日本金融学会 2020 年度秋季大会プログラム
10 月 31 日（土）・11 月 1 日（日）

岡山商科大学（online)

第 1 日目午前 10:00 - 12:00 （受付開始 9:30～）
A 会場

B 会場

C 会場

D 会場

E 会場

金融史パネル

自由論題

自由論題

自由論題

座長 鎮⽬ 雅⼈（早稲田大学）
副座長 橋本 理博（名古屋経済大学）

座長
田中 勝次（岡山商科大学）
副座長 星野 聡志（岡山商科大学）

座長
千田 隆（広島大学）
副座長 井尻 裕之（岡山商科大学）

座長 小倉 義明（早稲田大学）
座長
高浜 光信（明治大学）
副座長 五百旗頭 真吾（同志社大学） 副座長 播磨谷 浩三（立命館大学）

テーマ：日銀引受国債発行と セッション：国際金融 1
預金部

10:0 0- 10: 20
戦前・戦時期の預金部の国債投資
報告者 永廣 顕（甲南大学）
10:2 0- 10: 40
戦時期の郵便貯金と国債
報告者 伊藤 真利子(平成国際大学)
10:4 0- 11: 00
戦時期の日本銀行と預金部の国債売買
報告者 平山 賢一（東京海上アセッ
トマネジメント）
11:0 0- 11: 20
討論者によるコメント
討論者 深見 泰孝（駒澤大学）
11:2 0- 12: 00
Discussion

10:0 0- 10: 40
How do world commodity prices
affect Asian commodity exporting
economies? : the role of financial
frictions
報告者 北野 重人（神戸大学）
討論者 山本 周吾（山口大学）
10:4 0- 11: 20
The macroeconomic effect of the
global risk: evidence from VIX and
GEPU
報告者 羅 鵬飛（摂南大学）
討論者 蔡 暁静（岡山大学）
11:2 0- 12: 00

セッション：金融政策１

10:0 0- 10: 40

セッション：各国金融

10:0 0- 10: 40

自由論題

セッション：地域金融

10:0 0- 10: 40

Progressive taxation on labor
income and robust monetary policy

国債市場（日本とギリシャの安定性
比較）

人口移動は地域金融にどのような影
響を及ぼすのか?

報告者 蓮井 康平（松山大学）
平賀 一希（東海大学）
討論者 江口 允崇（駒澤大学）

報告者 吉野 直行
（慶應義塾大学）
宮本 弘暁
（東京都立大学）
討論者 飯島 高雄（近畿大学）

報告者 石橋 尚平（大阪産業大学）
討論者 大鐘 雄太（南山大学）

10:4 0- 11: 20
日本銀行による非伝統的金融政策の
効果について
報告者 北村 仁代（国士舘大学）
討論者 藤木 裕（中央大学）
11:2 0- 12: 00

Global Liquidity, Offshore Bond
Issuance and Shadow Banking
in China

日銀による ETF 買入政策の不確実性
と市場流動性

報告者 山本 周吾（山口大学）
討論者 三重野 文晴（京都大学）

報告者 松本 宗谷（同志社大学）
丸茂 俊彦（同志社大学）
討論者 原田 喜美枝（中央大学）

10:4 0- 11: 20
アイスランドの資本規制の成功と
IMF プログラム
報告者 大田 英明（立命館大学）
討論者 西川 輝（横浜国立大学)
11:2 0- 12: 00
東アジアの高齢化と金融資本市場再
考
報告者 木原 隆司（獨協大学）
討論者 清水 聡（日本総研）

10:4 0- 11: 20
地域金融が地域経済の成長に与える
影響
報告者 山田 佳美
（一橋大学大学院）
小西 大（一橋大学）
討論者 播磨谷 浩三
（立命館大学）
11:2 0- 12: 00
地域銀行の天下り・役員派遣
～2000 年代における決定要因
の分析～
報告者 森 祐司（下関市立大学）
討論者 長田 健（埼玉大学）

第 1 日目午後① 13:10 - 15:10
A 会場
国際金融パネル

テーマ：コロナ・ショックと
国際金融市場

B 会場
自由論題

セッション：金融政策２
（英語セッション）

座長
小川 英治（東京経済大学） 座長 村瀬 英彰（学習院大学）
副座長 吉見 太洋（中央大学）
副座長 星野 聡志（岡山商科大学）
13:1 0- 13: 30
パンデミックは金融市場でのショッ
クの伝播をどう変えたのか
―今後の見通しと課題
報告者 増島 雄樹（ブルームバーグ）
13:3 0- 13: 50
新型コロナウイルス感染症と
政策対応
報告者 関根 敏隆（一橋大学）
13:5 0- 14: 10
新興国向けの資本フロー:グローバル
金融危機後とコロナ禍において
報告者 大野 早苗（武蔵大学）
14:1 0- 14: 20
休憩（チャット機能で質問受付）
14:2 0- 14: 50
Discussion
14:5 0- 15: 10
質問への返答

13:1 0- 13: 50
The Impact of the Bank of Japanʼs
Exchange-traded Fund and
Corporate Bond Purchases on
Firmsʼ Capital Structure
報告者 Nguyen Thuy Linh
（一橋大学大学院）
討論者 原田 喜美枝（中央大学）
13:5 0- 14: 30
Bank Capital Effect on Loan Terms
Strictness
報告者 Kachkach Islam
（神戸大学大学院）
討論者 小野 有人（中央大学）
14:3 0- 15: 10
Quantitative Easing and Bank
Lending: Evidence from Bank's
Portfolios in Japan
報告者 張 思語
（明治学院大学大学院）
佐々木 百合
（明治学院大学）
討論者 塩路 悦朗（一橋大学）

C 会場
自由論題

セッション：フィンテック

D 会場
自由論題

セッション：金融仲介機関

座長
西垣 鳴人（名城大学）
座長
安田 行宏（一橋大学）
副座長 井尻 裕之（岡山商科大学） 副座長 柳瀬 典由（慶應義塾大学）
13:1 0- 13: 50

13:1 0- 13: 50

フィンテック分野の進化と金融規制
－キャッシュレス化・ＥＣ進展を契機
とする一考察－

経済政策の不確実性と銀行のキャピ
タル・バッファー調整スピードに関す
る検証

報告者 遠山 浩（専修大学）
討論者 西垣 鳴人（名城大学）

報告者 ライ カレン カイ リン
（一橋大学大学院）
討論者 山田 和郎（立命館大学）

13:5 0- 14: 30
中国における人工知能を用いた与信
業務の展開とその影響
報告者 李 立栄
（京都先端科学大学）
討論者 掛下 達郎（福岡大学）
14:3 0- 15: 10
アジアデジタル共通通貨の提案
報告者 髙橋 亘（大阪経済大学）
乾 泰司 （JICA）
石田 護（伊藤忠商事）
討論者 中島 真志（麗澤大学）

13:5 0- 14: 30
2008 年金融危機におけるコミットメ
ントラインとスポットローンに関す
る実証分析
報告者 本田 朋史
（一橋大学大学院）
討論者 吉田 隆（金沢星稜大学）
14:3 0- 15: 10
Bank Competition and LowInterest Rate Policy: Evidence from
Japan
報告者 式見 雅代（長崎大学）
討論者 中島 清貴（甲南大学）

E 会場
自由論題

セッション：金融市場分析

座長
兵藤 隆 （山口大学）
副座長 高久 賢也（広島市立大学）
13:1 0- 13: 50
金融構造、資本開放と金融危機
報告者 翟唯揚
（滋賀大学大学院）
討論者 江阪 太郎
（神戸市外国語大学）
13:5 0- 14: 30
金融リテラシーと投資信託
報告者 阿萬
大森
小川
本西

弘行(関西学院大学)
孝造(大阪経済大学)
一仁（関西大学）
泰三（関西大学）

討論者 家森 信善（神戸大学）

第 1 日目午後② 15:40 - 18:00
A 会場
15:4 0- 16: 40

特別講演

座長
地主 敏樹（関西大学）
副座長 宮尾 龍蔵（神戸大学）
5G で加速する社会変革と楽天が目
指す未来（仮題）
三木谷 浩史（楽天株式会社
代表取締役会長兼社長）
16:5 0- 18: 00

会員総会

B 会場

C 会場

D 会場

E 会場

第２日目午前

9:15 - 12:30

（受付開始 9:00～）

A 会場
中央銀行パネル

テーマ：どのように金融政策を
教育すべきか、発信すべきか、
理解すべきか
座長
宮尾 龍蔵（神戸大学）
副座長 柴本 昌彦（神戸大学）
9:15-9:35
金融政策の講義で何を教えるか？
報告者

青木 浩介（東京大学）

9:35-9:55
金融政策の教育・コミュニケーション面の課題：
現場の立場から
報告者

関根 敏隆 (一橋大学)

9:55-10:15
Fed のコロナ危機対応で見えた経済学の課題
報告者

鈴木 敏之 (三菱 UFJ 銀行)

10:15-11:15
コメントおよび討論
11:40-12:30

会長講演
座長
田中 勝次（岡山商科大学）
副座長 井尻 裕之（岡山商科大学）
「自然災害と経済」
（仮）
報告者

地主 敏樹（関西大学）

B 会場

C 会場

D 会場

自由論題

自由論題

自由論題

座長
北野 重人 （神戸大学）
副座長 星野 聡志（岡山商科大学）

座長
副座長

座長
副座長

セッション：国際金融２

9:15-9:55
企業の生産販売構造と為替エクスポージャー
報告者
討論者

後藤 瑞貴（一橋大学大学院）
佐藤 清隆（横浜国立大学）

9:55-10:35
Continuous wavelet analysis of Chinese
renminbi: Co-movement and lead-lag
relationship between onshore and offshore
exchange rates
報告者
討論者

徐 磊（神戸大学）
羽森 茂之（神戸大学）
金京 拓司（神戸大学）
張 艶 （明治学院大学）

10:35-11:15

セッション：国際金融 3
栗原 裕 （愛知大学）
大熊 正哲（岡山大学）

9:15-9:55
グローバル経済の適切な実態把握に向けた、
国際基準改訂の動き：国際収支マニュアル
第 7 版作成プロジェクトの現状と展望
報告者 武田 英俊（京都大学）
討論者 矢口 満
（公益財団法人 国際通貨研究所）
9:55-10:35
The Changing Role of Foreign Investors in
Tokyo Stock Price Formation
報告者
討論者

岩壷 健太郎（神戸大学）
Clinton Watkins（国際教養大学）
大野 早苗（武蔵大学）

10:35-11:15

購買力平価が為替レートのアンカーだという
のはどういうことか

外貨建て保険の国際金融・学部生用講義への
取り込みの重要性

報告者 坪内 浩（日本大学）
討論者 金京 拓司（神戸大学）

報告者 小川 健（専修大学）
討論者 吉見 太洋（中央大学）

セッション：金融史
佐藤 政則（麗澤大学）
橋本 理博（名古屋経済大学）

9:15-9:55
日本における近代信用貨幣への移行：国立銀
行設立における商人の役割を踏まえて
報告者
討論者

鎮目 雅人（早稲田大学）
小林 延人（東京都立大学）

9:55-10:35
明治９年の条例改正後における国立銀行の
経営状況
報告者
討論者

鹿野 嘉昭（同志社大学）
邉 英治（横浜国立大学）

10:35-11:15
戦前期日本株式市場における準強度の効率
性
報告者

野田 顕彦
（京都産業大学／慶應義塾大学）
平山 賢一
（東京海上アセットマネジメント）
討論者 鎮目 雅人（早稲田大学）

第２日目午後

13:30 - 16:00
A 会場

共通論題

テーマ：大規模災害と経済
座長
副座長

小野 有人（中央大学）
鎮⽬ 雅⼈（早稲⽥⼤学）

13:30-13:50
関東大震災における被災企業に対する融資：
空間的実証分析
報告者

⼤久保 敏弘（慶應義塾大学）

13:50-14:10
自然災害と企業ダイナミクス
報告者

細野 薫（学習院⼤学）

14:10-14:30
巨大災害と保険加入行動
報告者

柳瀬 典由（慶應義塾大学）

14:45-15:00
討論者によるコメント
討論者

中尾 武彦（みずほ総合研究所）

15:00-16:00
Discussion

閉会挨拶
プログラム委員会委員長
家森信善（神戸大学）

