
※敬称略

A会場 B会場 C会場 D会場

歴史パネル

10:00 － 12:00 テーマ アジアにおける中央銀行設立前史:日本・中国・インドの事例から セッション 金融仲介機関（１） セッション 金融におけるリスクと規制 セッション 国際金融

座長 菅原歩（東北大学） 座長 中田勇人（明星大学） 座長 中島真志（麗澤大学） 座長 熊本方雄（一橋大学）

10:00 － 10:40 報告者 鎮目雅人（早稲田大学） 報告者 報告者 劉清（学習院大学大学院）、細野薫（学習院大学） 報告者

討論者 討論者 大野早苗（武蔵大学） 討論者

10:40 － 11:20 報告者 諸田博昭（山形大学） 報告者 吉原清嗣（京都大学）、日下智晴（金融庁）、鈴木啓嗣（財務省） 報告者 佐藤秀樹（金沢大学） 報告者 山﨑邦利（一橋大学大学院）

討論者 花崎正晴（一橋大学） 討論者 宮内惇至（みずほ証券） 討論者 川崎健太郎（東洋大学）

11:20 － 12:00 報告者 西村雄志（関西大学） 報告者 堀江康熙（関西外国語大学）、有岡律子（福岡大学） 報告者 高橋正彦（横浜国立大学） 報告者 西垣秀樹（三井住友DSアセットマネジメント）

討論者 金井雄一（名古屋女子大学）、高屋定美（関西大学） 討論者 斉藤由理子（農林中金総合研究所） 討論者 高橋智彦（拓殖大学） 討論者 栗原裕（愛知大学）

12:00 － 13:30

中央銀行パネル

13:30 － 15:30 テーマ 金融政策の「新常態」と再緩和手段，出口戦略の国際比較 セッション 金融市場分析 セッション 金融仲介機関と企業金融 セッション 金融と実体経済

座長 中曽宏（大和総研） 座長 長田健（埼玉大学） 座長 安田行宏（一橋大学） 座長 花崎正晴（一橋大学）

13:30 － 14:10 報告者 田中隆之（専修大学） 報告者 関根篤史（千葉大学）、小枝淳子（財務総合政策研究所） 報告者 丸山智也（一橋大学大学院） 報告者 澤田考士（埼玉大学大学院）

討論者 白塚重典（慶應義塾大学） 討論者 小倉義明（早稲田大学） 討論者 寺崎友芳（京都産業大学）

14:10 － 14:50 報告者 河村小百合（株式会社日本総研） 報告者 戸辺玲子（早稲田大学）、宇野淳（早稲田大学） 報告者 大鐘雄太（南山大学）、内木栄莉子（愛知学院大学） 報告者 戸部智（関西学院大学）、櫻川昌哉（慶應義塾大学）

討論者 高見澤秀幸（中央大学） 討論者 大熊正哲（岡山大学） 討論者 山本庸平（一橋大学）

14:50 － 15:30 報告者 井上哲也（野村総合研究所） 報告者 小林武（名古屋商科大学ビジネススクール） 報告者 鶴田大輔（日本大学）、本庄裕司（中央大学）、小野有人（中央大学） 報告者

討論者 北坂真一（同志社大学） 討論者 上野陽一（日本銀行） 討論者 内田交謹（九州大学） 討論者 白須洋子（青山学院大学）

15:40 － 16:40 テーマ 講演者

16:50 － 17:50

18:00 －

10:00 － 12:00 セッション 地域金融と国際資本移動 セッション 金融仲介機関（２） セッション ディスクロージャーとESG投資 セッション 国際収支と国際資本移動

座長 永田邦和（長野県立大学） 座長 井尻裕之（岡山商科大学） 座長 岡野衛士（名古屋市立大学） 座長 田村晶子（法政大学）

10:00 － 10:40 報告者 後藤瑞貴（一橋大学大学院）、鯉渕賢（中央大学） 報告者 村山賢誌 報告者 高辻成彦（多摩大学大学院） 報告者 武田英俊（京都大学）

討論者 中村豪（東京経済大学） 討論者 内田真人（成城大学） 討論者 蟻川靖浩（早稲田大学） 討論者 小高新吾（お茶の水女子大学）

10:40 － 11:20 報告者 小塚匡文（摂南大学） 報告者 飯塚徹（松本大学） 報告者 根本直子（早稲田大学）、劉瀲（アジア開発銀行研究所） 報告者 山口昌樹（山形大学）

討論者 播磨谷浩三（立命館大学） 討論者 徳丸浩（立命館大学） 討論者 小川英治（一橋大学） 討論者 飯島寛之（立教大学）

11:20 － 12:00 報告者 小西大（一橋大学）、左三川郁子（一橋大学） 報告者 山村延郎（拓殖大学） 報告者 湯山智教（東京大学） 報告者 大田英明（立命館大学）

討論者 小倉義明（早稲田大学） 討論者 由里宗之（大阪市立大学） 討論者 後藤元（東京大学） 討論者 荒巻健二（東京女子大学）

12:00 － 13:30

13:30 － 16:00 テーマ 座長

13:30 － 13:45

13:45 － 14:00

14:00 － 14:15

14:15 － 14:30

14:30 － 14:45

14:45 － 16:00

特別講演：中央銀行生活を振り返って：実務と学問 白川方明（青山学院大学）

論題 論題 論題 論題
第１報告

論題 論題
第２報告

吉野直行（慶應義塾大学/政策研究大学院大学）、タギザデーヘサリ・ファ
ラハド（東海大学）、大塚美祐 （慶應義塾大学大学院）

第２報告

第３報告

自由論題午前

午後 自由論題

論題 論題

論題 論題

論題 論題

論題

論題

午前

論題 論題 論題 論題
第１報告

Cross-border Mergers and Acquired Business
Performance

金融機関のリスク回避志向と中小企業への貸付けについての一考
察

日本のフェア・ディスクロージャー・ルール導入後の中小型株企業の
情報開示姿勢の変化

自由論題

国際収支統計の年次改訂に関する評価と課題

オランダ・ラボバンクのスマートアグリ金融に見る「リレーションシッ
プ・バンキング」の真意

ESG投資と受託者責任

昼食

対アルゼンチンIMFプログラムの失敗と金融・資本取引規制の重
要性

論題 論題 論題 論題
第２報告

静岡県における地域金融機関の出店状況：県内市町別のデータに
よる実証研究

公的金準備の増加と国際通貨ドルの変調
ESG(環境、社会、ガバナンス)要因がソブリンの調達コストに与える
影響

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に基づく金融
セーフティネットにおける破綻処理金融政策

5

月

2

3

日

（

土

）

論題
第３報告

Cover risk

E会場

会員総会

Optimal Portfolio Selection for Investment in
Sustainable Development Goals

証券市場における価格形成がJ-REITの不動産投資行動に及ぼす
影響

 Nelson-Siegel Decay Factor in a Low Interest Rate
Environment

A Global Model of International Yield Curves: An Arbitrage-Free Dynamic

Nelson Siegel Modeling Approach

Human Capital Effects on Fundraising of Necessity- and Opportunity-

based Entrepreneurs

ユーロ圏の経済情勢とECBによる金融政策見直しの展望

量的緩和を巡るイギリスの政策運営と、“Brexit”下で直面する課
題

ＦＲＢにおける非伝統的金融政策の軌跡と「新常態」 日本の銀行産業における長期的な競争変遷について

Credit expansion and boom-bust cycle of housing prices

物的担保・経営者保証が起業に及ぼす影響

論題 論題

論題 論題 論題

昼食

5

月

2

4

日

（

日

） 共通論題：LIBOR後継問題 佐々木百合（明治学院大学）

論題

論題

論題

論題

日本金融学会２０２０年度春季大会（於：中央大学）

The UK’s Initiative on International Banking Supervision in the 1980s:

Basel Process and International Cooperation on Prudential Policies
日中英米の株価先物指数における同時刻相互連関の検証

中国銀行業のシステミックリスク

ユーロ圏の経常収支黒字の拡大に関する考察～財政政策と生産性
の影響について～

リスク・リテンション規制の批判的検討農業協同組合の収益力と将来両大戦間期のインドにおける通貨制度と金融制度の『再編』

日本における近代信用貨幣への移行：国立銀行を中心に

20世紀前半期中国における地域的貨幣と信用
金融機関評価と企業経営―メイン取引先データ を利用した新測定
指標の開発と実践－

論題

論題

論題

論題

第１報告

休憩

第３報告

第４報告

第２報告

第１報告

論題

Discussion

報告者

報告者

報告者

報告者金融機関からみたLIBOR問題

デリバティブにおけるLIBOR問題に関する検討

金利指標改革における「リスク・フリー・レート」

Libor公表停止に金融機関はどう対応すべきか 森田宗男（金融庁）

清水誠一（日本銀行）

森田智子（国際スワップ・デリバティブズ協会）

担当者未定（三菱UFJ銀行）

E会場

論題 論題 論題
第３報告

地域金融と地域経済の活性化

懇親会（於：ヒルトップ）


