（2016年度1/8）

2016年度助成一覧

① 研究活動に対する助成
(a) 経済分野
研究者氏名
コード
申込時所属
1601 石 川 竜 一 郎 (共同) 早稲田大学
国際学術院
准教授

研究テーマ
金融市場における投
資家の期待形成と金
融危機抑制政策

助成金額
成果物
110万円 【雑誌】『Behavioral uncertainty and the
dynamics of traders' confidence in their
price forecasts』(Journal of Economic
Dynamics & Control , 88 (March) 121136, 2018)

1602 臼 井 恵 美 子 (共同) 一橋大学
経済研究所
准教授

中高年齢者の金融資
産と健康の関係につ
いて

130万円

1603 永

戦前日本の国債管理
政策の歴史分析―政
府資金の機能からの
考察―

40万円 【紀要】「国債の郵便局売出の開始（補
論）―第一次大戦後の日本における国
債発行方式の転換―」（甲南大学経済
学会、『甲南経済学論集』 第57巻 第3・
4号、2017年3月、107〜127頁）

廣

顕 (単独) 甲南大学
経済学部
教授

【紀要】「第一次大戦後の日本における
国債発行市場の変容：1917〜1932」（甲
南大学経済学会、『甲南経済学論集』
第58巻 第3・4号、2018年3月、95〜122
頁）
1604 長

田

健 (単独) 埼玉大学
経済学部
准教授

非伝統的金融政策下
の邦銀による超過準
備保有行動に関する
実証分析

85万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1605 柏

木

昌

成 (単独) 学習院大学
国際取引通貨の最適
国際社会科学部 金融政策および経済
准教授
厚生に対する含意に
ついての理論分析

75万円 【論文】『A vehicle currency country's
welfare under optimal monetary policy』
(Japan and the World Economy,
vol.42(2017), pp23-31)

1606 角

谷

快

彦 (単独) 広島大学
大学院社会科学
研究科
准教授

人口高齢化時代の高
齢者の経済活動を支
える仕組みづくりに関
する研究

40万円 【ディスカッション・ペーパー】「Factors
affecting knowledge about the adult
guardianship and civil trust systems:
Evidence from Japan」（HiHER
Discussion Paper Vol. 30, 5（1））

1607 菅

野

正

泰 (単独) 日本大学
商学部
教授

株式持ち合いのネット
ワーク構造の解明と
信用リスクの分析

45万円 【論文】『Bank-Insurer-Firm tripartite
interconnectedness of credit risk
exposures in a cross-shareholding
network』(The Social Science Research
Network)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
m?abstract̲id=2943367

1608 菊 池 健 太 郎 (単独) 滋賀大学
経済学部
准教授

日本国債のゼロクー
ポンイールドカーブ構
築

30万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

（2016年度2/8）
コード
1609 倉

田

研究者氏名
申込時所属
正 充 (単独) 上智大学
経済学部
助教

研究テーマ
助成金額
成果物
地方創生に向けた農
75万円 【助成研究報告書（中間）受領済】
村工業化政策の長期
的な政策評価分析

1610 代 田 豊 一 郎 (単独) 北海道大学
為替レート変動の物
大学院経済学研 価へのパススルーに
究科
ついて
准教授

55万円 【ディスカッションペーパー】『Not All
Exchange Rate Movements Are Alike :
Exchange Rate Persistence and PassThrough to Consumer Prices』
(Discussion Paper, Series A, №2017311. Faculty of Economics and
Business, Hokkaido University、2017)
http://hdl.handle.net/2115/67120

1611 杉

60万円 【書籍】「日本の「抑制された再軍備」の
形成過程」(ミネルヴァ書房『国際規範は
どう実現されるか―複合化するグロー
バル・ガバナンスの動態―』西谷真規子
編著 第４章 138頁〜165頁 2017年3月)

田

米

行 (単独) 大阪大学
ドッジラインの再検討：
大学院言語文化 戦後日本経済の礎
研究科
教授

1612 高 見 澤 秀 幸 (単独) 一橋大学
大学院商学研究
科
准教授

マクロデータと資産価
格データに内在する
投資家のリスク選好
の解明

75万円 【助成研究報告書（中間）受領済】
【ワーキングペーパー】「An Equilibrium
Model of Term Structures of Bonds and
Equities」 （Graduate School of Business
Administration, Hitotsubashi University
May 25, 2018）
http://hermes-ir.lib.hitu.ac.jp/rs/handle/10086/29333

1613 高

山

史

乃 (単独) クィーンズランド
大学
経済学部
専任講師

株式市場における価
格操作の数量的分析

40万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1614 田

中

聡

史 (単独) クィーンズランド
大学
経済学部
助教授

先進国におけるサー
ビス産業の発展要因
についてのマクロ経済
分析

65万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1615 角 ヶ 谷 典 幸 (単独) 名古屋大学
日本の会計専門家の
大学院経済学研 判断特性と判断要因
究科
に関する研究
教授

45万円 【雑誌】「歴史的原価会計は危機に瀕し
ているのか」（『企業会計』第71巻第1号
（2019年1月） 60〜68頁）

1616 中

45万円 【ワーキングペーパー】『The Dynamics
of Commodity Spot, Forward, Futures
Prices and Convenience Yield』（SSRN)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
m?abstract̲id=2758433

島

克

志 (単独) 立命館ｱｼﾞｱ太平 コモディティの現物価
洋大学
格と先物価格のダイ
国際経営学部
ナミクスに関する研究
助教

【ワーキングペーパー】『Commodity
Spot, Forward Prices, and Convenience
Yield under Incomplete Market』（SSRN)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
m?abstract̲id=2952662
1617 中

園

善

行 (単独) 横浜市立大学
金融資産の超過収益
国際総合科学部 に関する研究
准教授

85万円 【ワーキングペーパー】『Role of
Expectation in a Liquidity Trap』(UTokyo
Price Project Working Paper Series No.
099 February
2018)http://www.price.e.utokyo.ac.jp/img/researchdata/pdf/p̲wp
099.pdf

（2016年度3/8）
コード
1618 中

村

研究者氏名
申込時所属
美 保 (共同) 大分大学
経済学部
准教授

1619 秦

1620 羽

劼 (単独) 立命館大学
経済学部
教授
森

茂

研究テーマ
助成金額
成果物
グローバル財務報告
70万円 【助成研究報告書（中間）受領済】
基準の適用効果とわ
が国企業に生じる移
行期コストとベネフィッ
トの変遷に関する実証
研究
感情と証券市場：後悔
理論のアプローチから

60万円

之 (単独) 神戸大学
資産リスクの国際相
85万円 【紀要】『株式収益率の相互依存関係に
大学院経済学研 互波及メカ二ズムに関
ついて：連続型ウェーブレット変換の応
究科
する研究
用』（関西学院大学経済学部研究会「経
教授
済学論究」第71巻第2号 2017年9月 ｐ
ｐ.39−57）
【雑誌】『Does the crude oil price
influence the exchange rates of oilimporting and oil-exporting countries
differently? A wavelet coherence
analysis』（Internaitonal Review of
Economics and Finance (2017) Vol.49,
pp.536-547）
https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.03.0
15

1621 藤

森

裕

美 (単独) 青山学院大学
事業再生市場の逆選
経営学部
択に係る法と行動経
プロジェクト助教 済学的考察：企業内
容等の開示に関する
内閣府令とアンカリン
グ

70万円 【論文】「ADVERSE SELECTION IN THE
BUSINESS REHABILITATION MARKET:
CABINET OFFICE ORDINANCE ON
THE DISCLOSURE OF CORPORATE
AFFAIRS, ETC. AND THE ANCHORING
EFFECT ON THE DISCLOSURE OF
CORPORATE INFORMATION」
（European Journal of Business,
Economics and Accountancy, 4 (9), 5764.)
http://www.idpublications.org/ejbeavol-4-no-9-2016/

1622 舟

島

義

人 (単独) 東北学院大学
経済学部
准教授

フィッシャー効果の時
間的視野と構造変化

60万円 【論文】「Do the Bank of Japanʼs
Unconventional Monetary Policies
Decrease Real Interest Rates under a
Zero Lower Bound? 」（Open Journal of
Social Sciences, Vol.6, No.7, pp. 122130.）
https://doi.org/10.4236/jss.2018.67010

1623 星

野

祟

宏 (共同) 慶應義塾大学
経済学部
教授

行動経済指標とパー
ソナリティ特性を用い
た個人の金融行動と
その変化の理解

90万円

1624 松

林

洋

一 (共同) 神戸大学
大学院経済学研
究科
教授

バラッサ・サミュエルソ
ン効果と労働市場の
構造変化に関する国
際比較

75万円 【ディスカッション・ペーパー】「Wage
Discrepancy Between Tradable and
Non-Tradable Sectors and Real Exchａ
nge Rates in Japan ： Empirical
Evidence with Panel Threshold Model」
(Graduate School of Economics, Kobe
University, Discussion paper, No.1821,
May 2018)

（2016年度4/8）
コード
1625 松

村

研究者氏名
申込時所属
研究テーマ
助成金額
成果物
敏 弘 (共同) 東京大学
企業の社会的責任と
75万円 【論文】 「Comparing welfare and profit
社会科学研究所 競争構造の関係に関
in quantity and price competition within
教授
する研究
Stackelberg mixed duopolies」（Journal
of Economics, 16 March 2018）
https://link.springer.com/article/10.100
7/s00712-018-0603-7
【論文】「DYNAMIC PRIVATIZATION
POLICY」（Manchester School, 15 April
2018)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1111/manc.12217
【論文】「Optimal privatization and
uniform subsidy policies: A note」
（Journal of Public Economic Theory, 22
March 2018）
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1111/jpet.12293
【論文】「Government-leading welfareimproving collusion. International
Review of Economics and Finance」
（Volume 56, July 2018, Pages 363-370)
https://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/pii/S1059056017304884
【論文】「An analysis of entry-thenprivatization model: welfare and policy
implications」（Journal of Economics,
vol. 123(1), pp. 71-88, 2018）
【論文】「Lobbying for Regulation Reform
by Industry Leaders」（Journal of
Regulatory Economics, vol. 52(1), pp.
63-76, 2017）
【論文】「Long-run welfare effect of
energy conservation regulation」
（Economics Letters, vol. 154, pp. 6468, 2017）
http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.201
7.02.030
【論文】「Inefficient but Robust Public
Leadership.」（Journal of Industry,
Competition and Trade, vol. 17(4), pp.
387‒398, 2017）
【ディスカッション・ペーパー】「Corporate
Social Responsibility and Privatization
Policy in a Mixed Oligopoly」（MPRA
Paper No. 79780, 12 June 2017）
https://mpra.ub.unimuenchen.de/79780/1/MPRA̲paper̲79
780.pdf
【ディスカッション・ペーパー】
「Procurement of Advanced Technology
and Welfare-Reducing Vertical
Integration」（MPRA Paper No. 79109, 5
May 2017）
https://mpra.ub.unimuenchen.de/79109/1/MPRA̲paper̲79
109.pdf

（2016年度5/8）
コード
1626 松

研究者氏名
申込時所属
研究テーマ
助成金額
成果物
本
守 (単独) 北九州市立大学 コーポレ−ト・ガバナ
35万円 【紀要】「銀行業の取締役会に関する
経済学部
ンスの観点から見た
サーベイ−取締役会のダイバーシティを
准教授
日本企業における取
中心に−」（北九州市立大学経済学会、
締役会のダイバーシ
『商経論集』 第53巻 第1･2･3･4号、2018
ティに関する実証分析
年3月、 79〜87頁）
―デモグラフィック・ダ
イバーシティとタスク・
ダイバーシティの視点
から―
【紀要】「日本企業の取締役会における
女性取締役の登用は本当に企業パ
フォーマンスを引き上げるのか？」（北
九州市立大学経済学会、『商経論集』
第54巻 第1･2･3･4号、2019年3月、69〜
82頁）
【紀要】「日本企業における相談役・顧問
制度とコーポレート・ガバナンス−「CSR
企業調査」のアンケートデータによる予
備的分析−」（北九州市立大学経済学
会、『商経論集』 第54巻 第1･2･3･4号、
2019年3月、83〜97頁）

1627 宮

川

大

介 (単独) 一橋大学
大学院国際企業
戦略研究科
准教授

サプライチェーンを通
じた倒産ショックの波
及と実物・金融取引
ネットワークの役割

90万円 【ディスカッション・ペーパー】「Venture
Capital Networks: An analysis using the
exponential random graph model」(RIETI
Discussion Paper Series 17-E-084)
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/d
p/17e084.pdf
【ディスカッション・ペーパー】
「Forecasting Firm Performance with
Machine Learning: Evidence from
Japanese Firm-level Data」(RIETI
Discussion Paper Ser

1628 室

岡

健

志 (単独) University of
Munich
Department of
Economics
Assistant
Professor

消費者が損失回避的
選好を持つ場合にお
ける経験財の価格分
析

95万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1629 山

村

英

司 (単独) 西南学院大学
経済学部
教授

情報公開条例が地方
自治体財政に及ぼす
影響の実証分析

50万円 【ワーキングペーパー】「Altruistic and
selfish motivations of charitable giving:
The Case of the hometown tax
donation system（Furusato nozei) in
Japan」（Munich Personal RePEc
Archive 86181, Munich University.）

1630 結

城

武

延 (単独) 東北大学
大学院経済学研
究科
准教授

昭和金融恐慌と銀行
60万円 【紀要】「昭和金融恐慌と銀行破綻ー加
破綻―加島銀行を主
島銀行の事例ー」『研究年報 経済学』
軸とした破綻銀行に関
（東北大学 2019年 3月 76巻1号 259〜
する比較経営史的研
270頁）
究―
https://tohoku.repo.nii.ac.jp/?action=pa
ges̲view̲main&active̲action=repository
̲view̲main̲item̲detail&item̲id=126257&
item̲no=1&page̲id=33&block̲id=38

（2016年度6/8）
(b) 法律分野
研究者氏名
コード
申込時所属
1631 COLOMBO
(共同) 名古屋大学
Giorgio Fabio
大学院法学研究
科
准教授

研究テーマ
助成金額
成果物
国際商事仲裁におけ 125万円 【紀要】「 A Short Theoretical
る第三者による資金
Assessment on Third Party Funding in
提供（third-party
International Commercial Arbitration」
funding)―情報に基づ
（『名古屋大学法政論集』No. 280
く立法化及び倫理的
(2018), pp. 109-124）
行動を促進するため
http://doi.org/10.18999/nujlp.280.3
の要点分析

1632 庄

イギリスのEU脱退後
におけるEU単一市場
と金融サービス―い
わゆる単一パスポート
のゆくえ―

司

克

宏 (単独) 慶應義塾大学
大学院法務研究
科
教授

75万円 【雑誌】「Brexitの諸問題・9 イギリスのＥ
Ｕ離脱後におけるＥＵ単一市場と金融
サービス貿易 −単一パスポートのゆく
え−（1）」『貿易と関税』（2018年1月号48
−55頁）
【雑誌】「Brexitの諸問題・10 イギリスの
ＥＵ離脱後におけるＥＵ単一市場と金融
サービス貿易 −単一パスポートのゆく
え−（2）」『貿易と関税』（2018年2月号2
−11頁）
【雑誌】「Brexitの諸問題・11 イギリスの
ＥＵ離脱後におけるＥＵ単一市場と金融
サービス貿易 −単一パスポートのゆく
え−（3）」『貿易と関税』（2018年3月号25
−35頁）
【雑誌】「Brexitの諸問題・12 英ＥＵ将来
関係取り決めの展望」『貿易と関税』
（2018年4月号53−61頁）

1633 新

津

和

典 (単独) 岡山商科大学
法学部
准教授

平成26年会社法改正
後における商号続用
責任規制（会社法22
条）と残存債権者保護
―ドイツ法・オーストリ
ア法からの示唆

70万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1634 谷

江

陽

介 (単独) 立命館大学
法学部
准教授

銀行法における「公共
性」に着目した契約締
結拒絶ルールの明確
化

80万円 【書籍】「契約自由と公共性・序説−公
共性理論の意義と限界」『21世紀民事
法学の挑戦―加藤雅信先生古稀記念
（下巻）』（信山社 2018年3月 25−44頁）

枝 (単独) 関西大学
商学部
教授

金融機関の特殊性か
ら生じる国際所得課
税上の問題―利子控
除制限を中心に

55万円 【助成研究報告書（中間）受領済】

1635 辻

美

1636 濵 本 正 太 郎 (単独) 京都大学
大学院法学研究
科
教授

投資条約仲裁におけ
85万円 【雑誌】『常設投資裁判所構想について
る国内行政法理論の
―ヨーロッパ連合による提案を中心に―
役割―公正衡平待遇
(その１〜その７・完）』（日本商事仲裁協
条項の解釈をめぐって
会「JCAｼﾞｬｰﾅﾙ」64巻(2017年) 8号3-9
―
頁、9号33-41頁、10号23-30頁、11号
10-17頁、12号16-23頁、65巻(2018年)
1号44-51頁、2号16-22頁）

1637 舩

ドイツにおける決済
サービス監督法制の
動向

津

浩

司 (単独) 同志社大学
法学部
教授

70万円 【紀要】「ドイツの支払サービス監督法制
の概要」『同志社法學』第404号(71巻1
号)(同志社法学会 519〜544頁 2019年4
月)

（2016年度7/8）
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
1638 丸 山 絵 美 子 (単独) 名古屋大学
契約上の地位の移転 75万円 【紀要】「財産譲渡における使用・収益権
大学院法学研究 ―特許権の譲渡・事
の対抗と契約上の地位の移転−ライセ
科
業譲渡を素材として―
ンス・賃借権・用益物権−」（『名古屋大
教授
学法政論集』、第276号、2018年、33〜
62頁）
1639 溝

1640 楪

渕

博

彰 (単独) 香川大学
証券訴訟とイベントス
連合法務研究科 タディ―オリンパス証
准教授
券訴訟を取り上げて
―

70万円 【雑誌】「有価証券報告書等の虚偽記載
と損害賠償額の算定」『金融・商事判
例』No.1568(2019年6月15日号)、2〜7頁

行 (単独) 白鷗大学
法学部
教授

60万円 【紀要】「アメリカ不法行為訴訟における
成功報酬」 「アメリカにおける私的司法
長官理論」 「クラス・アクションにおける
典型性の要件について」 「強制型クラ
ス・アクションについて」 「クラス・アク
ションの成立認証手続と事実審理」 「ク
ラス・アクションの代理人を巡る問題−
弁護士報酬と倫理−」『白鷗法学』（白
鷗大学法学部 第24巻1号〜3号 2017
年7月、9月、2018年1月）

消費契約違反への集
団的救済の比較法的
研究―消費者裁判手
続特例法施行を迎え
て―

【紀要】「クラス・アクションの現状と課
題」『法政治研究』（関西法政治研究会
第4号 別刷 2018年3月29日発行）
【書籍】「クラス・アクションの研究−アメ
リカにおける集団的救済の展開」（丸善
プラネット、2018年8月30日発行）

（2016年度8/8）
② 研究成果の刊行に対する助成
(a) 法律分野
研究者氏名
申込時所属
コード
1641 石 井 由 梨 佳 (単独) 防衛大学校
人文社会科学群国際関係学科
専任講師

助成金額
書籍名
120万円 『越境犯罪の国際的規制』(有斐閣、2017
年8月25日発行)

