2011 年 5 月 24 日
各 位
2011 年度日本応用経済学会春季大会実行委員長
中京大学 山田

光男

2011 年度日本応用経済学会春季大会のご案内

拝啓
初夏の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、日本応用経済学会の 2011 年度春季大会を、別に添付しております大会プログラム
にありますように 2011 年 6 月 25 日（土）、26 日（日）の両日にわたり、中京大学にて
開催いたします。遠路ではありますが、皆様の多数のご参加を心よりお待ちいたしており
ます。
来訪につきましては、後掲の「会場へのアクセス方法ならびに交通機関」及び「会場
案内図」をご覧いただき、会場につきましては「会場案内」をご覧ください。
なお、懇親会を 6 月 25 日（土）18 時 00 分より開催致します。多数の皆様の出席をお
待ちいたしております。
敬具

会場等のご案内
1. 受付について
中京大学名古屋キャンパス、センタービル７階にて、6 月 25 日（土）は 11 時 30 分か
ら、6 月 26 日（日）は午前 8 時 30 分から受付を開始いたします。お早めにお越しくださ
い。
なお、受付で、大会参加費 2,000 円を徴収させていただきます。また懇親会ご参加の方は、
懇親会費 2,000 円を徴収させていただきます。
2. 宿泊について
ホテル等は、勝手ながら各自でご手配くださるようお願いいたします。大学周辺には宿
泊施設は多くありません。名古屋駅(地下鉄で 25 分程度)、栄周辺(同 20 分程度)、金山周辺
(同 20 分程度)に集中しています。どうぞ、お早めにご手配をお願いいたします。
3. 昼食について
25 日（土）は学生食堂が利用できます（営業時間 11：30～13：30）が，26 日（日）は
利用できません。会場付近のレストラン、食堂を利用頂くか、メールにてお弁当のご予約
を承りますので是非ご利用ください。お弁当代は 1,000 円です。お弁当をご希望の方は、
手配の関係もございます。
6 月 21 日（火）までに学会事務局メールアドレス（jaae@en.kyushu-u.ac.jp）で事務局
にお申し込みください。お弁当は休憩室（7 階受付前）で配布いたします。
4. 報告者・討論者の皆様へ
（1） 会場でパソコン（パワーポイント）とプロジェクターが使用できます。パソコンは
Windows 7 で、Office2007、Adobe Reader が対応しています。USB および DVD ドライ
ブが利用できます。Mac は用意できませんので、Mac ご利用の方は，ご自身のパソコンを
持参ください。
（2） 配布論文やレジメなどは、各自で 20 部程度ご用意ください。原則としてコピーサー
ビスは行っておりませんので、ご了承ください。
（3） 報告時間は 30 分、討論者による予定討論、それに対するリプライ、会場からの質疑
応答時間は 10 分で、合わせて 40 分となっております。

会場(中京大学)へのアクセス並びに交通機関
中京大学名古屋キャンパス
〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町 101-2

※ 主会場は中京大学センタービル７階です。名古屋市営地下鉄「八事」駅 5 番出口が、セ
ンタービル入り口と繋がっています。
※ センタービル正面入り口より入り、エレベータで 7 階までお越し下さい。7 階エレベー
タを出ますと、すぐに会場受付となります。
※ 中京大学名古屋キャンパスは、駐車場がありません。公共交通機関にてお越し下さい。
※ 懇親会会場は 2 号館アレーナとなります。センタービル 1 階より徒歩で移動します。
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2011年度日本応用経済学会春季大会プログラム（中京大学）
＜報告時間30分、討論時間10分（フロアからの質疑を含めて）＞

第１日

6月25日（土）
受付開始

11：30～

11:00-12:30

セッション1-1A (0701)

12：30～13：50
セッション名
Chair

第１報告

第２報告

English Sessioｎ Ⅰ
Tamotsu Nakamura(Kobe University)

座長

応用経済分析 Ⅰ
.藤田康範（慶應義塾大学）

座長

セッション1-5A (0705)
財政分析 Ⅰ
田中廣滋（中央大学）

実証・計量分析 Ⅰ
内山敏典（九州産業大学）

Presenter

報告者 平澤 誠(名古屋大学)

報告者 湯田道生（中京大学）

報告者 瀧本太郎（九州大学）

報告者 西 孝（同志社大学・院）

Discussant Yasuhiro Sato (Osaka University)

討論者 前鶴政和（大阪経済法科大学）

討論者 溜川健一（明治大学）

討論者 阿久根優子（麗澤大学）

Finance Growth Relationship in Nepal (tentative)

世代重複モデルを用いた環境教育におけるCO2排
出抑制効果の分析

討論者 菊池 潤（国立社会保障・人口問題研究
所）
近年の医療アクセスに関する不平等の変化につい
て

報告者 渡邉 稔（神戸大学）
安岡匡也（北九州市立大学）
討論者 三宅伸治（西南学院大学）
Optimal public education policy in a model with a
hierarchical education system.

高額納税者公示制度の納税行動への影響

大企業と中小企業の賃金分布重複度の決定要因

Presenter

報告者 北浦 康嗣(帝塚山大学）

報告者 石川路子（甲南大学）

報告者 佐野浩一郎（札幌学院大学）
友田康信（神戸市外国語大学）

報告者 石田良（財務総合政策研究所）

報告者 風神佐知子（中京大学）

討論者 菅原晃樹（名古屋学院大学）

討論者 赤木博文（名城大学）

討論者 安岡 匡也（北九州市立大学）

討論者 近藤春生（西南学院大学）

討論者 玉田桂子（福岡大学）

Daisuke Nakamura (ICSEAD)

Bhusal Bhim Prasad（Kyushu University)

＜ 休 憩 ＞
セッション1-2B (0702)

セッション1-1B (0701)
実証・計量分析 Ⅱ
Suminori Tokunaga(Tsukuba University)

座長

環境分析 Ⅱ
松波淳也（法政大学）

（07A，07B，7Fラウンジ）

セッション1-3B (0703)
座長

セッション1-5B (0705)

セッション1-4B (0704)

マクロ経済分析 Ⅰ
坂上智哉（熊本学園大学）

座長

応用経済分析 Ⅱ
今井亮一（九州大学）

座長

財政分析 Ⅱ
福重元嗣（大阪大学）

セッション1-6B (0706)
座長

法と経済学
柳川範之（東京大学）

Regional Income Convergence and Income Growth in
China (tentative)

Environmental Research Joint Ventures under
Time-Consistent Emissions Taxes: A Note

Admitting Immigration under the Defined Benefit
Pension System with the Costs of Assimilation

世代重複モデルにおける環境政策と出生率

Should Japanese tax system be more progressive?

物権変動の法ルールの比較経済分析

Presenter

報告者 大内田康徳・後藤大策（広島大学）

報告者 神野真敏（総合研究開発機構）

報告者 大森 達也（三重中京大学）
北浦康嗣(帝塚山大学）
内藤徹（徳島大学）

報告者 別所俊一郎（一橋大学）

報告者 細江守紀（熊本学園大学）

討論者 板倉理友（日本文理大学）

討論者 大野裕之（東洋大学）

討論者 前川俊一（明海大学）

大坂仁(九州大学)

討論者 玉井寿樹（近畿大学）

討論者 焼田党（名古屋市立大学）

Education and Poverty Reduction in Senegal (tentative) Environmental matching agreements among
asymmetric countries

高齢化社会における最適な公的介護給付

An Urban Economic Model over a Two Dimensional 税制が家計の投資信託保有に与える影響について 懲罰的損害賠償の経済分析
Continuous Space with Spatial Characteristic
Vector Field - Asymmetric Land Use Pattern and
Internalizing Transport Networks -

Presenter

報告者 藤田敏之（九州大学）

報告者 三宅裕介（神戸大学）

討論者 後藤大策（広島大学）

討論者 森田 圭亮（京都学園大学）

報告者 宮田譲（豊橋技術科学大学）
中山惠子（中京大学）
討論者 大森達也（三重中京大学）

Barassou Diawara（九州大学)

報告者 大野裕之（東洋大学）

報告者 池田康弘（熊本大学）

討論者 別所俊一郎（一橋大学）

討論者 佐藤 秀樹（九州産業大学）

Tariff Liberalization and Labour Market Informality: The 政治的腐敗が環境政策と持続的成長に及ぼす影響 パターナリズムと2期間政権の最適政策
について
Case of Sri Lanka

資産価格変動が企業の新規参入・退出に及ぼす影 公的支出と地域経済成長
響について

Presenter

報告者 秋山太郎（名古屋学院大学）

報告者 近藤春生（西南学院大学）

Demographic Change, Intergenerational Altruism,
and Fiscal Policy － A Political Economy Approach
－
報告者 小黒一正（一橋大学）

討論者 浅田統一郎（中央大学）

討論者 下山 朗（釧路公立大学）

討論者 木原隆司（アジア開発銀行研究所）

Priyanga Dunusinghe（九州大学)

Discussant 北沢良継（九州産業大学）

報告者 伊ヶ崎大理（日本女子大学）

報告者 久保和華（宮崎公立大学）

討論者 池下研一郎（金沢大学）

討論者 小葉武史（神戸大学）

＜ 休 憩 ＞

（07A，07B，7Fラウンジ）

学会賞講演

（会場：0703）

司会： 田中廣滋（中央大学）

演題 生活保護と地方財政：「生活保護費及び児童手当に関する関係者協議会」における議論をめぐって
講演者： 林正義(東京大学)

18：15～20：00

座長

国・都道府県レベルにおける歳入・歳出構造につい 「プラザ合意」以降の産業間労働移動の分析
て

Discussant 瀧井貞行（東京国際大学）

17：10～18：00

セッション1-6A (0706)

Public Investment, Life Expectancy and Income
Growth

Discussant 岑 智偉（京都産業大学）

16：00～16：10
16：10～17：00

座長

セッション1-4A (0704)

死亡前1年間における医療費と介護費

Chair

第５報告

座長

環境分析 Ⅰ
渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

セッション1-3A (0703)
医療経済分析
後藤康雄（京都大学）

環境、公的健康支出および環境政策

Discussant N. S. Cooray（International University）

第４報告

セッション1-2A(0702)

The problem of spatial consumer exclusion and the
socially optimal allocation of space

13：50～14：00
14：00～16：00
セッション名

第３報告

（会場：07D）

理事会

受付場所：センタービル７階

招待講演

（会場：0703）

演題 経験科学における経済理論と現実-観測値としての経済統計のあり方講演者： 清水雅彦(慶應義塾大学)
＜ 懇 親 会 ＞

会場：2号館アレーナ

司会： 山田光男（中京大学）

第2日

6月26日（日）

8：30～

受付開始
受付場所：センタービル７階
セッショ2-1A (0701)

9:00～10：20
セッション名
Chair

第１報告

10：20～10：25
10：25～11：05

環境分析 Ⅲ
焼田党（名古屋市立大学）

座長

座長

産業組織分析 Ⅰ
岡村誠（広島大学）

消費者の知識と信念の更新‐オーガニック・ラベルの 多国籍企業の立地選択と逆輸入問題
コンジョイント分析‐

The Welfare Effects of Third-Degree Price
Discrimination in a Differentiated Oligopoly

報告者 古川雄一（中京大学）

報告者 村上佳世（東京都市大学）
丸山達也（京都大学）
林健太（京都大学）
行本雅（京都大学）

報告者 Ki-Dong Lee (Keimyung University)
李 友炯（福岡女子大学）

報告者 安達貴教（名古屋大学）

討論者 佐藤健治（京都大学）

討論者 浦川邦夫（九州大学）

討論者 大川隆夫（立命館大学）

討論者 菅田一(関西大学)

INCREASES IN RISK WITH MULTIPLE CROSSING AND Is a consumer an ecotourist? Theoretical and
empirical research framework on tourists’
THEIR DECOMPOSITION
behaviour as consumers
Presenter Iltae Kim (Chonnam National University)
報告者 薮田雅弘（中央大学）
Suyeol Ryu (Andong National University)
Noel Scott（クイーンスランド大学）
Soo Suk Sohn(Kyungil University)

Healthy life expectancy, dynamic efficiency, and a
Pareto-improving subsidy for long-term care

需要不確実性下の在庫・価格政策：クリアランス・
セールは利潤を増やすか？

Does Trade Liberalization Improve Public Firms’
Productive Efficiency?

報告者 宮澤和俊（同志社大学）

報告者 中山雄司（大阪府立大学）

Shared Renewable Resource and International
Trade：Technical Measures for Resource
Management
報告者 小川 健（名古屋大学）

Discussant Junmin Wan (Fukuoka University)

討論者 木村匡子（名古屋市立大学）

討論者 伊ケ崎大理（日本女子大学）

討論者 南川和充（南山大学）

討論者 薮内繁己（愛知大学）

討論者 岡村誠（広島大学）

討論者 今泉博国（福岡大学）

＜ 休 憩 ＞

推薦講演（会場：0703）

推薦講演（会場：0703）

司会： 中村保（神戸大学）

＜ 休 憩 ＞

報告者 都丸善央（中京大学）

（07A，07B，7Fラウンジ）

司会： 増田純矢（中京大学）

演題 空間計量経済学における分析手法と応用例について
講演者： 各務和彦（千葉大学）
（07A，07B，7Fラウンジ）

招待講演

（会場：0703）

司会： 奥野（藤原）正寛（流通経済大学）

セッション2-4B(0704)
応用経済分析 Ⅳ
藪田雅弘（中央大学）

セッション2-5B(0705)
産業組織分析 Ⅱ
永星浩一（福岡大学）

演題 パネルデータにみる日本の貧困問題と対策
講演者：樋口美雄（慶應義塾大学）
昼 食
座長

セッション2-1B(0701)
English Sessioｎ Ⅲ
Soo Suk Sohn(Kyungil University)

座長

セッション2-2B(0702)
技術革新
大住圭介（九州大学）

座長

セッション2-3B(0703)
ミクロ経済分析
是枝正啓（長崎大学）

座長

座長

座長

環境技術革新に対するグローバルな公的支援

Care Manager in Long-term Care Insurance System Land prices and social security reform under
shrinking population
and Moral Hazard

報告者

報告者 田中廣滋（中央大学）

報告者 楠田康之（日本福祉大学）

報告者 焼田党（名古屋市立大学）

報告者 平井秀明（中央大学）

報告者 坂本 博（国際東アジア研究センター）

討論者 宮野俊明（九州産業大学）

討論者 三浦 功（九州大学）

討論者 坂上智哉（熊本学園大学）

討論者 前田隆（金沢大学）

討論者 時政勗（広島修道大学）

Comparisons of Bank Efficiency and Support to
Economy Growth in China

都市間競争とイノベーション

Linear Bid in Asymmetric First-Price Auctions

地域観光の実証分析

非競争的行動に対するリーニエンシー制度の効果： Estimating a Dynamic Labor Demand Equation using
実験経済学による研究
Japanese Firm-level

報告者

LIN, Jianyi (Kyushu University)

報告者 盛田富容子（中央大学）

報告者 丹野忠晋（跡見学園女子大学）

報告者 伊佐良次（高崎経済大学）

報告者 濱口泰代（名古屋市立大学）

報告者 三好 向洋(財務省総合政策研究所）

討論者

Junji Yano (Hiroshima University)

討論者 神山 和美（中央大学）

討論者 三浦 功（九州大学）

討論者 柘植隆宏（甲南大学）

討論者 青木玲子（一橋大学）

討論者 畔津憲司（北九州市立大学）

Vatthanamixay Chansomphou (Hiroshima
University)
Soo Suk Sohn (Kyungil University)

＜ 休 憩 ＞

（会場：0703）

総会

（07A，07B，7Fラウンジ）

A Note on Nash Equilibrium Model in Sports

セッション２－６Ｂ(0706)
実証・計量分析 Ⅲ
林田実（北九州大学）

Trade openness and economic growth in four South
East Asian countries

討論者

14：20～14：30
14：30～15：30

座長

報告者 王鵬飛・時政勗（広島修道大学）

13：00～14：20
セッション名

第４報告

座長

セッション2-6A (0706)

国際経済分析
多和田真(名古屋大学)

中国各地域環境クズネッツカーブと汚染の所得弾力 Growth and Welfare Effects of Patentability and
Knowledge Spillovers of Basic R&D
性について

Chongung Kim(Daegu Haany University)
Gyan Pradhan(Eastern Kentucky
University)
Shunming Zhang(Renmin University of
China)

12:00～13：00

第３報告

応用経済分析 Ⅲ
成生達彦（京都大学）

Presenter

演題 ケインズ経済学のミクロ的基礎付け：主要研究のサーベイと新たなアプローチの提唱
講演者： 田中淳平（北九州市立大学）
11：05～11：10
11：10～12:00

セッション2-5A (0705)

セッション2-4A (0704)

マクロ経済分析 Ⅱ
秋本耕二（久留米大学）

Welfare Analysis of the Corporate Tax Policy

Discussant Iltae Kim (Chonnam National University)

第２報告

セッション2-3A (0703)

セッション2-2A （0702)

English Sessioｎ Ⅱ
Sungoan Choi (Andong National University） 座長

北九州市版環境経済統合勘定の推計と乗数分析

