2006 年 10 月 31 日
各位
2006 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長
広島修道大学

時政勗

2006 年度日本応用経済学会秋季大会のご案内
拝啓、秋冷の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、応用経済学会の 2006 年度秋季大会が、同封のプログラムにありますように、
2006 年 11 月 25 日（土）、26 日（日）の両日にわたり、広島修道大学で開催されます。皆様
の多数のご参加を、お待ちいたしております。次ページ以降の会場等の御案内、会場への

アクセス方法をごらんください。なお、懇親会を 11 月 25 日（土）17 時 40 分より開催い
たしますので、ご出席のほどお願いいたします。

敬具

会場等の御案内
1. 受付について
「6 号館 1 階ホール」にて、11 月 25 日（土）は 12 時から、11 月 26 日（日）は 8 時 45 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 1，000
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 1，000 円を徴収させていただきます。
2. 宿泊について
宿泊は各自でご手配ください。
3. 昼食について
大会 1 日目の 11 月 25 日（土）は学内のフォレト（食堂棟 1 階）をご利用ください。また、
フォレストで学会用幕の内弁当（500 円）を用意しております。
また、大会 2 日目の 11 月 26 日（日）は、学内のフォレストで幕の内弁当（500 円）のみ用
意しております。大学周辺には、食堂レストランがあまりございません。幕の内弁当を利
用される方はあらかじめ、概数確定のため下記メールアドレスにお申し込みいただけると
幸いです。料金は当日ご利用の際お支払いください。
tokimasa@shudo-u.ac.jp
4. 報告者・討論者の皆様に
（1）

会場でプロジェクターが使用できます。ＯＨＰ，パソコン（パワーポイント）
が使用できます。できれば、パソコンをご持参ください。ご不明の点は、メー
ルで下記までお問い合わせください。
tokimasa@shudo-u.ac.jp

（2）

配布論文、またはレジメなどは、各自でご用意ください。開催校では、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・リプライ・質疑応答時間は 10 分となっております。
ただし 2 人討論者の場合、報告時間 25 分、討論・リプライ・質疑応答時間は
15 分となっております。

会場へのアクセス方法
○ 広島空港より
広島空港

→ （リムジンバス 38 分） →

中筋

→ （アストラムライン 25 分）→

広

域公園前（修道大学前）
または、リムジンバスが中筋停車しない場合
広島空港
あとは

→

（リムジンバス 48 分）

→

ＪＲ広島駅、

下記広島駅よりのルート
○ ＪＲ広島駅より

広島駅

（山陽本線・宮島岩国方面 3 分）→

五月が丘・免許センター方面 18 分）

→

横川駅

→

（広電バス・広島修道大学・

広島修道大学キャンパス

○ マイカー利用
山陽自動車道・五日市インターを降りてすぐ。大学に駐車場はあります。
○ 紙屋町から
県庁前

→（アストラムライン 37 分）→

広域公園前

＜キャンパスマップ＞

6 号館・受付（1 階）

フォレスト（食堂棟 1 階）

2006年度応用経済学会秋季大会プログラム

＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分, 2人討論者の場合は報告時間は２５分、討論など１５分＞
＊はセッションのオーガナイザーです。

第１日 11月25日（土）
理事会会場：本館506教室
編集委員会：本館506教室
12.00〜
受付開始
受付場所：6号館一階ホール
セッション1-1A（6101教室）
セッション1-2A（6102教室）
セッション1-3A（6206教室）
13:00〜
リスク分析
技術と成長１
産業分析１
セッション名
座長 前田 隆（金沢大学）
座長 三浦 功（九州大学）
座長 江副憲昭（西南学院大学）
"The Comparative Analysis of
「知的財産権保護、技術移転および 「分断された市場における加入者獲
得競争」
Increases in Risk in the Presence
第一報告 内生的経済成長」
of A Corner Solution"
13：00
報告者 池下研一郎（金沢大学）
報告者 宍倉 学(長崎大学)
報告者 Iltae Kim (Chonnan National
University)
春日教測（神戸大）
〜13：40 討論者 片桐昭司（県立広島大学） 討論者 太田耕史郎（広島修道大学） 討論者 藤田敏之（九州大学）
「特許制度と研究開発により生じる
「チャネル間競争と
「時間選好、危険選好の同時測定：
経済成長」
市場の競争性」
喫煙習慣別表明選好離散選択モデ
第二報告
ル分析」
報告者 岡田知之（高崎経済大学） 報告者 成生達彦（京都大学）
報告者 依田高典（京都大学）
行本 雅 （京都大学）
13：40
10:30-12:30
11:30-12:30

〜14：20

討論者 高瀬光夫（福岡大学）

セッション1-4A(6201教室)
セッション1-5A(6202教室)
環境分析１
企業分析
座長 横山彰（中央大学）
座長 是枝正啓（長崎大学）
「リサイクル法が市場構造に及ぼす
「下請契約仮説の計量分析
影響について」
−1973〜 92年」
報告者 赤石秀之（法政大学）

セッション1-6A(6203教室)
セッション１−７A(6204教室)
地域分析１（氷鉋揚四郎＊）
環境会計１(有吉範敏＊)
座長 新谷正彦（西南学院大学） 座長 河野正男(中央大学)
「地域間産業連関表に基づく社会会 「持続可能な森林管理と環境会計
−企業調査とモデル構築−」
計表の作成と応用一般均衡分析」

報告者 黒木宏一（九州産業大学） 報告者 福井昭吾(鹿児島国際大学) 報告者 丸山佳久(広島修道大学)

討論者 藤田陽子（琉球大学）
討論者 福重元嗣（大阪大学）
討論者 横山 佳充（香川大学）
討論者 古井戸宏通(東京大学)
「林間型バイオマス環境会計の構
「土壌汚染事故の浄化責任の国際 「人的資本投資と企業買収防衛策」 「韓国八堂湖における水質改善の
想と展開」
比較分析」
ための環境政策に関する研究」
報告者 後藤大策（九州大学）

討論者 楠田康之（NewYork Univ.） 討論者 柘植 隆宏（高崎経済大学） 討論者 前川俊一（明海大学）

報告者 飯島裕胤（弘前大学）
家田 崇（甲南大学）
討論者 小林磨美（近畿大学）
野崎竜太郎（九州大学）

報告者 金真朱（筑波大学）
氷鉋揚四郎（筑波大学）

報告者 金藤正直
(東京大学特別研究員)
八木裕之(横浜国立大学)
討論者 渋澤博幸（豊橋技術科学大学）討論者 四方康行(県立広島大学)

休憩

セッション1-5B(6202教室)
セッション1-2B（6102教室）
セッション1-4B(6201教室)
セッション1-3B（6206教室）
セッション1-1B（6101教室）
セッション1-6B(6203教室)
セッション１−７Ｂ(6204教室)
金融分析1
環境分析2
地域分析２(氷鉋揚四郎＊)
産業分析2
公共政策1
国際貿易分析１
環境会計２(有吉敏敏＊）
座長 多和田眞（名古屋大学）
座長 慶田 收（熊本学園大学） 座長 小川光（名古屋大学）
座長 藤田敏之（九州大学）
座長 福重元嗣（大阪大学）
座長 氷鉋揚四郎（筑波大学）
座長 有吉範敏(長崎大学)
"Informational externalities in labor "The Availability of software and 「国庫負担と地方政府行動: 生活保 「排出税の下での排出削減投資と 「日本の投資信託市場への資金流 「物質収支に基づくバイオマス資源
「NAMEAによる地域農林業の
第三報告
出入について」
の適正利用に関する研究」
market and trade"
海外移転行動」
Demand for Compatible Hardware"
護率をめぐって」
環境影響分析」
報告者 堀宣昭（九州大学)
報告者 楊川（中央大学）
報告者 林正義（一橋大学）
報告者 大内田康徳（広島大学）
報告者 阿萬弘行（長崎大学）
報告者 田口清則（筑波大学）
報告者 林岳(農林水産政策研究所)
14：30
高橋義文(北星学園大学)
川島康男（中央大学)
氷鉋揚四郎（筑波大学）
山本 充(小樽商科大学)
討論者 田中隆一（東京工業大学） 討論者 成生達彦（京都大学）
討論者 小川光（名古屋大学）
討論者 大川隆夫〈立命館大学）
討論者 内田交謹（北九州市立大学）討論者 秋山 優(九州産業大学)
討論者 小口好昭(中央大学)
〜15：10
川崎晃央（九州大学）
第四報告
15：10
〜15：50

第五報告

1５：５0
〜16：30

「生産における習熟効果と戦略的貿
易政策」

「防衛支出に関する
パネルデータ分析」

「 国庫補助率の誘導効果 −普通 「温室効果ガス排出権取引の国内 「なぜ日本家計の株式投資シェアは 「一般廃棄物処理システムの改善
建設事業費への影響−」
制度設計：実験経済学分析」
案及び効果予測―台湾台北市を事
低いのか」
例として―」

報告者 入江洋子(名古屋市立大学) 報告者 安藤詩緒（明治大学）

報告者 赤井伸郎（兵庫県立大学） 報告者 赤井研樹（大阪大学）
報告者 松浦克人（広島大学）
中村 悦広（兵庫県立大学）
草川孝夫（広島修道大学）
西条辰義（大阪大学）

報告者 蔡碧月（筑波大学）
氷鉋揚四郎（筑波大学）

討論者 李 友炯（九州工業大学）

討論者 林正義（一橋大学）

討論者 宮田譲（豊橋技術科学大学） 討論者 増田信彦(一橋大学)

討論者 玉田桂子（福岡大学）

討論者 福山博文（鹿児島大学)

討論者 金尾敏寛（阪南大学）

"An international analysis of foreign 「ネットワーク安全性に関する分析 「 公営交通（地下鉄・バス）事業の 「環境損害に対する企業の賠償能
「銀行の情報開示規制と法の
borrowing for developing
（九州の最適ネットワーク形成への
効率化効果の実証分析」
力と強制保険の有効性」
不完備性の影響」
economies"
応用）」
報告者 井上正（広島修道大学）
報告者 宇野木広樹（熊本学園大学） 報告者 金坂成通(大阪大学)
報告者 境和彦（九州大学）
報告者 下田真也（九州大学)
倉本宜史(大阪大学)
赤井伸郎（兵庫県立大学）
討論者 大住圭介（九州大学）

討論者 宮城俊彦（岐阜大学）

討論者 松澤俊雄（大阪市立大学） 討論者 前鶴政和(大阪経済法科大学） 討論者 永田邦和（鹿児島大学）
石塚孔信（鹿児島大学）

16：40
〜17：30

会長講演(会場：6101教室)
論題「政治ガバナンスと権限配分の比較分析」 報告者：細江守紀（九州大学）
司会

17：４0
〜19:30

「兵庫県環境経済統合勘定の
作成と利用上の問題点」

懇親会
会場：食堂棟（番号13）1階の「フォレスト」

大住圭介（九州大学）

「太湖流域生態回復のためのバイ
オマス技術の挑戦」

報告者 芦谷恒憲(兵庫県庁)
有吉範敏(長崎大学)
宮近秀人(㈱エス・アール・シー)
「自治体の廃棄物処理事業を対象
とした環境会計の提案」

報告者 沈志宏（筑波大学)
氷鉋揚四郎（筑波大学）

報告者 橋本征二(独立行政法人
国立環境研究所)他６名

討論者 野田英雄（山形大学）

討論者 河野正男(中央大学)

第2日 11月26日（日）
8：45〜

第一報告
9：15

〜9：55

第二報告

受付開始
受付場所：6号館一階ホール
セッション2-1A（6103教室）
セッション2-2A（6102教室）
金融分析2
産業分析３
座長 西脇廣治（県立広島大学） 座長 石塚孔信（鹿児島大学）
「信用市場における情報の非対称 "Bottleneck Monopoly and Price
Squeeze"
性とフィナンシャルアクセレレーター
効果」

セッション2-3A（6206教室）
セッション2-4A(6201教室)
セッション2-5A(6202教室)
セッション2-6A(6203教室)
セッション2-7A(6204教室)
技術と成長２
人口と成長１
公共政策２
所得格差1
国際貿易分析２
座長 馬男木三生（日本文理大） 座長 佐藤秀樹（九州産業大学） 座長 古川 清（徳山大学）
座長 大住圭介（九州大学）
座長 内藤 徹（釧路公立大学）
"An Inter-generational Child-Care 「チープトークゲームを用いた政策 「グローバル的環境変化における所 "Market Size, Strategic Location
「知的財産権と技術の選択」
Support and The Fluctuational
決定プロセスの応用分析」
得不平等の分析−研究開発を伴う Decision, and Economic Welfare"
Fertility Rate"
内生的成長モデルをもとに−」

報告者 溜川健一（明治大学）

報告者 内田秀昭（九州大学）

報告者 楊川（中央大学）
川島康男（中央大学）

討論者 飯島裕胤（弘前大学）
討論者 村田省三（長崎大学）
討論者 池下研一郎（金沢大学）
矢野順治（広島大学）
「国際資金循環分析の理論モデル 「規模を考慮した複占競争リアルオ
「ネオ・シュンペーター的成長と
と応用」
プションモデル」
Kindergarten Rule」
報告者 張南（広島修道大学）

9：55
〜 10：35

報告者 前川俊一（明海大学)
陳光（明海大学)
討論者 西脇廣治（県立広島大学） 討論者 譚庚融（久留米大学）
秋山優（九州産業大学）
渡辺淳一（福岡大学）

報告者 安岡匡也（神戸大学）
畔津憲司（神戸大学）
秋山太郎（神戸大学）
討論者 岡本 章 （岡山大学）

報告者 高山健志（大阪大学）

報告者 片桐昭司（県立広島大学)

報告者 倉田 洋 （立命館大学）

討論者 堀宣昭（九州大学）

討論者 前田純一（広島修道大学） 討論者 須賀宣仁（北海道大学）

「社会保障改革，育児支援および内 「公共入札における総合評価落札
方式」
生的人口変動」

「中国における所得格差の要因分 "A Monopolistic Competition Model
of International Trade with External
析」
Economies of Scale"
報告者 伊ヶ崎大理（熊本学園大学) 報告者 前田純一（広島修道大学） 報告者 三浦 功（九州大学）
報告者 胡水文（金沢大学）
報告者 須賀宣仁（北海道大学）
前田隆（金沢大学）
討論者 田中淳平(北九州市立大学) 討論者 姜 文源（福岡大学）
討論者 大谷順彦（九州産業大学） 討論者 時政 勗（広島修道大学） 討論者 倉田 洋 （立命館大学）

休憩

第三報告
10：45
〜 11：25

第四報告

11：25
〜12：05

12：10

セッション2-1B（6103教室）
金融分析3
座長 張南（広島修道大学）
「株式市場のモーメンタム効果ー我
が国株式市場における実証分
析ー」
報告者 森保 洋（長崎大学）
城下賢吾（山口大学)
討論者 内田交謹（北九州市立大学）
「株式譲渡益課税の個人投資家の
投資行動に及ぼす影響に関する効
果分析」

セッション2-3B（6206教室）
セッション2-4B(6201教室)
セッション2-2B（6102教室）
セッション2-5B(6202教室)
公共政策３
人口と成長２
公共政策４
環境地域開発（藪田雅弘＊）
座長 村田省三（長崎大学）
座長 仁部新一（九州共立大学） 座長 筒井修二（九州産業大学） 座長 渡辺淳一（福岡大学）
「自治体の合併における選挙と政治 「麻薬規制の公共政策−アンデス 「内生的人口・人的資本と市場の失
"On the Sustainability of
献金」
Government Borrowing in a
諸国におけるコカ規制の展開」
敗」
Dynamic General Equilibrium"
報告者 金崎雅之（九州大学）
報告者 薮田雅弘（中央大学）
報告者 河内美智子（九州産業大学） 報告者 近藤豊将〈広島大学）
江口雅之（中央大学）
討論者 横山 彰（中央大学）
討論者 松尾匡(久留米大学）
討論者 三宅伸治（西南学院大学） 討論者 北浦康嗣（中京大学）
"Patent Pools and Competition"

セッション2-7B(6204教室)
セッション2-6B(6203教室)
国際貿易分析３
所得格差2
座長 内山敏典（九州産業大学） 座長 大川隆夫（立命館大学）
"On a new concept of mean"Agglomeration or Distance?:
dependent intermediate inequality" Japanese Local Port Trades with
the Asia Region"
報告者 吉田建夫（岡山大学）
報告者 吉田裕司（九州産業大学）

討論者 内藤 徹（釧路公立大学）
広瀬恭子(九州産業大学）
"Government Dilemma: Public
"Trade and the environment :
「不法投棄抑止と政府の情報政策」 「不平等尺度の統計的推論につい
「都市化，所得格差および環境−開
Expenditure for Medical Research
ての考察」
Spatial separation under product
発途上国の実証分析」
and Social Security"
differentiation"

報告者 林田実（北九州市立大学） 報告者 山田誠治（神戸大学）
報告者 中村光毅（中央大学)
大野裕之（東洋大学）
畔津憲司（神戸大学）
討論者 森保 洋（長崎大学）
討論者 常廣泰貴（神戸学院大学） 討論者 関根順一(九州産業大学)

報告者 大森達也（三重中京大学） 報告者 福山博文（鹿児島大学）
討論者 野田英雄（山形大学）

討論者 福重元嗣（大阪大学）

報告者 森田 充（九州大学）

報告者 多和田 眞（名古屋大学）

討論者 斉藤 崇（鹿児島国際大学） 討論者 福井昭吾（鹿児島国際大学） 討論者 藤田康範（慶応義塾大学）

招待講演（会場：6101教室）
論題 「日本の所得格差」

〜13：00

報告 大竹文雄（大阪大学）
司会 福重元嗣（大阪大学）

昼食
13：40
〜16：00

シンポジウム 「日本の排出権取引市場の可能性」（会場：6102教室）

司会 草川孝夫（広島修道大学）
基調報告I 「京都議定書の遵守：温暖化対策の国内制度設計」
パネリスト
報告者 西条辰義（大阪大学）
基調報告II 「京都議定書目標達成に向けて−排出権取引を中心に−」
報告者 藤原 豊（経済産業省 産業技術環境局環境経済室長）

コーディネーター

西条辰義（大阪大学）
藤田康範（慶応義塾大学）
藤原 豊（経済産業省）
横山彰（中央大学）
羅星仁（広島修道大学） (五十音順）
時政勗（広島修道大学）
※ 一部交渉中のものがあります

