 

（特典） 

第５条 ＴＣＥＲフェローは以下の特典を享受できる。 

１ 本財団のメーリングリストに登載し、メールにより各種の情報提供を受ける。 

２ 代表理事の承認を得て本財団に情報を提供し、その情報を全ＴＣＥＲフェローにメール配

信してもらう。 

３ 規程に従ってワーキングペーパーを投稿することができる。ワーキングペーパーは審査の

上、TCERワーキングペーパーとして、TCERホームページに掲載され、ネット上で一般の

閲覧に付される。 

（退会） 

第６条 ＴＣＥＲフェローは、退会通知を本財団に提出することにより、いつでも退会でき

る。 

（資格喪失） 

第７条 ＴＣＥＲフェローは、本人による退会通知の提出がない場合でも、次のいずれかに該

当する場合、理事会の承認を得てフェローの資格を喪失する。 

１ 当該フェローが死亡した時 
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２ 当該フェローが本財団の名誉を傷つけ、又は本財団の目的に反する行為があった時 

３ 当該フェローが一定の期間、消息不明など連絡が取れない状態となった時 

 

第８条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。 

附則（2010年 4月 26日） 

この規程は、本財団の移行登記の日から施行する。 

 

附則（2010年 4月 26日） 

移行登記後の本財団の最初のＴＣＥＲフェローは、財団法人東京経済研究センター寄附行為に

基づいた研究員と客員研究員全員とする。 

 

附則（2017年 2月 1日改定） 

この規程は、2017年 4月 1日から施行する。 
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（3）研究助成に関する規程 

第1条 公益財団法人東京経済研究センター（以下本財団という）は、定款第 3 条に掲げる
目的の下に同第 4 条第 11 号で定められた事業の一つとして研究プロジェクト助成
事業を行うために本規程を定める。 

第2条 本規程にいう研究助成事業とは、広く経済現象に関わる理論または計量・実証面で
の萌芽的研究について、研究者に対して公募を行い、研究助成に関する審査委員会
（以下審査委員会という）が適正と認めたものについて、その研究費用を助成する
事業をいう。 

第3条 研究助成の期間は、原則として、応募年度内 1 年とする。 

第4条 研究助成の額は、1 件当たり 40 万円を限度とする。 

第5条 本事業の研究助成に応募するものは、以下の条件を満たさなければならない。 

1. 応募者は日本あるいは外国の大学・研究機関で教育・研究に従事する者とする。 

2. すでに同一（または実質的に同一と見なせる）研究テーマで過去３年以内に助成を
受けた者（共同研究者である場合も含む）は応募できないものとする。 

3. 応募者は、所定の書式にしたがって、研究テーマに関する研究計画概要及び必要経
費の見積もりを別に定められた提出期限までに本財団審査委員会宛に提出しなけれ
ばならない。 

第6条 本事業で研究助成を受けた者（以下助成受給者という）は、以下の手続きに従わな
くてはならない。 

1. 助成受給者は、研究助成を受けた年度の 3 月末日までに所定の様式にしたがった研
究成果報告書、支出明細および成果としての完成論文を、本財団審査委員会宛に提
出しなければならない。 

2. 前号に関わらず、助成受給者が希望する場合は、以下の通り完成論文の提出期限を
延長するものとする。 

(1)2014 年度以前の受給者については、1 年半まで延長する。 

(2)2015 年度以降の受給者については、1 年まで延長する。 

3. 助成受給者は、前号にいう完成論文を本財団ワーキング・ペーパーとして刊行され
ることを了承しなければならない。 

第7条 研究助成を受けた研究が、研究者の側の事情で中断・中止された場合については、
以下のような対応をとるものとする。 

1. 研究が中断・中止される場合には、助成受給者は速やかに、その理由、それまでに遂
行された研究経過・成果、ならびにそれまでの支出総額（明細を含む）について、本
財団審査委員会に報告し、助成額の残額を本財団に返済しなければならない。 

2. 審査委員会が研究の中断・中止の理由を正当と判断した場合をのぞき、助成受給者
はすでに行われた支出総額について本財団に対して弁済しなければならない。正当
な理由による場合には、すでに支出された当初の研究に係わらず、これを本事業の
対象と見なさず、中断・中止時点以降の研究助成も行われない。 

第8条 審査委員会は、代表理事を委員長として、以下に定める者から構成されるものとす
る。 

1. 代表理事 

2. 副代表理事 

3. 代表理事代理 

4. 会計担当理事 

5. 代表理事が委託した者 

第9条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て、代表理事がこれを行うものとする。 

附則  本規程は 2008 年 4 月 1 日より施行する。 

2009 年 2 月 10 日改定 

2011 年 5 月 26 日改定 

2014 年 5 月 9 日改定 
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(4) TCER=TIFO フェローシップに関する規程 

第1条 公益財団法人東京経済研究センター（以下本財団という）は、定款第 3 条に掲げる
目的の下に同第 4 条第 3 号で定められた事業の一つとして TCER=TIFO フェローシッ
プ事業を行うために本規程を定める。 

第2条 本規程にいう TCER=TIFO フェローシップ事業とは、公益財団法人東芝国際交流財団
（TIFO）の助成を受け、東南アジアに本拠を置く（もしくはそれに準ずる）経済学
研究者（以下共同研究者という）を３週間から３カ月程度日本に呼び寄せる資金を
提供し、日本の経済学研究者との間の日本を含めた経済問題に関する共同研究を促
進する事業について、研究者に対して公募を行い、フェローシップに関する審査委
員会（以下審査委員会という）が適正と認めたものについて、その共同研究費用を
助成する事業をいう。 

第3条 フェローシップの期間は、原則として、４月１日から３月末日までの１年とする。 
第4条 フェローシップの額は、1 年当たり総額 100 万円程度とする。 
第5条 本事業の共同研究助成に応募するものは、以下の条件を満たさなければならない。 

(ア) 応募者は日本の大学・研究機関で経済学の教育・研究に従事する者とする。 
(イ) すでに同一の共同研究者について過去３年以内に助成を受けた者は応募できないも

のとする。 
(ウ) 応募者は、所定の書式にしたがって、フェローシップに関する受入概要及び必要経費

の見積もりを別に定められた提出期限までに本財団審査委員会宛に提出しなければ
ならない。 

第6条 本事業で共同研究助成を受けた者（以下助成受給者という）は、以下の手続きに従
わなくてはならない。 

(ア) 助成受給者は、フェローシップを受けた年度の３月末日までに、所定の様式にしたが
った共同研究報告書、支出明細を、本財団審査委員会宛に提出しなければならない。 

(イ) 助成受給者は、希望する場合、共同研究の成果である共同研究論文を本財団ワーキン
グペーパーとして投稿規程に従い投稿することができる。 

第7条 フェローシップを受けた研究が、研究者の側の事情で中断・中止された場合につい
ては、以下のような対応をとるものとする。 

(ア) フェローシップが中断・中止される場合には、助成受給者は速やかに、その理由、そ
れまでに遂行された共同研究経過・成果、ならびにそれまでの支出総額（明細を含む）
について、本財団審査委員会に報告し、助成額の残額を本財団に返済しなければなら
ない。 

(イ) 審査委員会がフェローシップの中断・中止の理由を正当と判断した場合をのぞき、助
成受給者はすでに行われた支出総額について本財団に対して弁済しなければならな
い。正当な理由による場合にも、中断・中止時点以降の支出は認めない。 

第8条 審査委員会は、代表理事を委員長として、以下に定める者から構成されるものとす
る。 

(ア) 代表理事 
(イ) 代表理事代理 
(ウ) 会計担当理事 

第9条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て、代表理事がこれを行うものとする。 

 

附則（2013年 10月 1日） 本規程は 2013年 10月 1日より施行する。 

附則（2014年 5月 9日改定） 本規程は 2014年 6月 1日より施行する。 

附則（2016年 9月 1日改定） 本規程は 2016年 9月 1日より施行する。 
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ⅣⅣⅣⅣ....    刊行物一覧刊行物一覧刊行物一覧刊行物一覧    

以下では The Journal of the Japanese and International Economies (JJIE) 国際共同コンファレ

ンス特集号一覧と TCER コンファレンス議事録を掲載する。 

（１）（１）（１）（１）JJIEJJIEJJIEJJIE国際共同コンファレンス特集号一覧国際共同コンファレンス特集号一覧国際共同コンファレンス特集号一覧国際共同コンファレンス特集号一覧    

• Saving: Its Determinants and Macroeconomic Implications (Part l of 2 Parts), Volume 2,Number 

3, September1988 

• Saving: Its Determinants and Macroeconomic Implications (Part 2 of 2 Parts), Volume 2, Number 

4, December 1988 

• Labor Relations and the Firm: Comparative Perspectives, Volume 3, Number4, December1989 

• Corporate Finance and Related Issues : Comparative Perspectives, Volume 4, Number 4, 

December1990 

• Fiscal Policies in Open Macro Economies, Volume 5, Number 4, December1991 

• Growth and Development: New Theory and Evidence, Volume 6, Number 4, December 1992 

• International Comparison of the Financial System and Regulations, Volume 7. Number4, 

December 1993 

• Economics of Transition, Volume 9, Number4, December 1995 

• Economics Agglomeration, Volume 10,Number4, December 1996 

• Purchasing Power Parity, Volume 11, Number4, December 1997 

• The International Monetary Regime in the Twenty First Century, Volume 12, Number 4, 

December 1998 

• Competition Policy, Deregulation and Re-regulation, Volume 13, Number 4, December 1999 

• Monetary Policy under Low Inflation Environment, Volume 14, Number 4, December 2000 

• Unemployment, Volume 15, Number 4, December 2001 

• Fiscal Adjustment, Volume 16, Number 4, December 2002 

• New Development in Empirical International Trade, Volume 17, Number 4, December 2003 

• Financing Retirement, Volume 18, Number 4, December 2004 

• Enhancing Productivity, Volume 19, Number 4, December 2005 
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• International Finance, Volume 20, Number 4 ,December 2006 

• Orgnaizational Innovation and Corportae Performance, Volume 22, Number 2,June 2008 

• Special Conference Issue on Financial Globalization (20th Anniversary Trio Conference), Trio 

Conference,Volume 23, Number 2,June 2009 

• Special Conference Issue Sticky Prices and Inflation Dynamics, Volume 24, Issue 2, June 2010 

• Fiscal Policy and Crisis, Volume 25, Issue 4, December 2011. 

• Experiments for Development: Achievements and New Directions, Volume 33, September 2014. 

• Abenomics: A New Unconventional Economic Policy Regime in Japan, Volume 37, September 

2015 

• International Finance in the Global Markets, Volume 42, December 2016 

 

（２）（２）（２）（２）TCERTCERTCERTCERコンファレンス（旧・逗子コンファレンス）議事録コンファレンス（旧・逗子コンファレンス）議事録コンファレンス（旧・逗子コンファレンス）議事録コンファレンス（旧・逗子コンファレンス）議事録    

現在までに発行されたものは次の通りである。 

＜邦文＞ 

第 1 回 小宮隆太郎編『戦後日本の経済成長』岩波書店、1963･12。 

第 2 回 館竜一郎･渡部経彦編『経済成長と財政金融』岩波書店、1965･1。 

第 3 回 稲田献一･内田忠夫編『経済成長の理論と計測』岩波書店、1966･3。 

第 4 回 嘉治元郎編『経済成長と資源配分』岩波書店、1967･7。 

第 5 回 筑井甚吉･村上泰亮編『経済成長理論の展望』岩波書店、1968･8。 

第 6 回 小野旭･新飯田宏編『日本の産業組織』岩波書店、1969･5。 

第 7 回 浜田宏一･島野卓爾編『日本の金融』岩波書店、1971･6。 

第 8 回 根岸隆･渡部福太郎編『日本の貿易』岩波書店、1971･7。 

第 9 回 上野裕也･村上泰亮編『日本経済の計量分析』岩波書店、1975･8。 

第 21･22 回 小宮隆太郎･奥野正寛･鈴村興太郎編『日本の産業政策』東京大学出版会、

1984･12。 

第 23･24 回 浜田宏一・黒田昌裕･堀内昭義編『日本経済のマクロ分析』東京大学出版会、

1987･6。 
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第 25 回 伊藤元重･西村和雄編『応用ミクロ経済学』東京大学出版会、1989･3。 

第 28 回 三輪芳朗･西村清彦編『日本の流通』東京大学出版会、1990･3。 

第 29 回 堀内昭義･吉野直行編『現代日本の金融分析』東京大学出版会、1992･6。 

第 30･31 回 石川経夫編『日本の所得と富の分配』東京大学出版会、1994･9,。 

第 32･33 回 伊藤秀史編『日本の企業システム』東京大学出版会、1996･6。 

第 34 回 浅子和美･福田慎一･吉野直行編『現代マクロ経済分析―転換期の日本経済』東京

大学出版会、1997･9。 

第 35･36 回 三輪芳郎･神田秀樹･柳川範之編『会社法の経済学』東京大学出版会、1998･

11。 

第 38 回 西村和雄・福田慎一編『非線形均衡動学―不決定性と複雑性』東大出版会、

2004･9。 

第 39 回 浅子和美・福田慎一編『景気循環と景気予測』東京大学出版会、2003･7。 

第 40･41 回 福田慎一・小川英治編『国際金融システムの制度設計―通貨危機後の東アジ

アへの教訓』東京大学出版会、2006･2。 

第 42･43 回 矢野誠編著『法と経済学―市場の質と日本経済』東京大学出版会 2007･2。 

第 52･53 回 木村福成・椋 寛編『国際経済学のフロンティア グローバリゼーションの
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