（2015年度1/8）

2015年度助成一覧

① 研究活動に対する助成
(a) 経済分野
コード
1501 浅

研究者氏名
申込時所属
井
学 (単独) 創価大学
経済学部
教授

研究テーマ
助成金額
成果物
金融資産収益率のボ 35万円 【雑誌】『Generalized Fractional
ラティリティにおける長
Processes with Long Memory and Time
期記憶性について
Dependent Volatility Revisited』
(Econometrics,2016, 4(3), 37;
doi:10.3390/econometrics4030037
【雑誌】『Estimating and Forecasting
Generalized Fractional Long Memory
Stochastic Volatility Models』（Journal
of Risk and Financial Management 2017,
10(4), 23; ）
http://www.mdpi.com/19118074/10/4/23

1502 家

富

洋 (単独) 新潟大学
理学部
教授

マルチラテラル・ネッ
ティングの数理的基盤
の構築

60万円 【ワーキングペーパー】「Hierarchical
and Circular Flow Structure of Interfirm
Transaction Networks in Japan」（2018,
Available at SSRN）
https://ssrn.com/abstract=3173955
【論文概要】「Hierarchical and
Circulating Flow Structure in an
Interfirm Transaction Network」
（Abstracts of the 6th Int'l Workshop on
Complex Networks and their
Applications (Lyon, France,
2017）,pp.12-14)
【論文概要】「International Trade
Relationship from a Multilateral Point of
View」（Abstracts of the 6th Int'l
Workshop on Complex Networks and
their Applications (Lyon, France, 2017),
pp. 253-255）

1503 市

1504 井

橋

上

勝 (単独) 広島大学
貧困及び所得格差の
国際協力研究科 発生に関する開発経
教授
済的研究

智

夫 (共同) 成蹊大学
経済学部
教授

45万円 【ディスカッションペーパー】『Notes on
Comparative Economic Development』
(IDEC DP2(Development Policy
Discussion Paper) Series, No.6-3, pp.167, 2016)

主要国の金融政策転 40万円 【ディスカッション・ペーパー】『Measuring
換がアジア経済に及
the Effects of Commodity Price Shocks
ぼす影響の分析：パラ
on Asian Economies』(独立行政法人経
メータが可変的なグ
済産業研究所 ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ・ﾍﾟｰﾊﾟｰ(英
ローバルVARによる検
語)2017年2月 17-E-009)
証
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/s
ummary/17020002.html

（2015年度2/8）
コード
1505 大

橋

研究者氏名
申込時所属
賢 裕 (単独) 早稲田大学
大学院 ファイナ
ンス研究科
助教

研究テーマ
証券市場における相
場操縦を未然防止す
る取引制度設計のた
めの理論的考察

助成金額
成果物
60万円 【雑誌】『Deposit contract design with
relatively partially honest agents』
(Economics Letters 146 (2016) 21-23)
http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.201
6.07.014
【雑誌】『Momentum Ignition Price
Manipulation and Pricing Mechanisms』
(March 9, 2018, SSRN)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
m?abstract_id=3136824

1506 沖

本

竜

義 (単独) オーストラリア国
立大学 クロ
フォード公共政策
大学院
准教授

国際投機マネーの拡
大が金融市場ならび
にコモディティ市場へ
与える影響の分析

60万円 【雑誌】『Increasing trends in the excess
comovement of commodity prices』
（Journal of Commodity Markets Volume
1, Issue 1, March 2016, Pages 48–64）

1507 小

倉

義

明 (単独) 早稲田大学
金融危機における政
政治経済学術院 策金融の経済厚生評
教授
価

65万円 【ディスカッションペーパー】『The
Objective Function of GovernmentControlled Banks in a Financial Crisis』
(SSRN eLibrary:RIETI Discussion Paper
Series 16-E-004 (revised) 15 Apr 2017)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
m?abstract_id=2741423

1508 北

村

行

伸 (単独) 一橋大学
経済研究所
教授

日本家計行動の歴史
的推移

80万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1509 北

村

能

寛 (単独) 早稲田大学
社会科学部
教授

為替介入政策の新し
い評価方法について

55万円 【雑誌】『Does the simple microstructure
model tell the time of the FX
intervention? A one day analysis of the
Japanese FX intervention』(Research in
International Business and Finance
Volume 36, January 2016, Pages 436–
446)

1510 金

榮

愨 (共同) 専修大学
経済学部
准教授

生産性上昇と雇用創
出に関する実証研究

90万円 【論文】『Innovation and Employment
Growth in Japan: Analysis Based on
Microdata from the Basic Survey of
Japanese Business Structure and
Activities』(The Japanese Economic
Review Vol.68 №2 June2017)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11
11/jere.12146/full

1511 雲

和

広 (共同) 一橋大学
経済研究所
教授

ロシアの貿易構造と
環日本海地域経済関
係の展望

80万円 【ワーキングペーパー】『Inter-regional
Population Migration in Russia
Revisited: Analysis on Origin-toDestination Matrix, 1990-2013』(CEI
Working Paper, Center for Economic
Institutions Hitotsubashi IER No. 20162)
【論文】『ロシアにおける主観的厚生と政
治的姿勢―社会調査による観察―』（ロ
シア・東欧研究 第45号 2016年 ｐｐ3246）

（2015年度3/8）
コード
1512 坂

和

1513 佐

藤

研究者氏名
申込時所属
研究テーマ
助成金額
成果物
秀 晃 (共同) 名古屋市立大学 我が国の金融業の企 105万円 【論文】『Bank Risk-ｔaking and the
大学院経済学研 業統治について
Board of Directors Role: Evidence from
究科
Japan』(In Corporate Governance:
准教授
Principles, Practices and Challenges,
pp.213-226,2016.)
秀

樹 (単独) 金沢大学
人間社会研究域
経済学経営学系
准教授

金融規制の国際的調
和化への挑戦―欧州
銀行同盟の銀行規制
分析―

40万円 【ディスカッションペーパー】
『Construction of the European Banking
Union: Relations with the European
Banking Authority and Financial
Stability Board』(Discussion Paper
Series, Faculty of Economics and
Management, Institute of Human and
Social Sciences, Kanazawa University,
No. 32, pp. 1-29, March. 2017)
【ディスカッションペーパー】
『International Aspects on the European
Banking Union (EBU): Dynamism on the
Harmonization of the Banking
Supervision』(Discussion Paper Series,
Faculty of Economics and Management,
Institute of Human and Social Sciences,
Kanazawa University, No. 37, pp. 1-33,
November. 2017)

1514 清

水

崇 (共同) 神戸大学
貨幣経済における価
大学院経済学研 格の決定要因：理論と
究科
実験
教授

90万円 【ディスカッション・ペーパー】
『Equilibrium Selection in Monetary
Search Models: An Experimental
Approach』(RIEB Discussion Paper
Series No.2017-03, Kobe University)

1515 鈴

木

豊 (単独) 法政大学
経済学部
教授

ユーロ圏財政ガバナ
ンスへの不完備契約
アプローチ：コミットメ
ントVSフレクシビリ
ティー

30万円 【雑誌】『‘An Incomplete Contract
Approach to Eurozone Fiscal
Governance’ – Commitment vs.
Flexibility』（International Economic
Journal, 2017 31:2, 297-309)
DOI: 10.1080/10168737.2017.1315736

平 (単独) 京都大学
経済研究所
助教

賃金調整の状態依存
性がマクロ経済変動
に与える影響

85万円 【ディスカッション・ペーパー】「Does
State-Dependent Wage Setting
Generate Multiple Equilibria?」（KIER
Discussion Paper Series, No.991, 2018）

1516 髙

橋

修

【雑誌】『State Dependency in Price and
Wage Setting』（International Journal of
Central Banking, 13(1), 151-189, 2017）
1517 高

橋

大

志 (単独) 慶應義塾大学
大学院経営管理
研究科
教授

株式インデックスが価
格変動および投資家
にもたらす影響の分
析

75万円 【雑誌】『Analyzing the Influence of
Indexing Strategies on Investors’
Behavior and Asset Pricing Through
Agent-Based Modeling: Smart Beta and
Financial Markets』(G.Jezic et al. (eds.),
Agent and Multi-Agent Systems:
Technology and Applications, Smart
Innovation, Systems and Technologies,
58, Springer, pp.331-340, 2016)

（2015年度4/8）
コード
1518 手

島

1519 得

田

研究者氏名
申込時所属
健 介 (共同) メキシコ自治工
科大学(ITAM) 経
済研究所
助教授

雅

章 (単独) 滋賀大学
経済学部
准教授

研究テーマ
助成金額
成果物
メキシコ輸出企業―米 105万円 【助成研究報告書（中間）受領済】
輸入企業取引データ
を用いた、取引環境の
不確実性が貿易取引
に与える影響の研究
―
金融政策効果の地域
格差に関する実証分
析

40万円 【ワーキングペーパー】「銀行の業務多
様化に関する一考察」（ ISSN 24337889 Working Paper No. 277,Faculty of
Economics SHIGA UNIVERSITY）
http://www.biwako.shigau.ac.jp/eml/WP/index.htm
【紀要】「信用金庫の貸出産業別多様化
について」（中京学院大学研究紀要（経
営学部） 第25巻（2018年3月 37-58頁）
ISSN 1343-4888）
https://chukyogakuin.repo.nii.ac.jp/inde
x.php?action=pages_view_main&active_a
ction=repository_view_main_item_snippet
&index_id=17&pn=1&count=20&order=7
&lang=japanese&page_id13&block_id=21

1520 中

島

裕

喜 (共同) 南山大学
経営学部
准教授

オーラルヒストリー手
法を用いた銀行史の
記録保存―日本興業
銀行の事例―

60万円 【ワーキングペーパー】『オーラルヒスト
リー手法による日本興業銀行の歴史的
研究－川崎悦道氏－（1）～（3）』（南山
大学経営研究センターNo.1701,1702,
1703,2017年6月)http://www.ic.nanzanu.ac.jp/MCENTER/workingpaper.htm
【ワーキングペーパー】『オーラルヒスト
リー手法による日本興業銀行の歴史的
研究－蓑田秀策氏－（1）～（2）』（南山
大学経営研究センターNo.1706,1707,
2018年1月)http://www.ic.nanzanu.ac.jp/MCENTER/workingpaper.htm
【ワーキングペーパー】『オーラルヒスト
リー手法による日本興業銀行の歴史的
研究－成川哲夫－（1）～（3）』（南山大
学経営研究センターNo.1708,1709,1710,
2018年2月)http://www.ic.nanzanu.ac.jp/MCENTER/workingpaper.htm

1521 中

田

勇

人 (共同) 明星大学
経済学部
准教授

石油価格変動が地域
経済に与える効果の
実証分析

45万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1522 羽

森

直

子 (単独) 流通科学大学
経済学部
教授

ユーロ導入のドイツ金
融システムへの影響
に関する分析

45万円 【紀要】『ドイツの労働市場改革の功罪』
(流通科学大学論集―経済・情報・政策
編 第26巻第1号、pp61-78（2017）

1523 東

島

雅

昌 (共同) 早稲田大学
高等研究所
助教

開発途上世界の中央 115万円 【ワーキングペーパー】『Monetary
銀行改革と経済政策：
Constraints, Spending, and Autocratic
権威主義体制下の中
Survival in Party-Based Regimes』
央銀行の独立性・イン
(SSRN Working Paper,
フレーション・財政政
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
策に着目して
m?abstract_id=2921818）

（2015年度5/8）
コード
1524 本

領

研究者氏名
申込時所属
祟 一 (共同) University of
Mannheim
Department of
economics
Junior Professor

1525 MONTGOMERY,

(単独) 国際基督教大学 公的資本注入の貸出
教養学部
金供給への効果
上級准教授

80万円 【紀要】「公的資本注入の貸し渋り抑制
効果」『社会科学ジャーナル』（国際基督
教大学社会科学研究所 85巻、2018年、
45―67頁)

輝 (共同) ロイヤル・メルボ 中国からの輸入競争
ルン工科大学
と日本企業行動のミク
経済学部
ロ実証研究
准教授

90万円 【ワーキングペーパー】『Chinese Import
Competition and Skill Demand in
Japanese Manufacturing』(オーストラリ
ア国立大学 日豪研究センター Working
paper 03/2017 October 2017)
https://ajrc.crawford.anu.edu.au/public
ation/ajrc-workingpapers/11505/chinese-importcompetition-and-skill-demandjapanese

Heather Anne

1526 山

下

直

研究テーマ
助成金額
成果物
政策決定プロセスに
85万円 【助成研究報告書（中間）受領済】
おけるマスメディアの
影響：戦略的コミュニ
ケーション理論からの
アプローチ

1527 湯 之 上 英 雄 (単独) 兵庫県立大学
経済学部
准教授

地方財政健全化法と
地方財政変数の相互
依存関係に関する実
証分析

55万円 【雑誌】『基準財政需要額の算定構造に
関する分析―都道府県パネルデータに
よる検証―』(会計検査院 会計検査研
究 No.53（2016.3）)
【雑誌】『市町村歳出と人口規模の実証
分析』(公共選択学会 公共選択〈第67号
(2017)〉ｐ5～ｐ22)
【ディスカッション・ペーパー】『地方財政
健全化指標における相互依存関係の実
証分析』(Munich Personal RePEc
Archive Version: March 16, 2017)

(b) 法律分野
コード
1528 嘉

1529 金

研究者氏名
申込時所属
村 雄 司 (単独) 島根大学
法文学部
准教授

炳

学 (単独) 福島大学
行政政策学類法
学系
准教授

研究テーマ
助成金額
成果物
保険とクレジット・デリ 75万円 【論文】「保険とクレジット・デリバティブ
バティブの法的区別の
の法的区別の再構成」『会社法の到達
議論における損害填
点と展望－森淳二朗先生退職記念論文
補基準の限界と新理
集』（68頁－101頁, 2018年6月法律文化
論の構築
社）
日本と韓国における
債権回収に関する比
較民事執行法研究―
実務運用を中心に―

45万円 【紀要】『韓国における再建型倒産処理
手続の概要―労働者の権利保護に関
する若干の分析とあわせて―』（福島大
学行政社会学会 行政社会論集 第28巻
第2号 2016 1～45頁）
【紀要】『国際仲裁判定の取消事由の拡
張または制限―裁判所による本案の審
査と関連して―』（早稲田大学比較研究
所 比較法学 第50巻 第1号 通巻第110
号 2016.6.1 65～87頁）
【紀要】『韓国における民事訴訟法の変
遷と将来の展望』（福島大学行政社会
学会 行政社会論集 第29巻 第2号
2016.11月 107～154頁）

（2015年度6/8）
研究者氏名

コード

申込時所属

研究テーマ

助成金額

成果物
【紀要】『韓国民事執行法邦語試訳―
2016年5月31日現在―』（福島大学行政
社会学会｢行政社会論集」第29巻 第3号
2017年1月 101～208頁）
【書籍】『相反する債務名義による義務
の衝突と間接強制の阻害事由―諫早
湾事例を素材とした覚書』 （弘文堂 上
野𣳾男先生古稀祝賀論文集「現代民事
手続の法理」567～580頁 2017年4月30
日）

1530 工

藤

敏

隆 (単独) 慶應義塾大学
法学部
准教授

計画外事業譲渡の実
体的および手続的要
件に関する比較法的
研究

45万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1531 作

内

良

平 (単独) 首都大学東京
委任契約の本質：「代
都市教養学部法 理」および「所有権」の
学系
観点から
准教授

40万円

1532 鈴

木

悠

哉 (単独) 事業創造大学院
大学
事業創造研究科
講師(専任）

国際的金融取引を源
泉とした収益への課
税に関する研究：外国
金融機関への金銭寄
託およびイスラム金融
を中心に

70万円 【紀要】『Qualification as Interest
Income on Japanese Income Taxation：
An introductory inquiry into Income Taｘ
ation on ”Foreign”Interest』(J. of
Graduate Institute for Entrepreneurial
Studies vol.8 no.1 at 1-11(2017))

1533 長

戸

貴

之 (単独) 学習院大学
法学部
准教授

租税法律主義と租税
回避否認の関係

85万円 【雑誌】『分野を限定しない一般的否認
規程（GAAR)と租税法律主義』(フィナン
シャル・レビュー129号 169－193頁
2017.3)
http://www.mof.go.jp/pri/publication/fi
nancial_review/fr_list7/r129/r129_10.pdf
【雑誌】『A General Anti-Avoidance
Rule(GAAR) and the Rule of Law in
Japan』(Public Policy Review, Vol.13
No.1 ｐｐ.35-70（June 2017)
http://www.mof.go.jp/english/pri/public
ation/pp_review/fy2017/ppr2017_013b.p
df

1534 野 一 色 直 人 (単独) 立命館大学
経済学部
教授

税法上の申告納税手
続に係るインセンティ
ブ措置の法的な課題

45万円 【書籍】『加算税制度の今後の方向性と
課題について―課徴金制度との比較を
通じて―』（日本税法学会 税法学№
576 115-131頁 2016年12月7日）

1535 原

活用可能な権利質権
制度に関する比較法
研究

80万円 【書籍】「フランスにおける権利質権の諸
相」『変革期における法学・政治学のフ
ロンティア』（日本評論社 2017年 85～
107頁）

謙

一 (単独) 西南学院大学
法学部
専任講師

【紀要】「知的財産権の担保化について」
『特許権侵害に基づく損害賠償 日本工
業所有権法学会年報 第41号』（有斐閣
2018年 23～50頁）
1536 古

屋

壮

一 (単独) 松山大学
法学部
教授

日本民法467条の制
定過程におけるプロイ
セン一般ラント法の影
響について

45万円 【紀要】『民法四六七条とプロイセン一般
ラント法』（松山大学総合研究所「松山
大学論集」第28巻第1号 2016年4月発
行 361-394頁)）

（2015年度7/8）
研究者氏名

コード

1537 松

1538 劉

尾

順

申込時所属

研究テーマ

助成金額

成果物
【紀要】『民法四六七条とザクセン民法』
（松山大学総合研究所「松山大学論集」
第29巻第5号 2017年12月発行 337-372
頁)）

介 (共同) 桃山学院大学
経営学部
教授

投資型クラウドファン
ディングの成長と金融
規制に関する実証研
究

95万円 【論文】『将来株式取得略式契約スキー
ム（SAFE)とクラウドファンディング』(証
券経済研究、第99号（2017年9月）1-17
頁。）

穎 (単独) 中央大学
法学部
助教

倒産法上の双方未履
行双務契約の取扱い
に関する比較法的研
究

75万円 【論文】『Reflection on the Treatment of
Contract in Chinese Insolvency Law』
(現代法学 2016年第3期 第38巻,52-61
頁）

（2015年度8/8）
② 研究成果の刊行に対する助成
(a) 経済分野
コード
1539 宮

研究者氏名
申込時所属
下 量 久 (共同） 北九州市立大学
地域戦略研究所
准教授

助成金額
書籍名
105万円 『「平成の大合併」の政治経済学』(勁草書
房、2016年6月25日発行)

(ｂ) 法律分野
コード
1540 齋

藤

1541 隅

谷

1542 渕

研究者氏名
申込時所属
哲 志 (単独) 東京大学
社会科学研究所
准教授
史

圭

助成金額
書籍名
115万円 『フランス法における返還請求の諸法理
―原状回復と不当利得―』(有斐閣、2016
年8月31日発行)

人 (単独) 流通経済大学
法学部
専任講師

90万円 『独仏指図の法理論―資金移動取引の
基礎理論―』(慶應義塾大学出版会、
2016年8月30日発行)

吾 (単独) 神戸大学
法学部
教授

75万円 『所得課税の国際的側面』(有斐閣、2016
年8月30日発行)

