2006年度応用経済学会春季大会プログラム
第１日

6月10日（土）

10：15〜

受付開始
受付場所：Ａ棟６階ＥＶロビー

11:00
〜12：00
12:00
〜12：45
12:45〜
セッション名

＜報告時間３０分、討論はフロアからの質疑を含めて１５分＞

総会
会場：Ａ棟2階A２０３教室

昼食
セッション1-1（A棟A605)
法と経済学１

セッション1-2(A棟A606)
マクロ動学

セッション1-3(A棟A607)
知的財産と研究開発

セッション1-4(A棟A611)
環境分析

コーディネーター前田隆（金沢大学）

第一報告

座長
細江守紀（九州大学）
座長
"Incenntives of Compensatory Damages and
Disincentives of Insurance Coverage
in the Case of Defective Housing"

報告者 大倉真人（長崎大学）
12：45
〜13：30 討論者 境 和彦（九州大学）

是枝正啓（長崎大学）
「シュタッケルベルグ微分ゲーム
における研究開発投資」

座長

藤田敏之（九州大学）
"On Energy Efficiency and
Environmental Policy Leakage"

コーディネーター渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

コーディネーター有吉範敏（長崎大学）

座長
渋澤博幸（豊橋技術科学大学）
「農村地域におけるバイオマス資源利用の
最適政策」

座長

秋山 優（九州産業大学）
「マクロ会計とミクロ会計」

報告者 田中淳平(北九州市立大学)

報告者 秋本耕二（久留米大学）

報告者 Amapola D. C. Generosa (九州大学)

報告者 氷鉋揚四郎（筑波大学）

報告者 金丸 哲(鹿児島大学)

討論者 入江雅仁（九州大学）

討論者 藪田雅弘（中央大学）

討論者 堀田和彦（九州大学）

討論者 山下正毅(横浜国立大学)

Progressive Taxation, Income
Convergence and Economic Growth

第二報告

〜14：15

座長

セッション1-6(A棟A613)
SNA

討論者 松尾 匡(久留米大学)

Corporate Culture versus Preventive Activity

13：30

大住圭介（九州大学）
「投資変動、GDPギャップ、及び
資本蓄積の効率性」

セッション1-5（A棟A612）
地域分析

報告者 座主祥伸（神戸大学）

報告者 宮澤和俊(南山大学)

討論者 池田康弘（熊本大学）
佐藤秀樹（九州産業大学）

討論者 森田雄一(名古屋市立大学)

「特許取得の大学間格差：確率分割の応用」

報告者 星野伸明（金沢大学）
討論者 越智教文（姫路獨協大学）

「循環資源貿易に関する経済学的分析」

「物質循環を考慮した畜産系バイオマスエネル
ギー利用の総合評価」

「わが国における環境経済統合勘定の開発−日
本版SEEAと日本版NAMEA」

報告者 南部和香(明治大学)

報告者 水野谷剛（群馬県産業支援機構）

報告者 有吉範敏（長崎大学）

討論者 多和田眞（名古屋大学）

討論者 矢部光保(九州大学）

討論者 光藤 昇（松山大学）

座長

座長
貝山道博（埼玉大学）
座長
有吉範敏（長崎大学）
「動学モデルによる廃棄物のエネルギー利用促進
「内閣府における無償労働の推計と問題点」
政策の評価」

休憩
第三報告

座長
堀宣昭（九州大学）
座長
三輪俊和（北九州市立大学）
座長
"Breach Remedies of Contract and Litigation "Education, Borrowing constraints and Growth"
Decision : A Signaling Model"

報告者 内野耕太郎（神戸大学）
14：20
〜15：05 討論者 細江守紀（九州大学）
「敵対的企業買収をめぐる法制度の分析」

報告者 白石弘幸（金沢大学）

報告者 後藤大策（九州大学）

報告者 内田 晋（筑波大学）

報告者 佐藤勢津子（統計開発機構）

討論者 伊ケ崎大理（熊本学園大学）

討論者 佐々木達也（熊本県立大学）

討論者 牛房義明（北九州市立大学）

討論者 時政 勗（広島修道大学）

討論者 牧野好洋（静岡産業大学）

"Inequality over the Real Business Cycle"

報告者 室 和伸（姫路獨協大学）
討論者 金尾敏寛（阪南大学）

「「アンチコモンズの悲劇」に関する経済指標の設 "Optimal Waste Policies When Illegal Disposal can
計 ―特許庁『知的財産活動調査』個票データを
be Concealed"
用いた産業別分析―」
報告者 永田晃也（九州大学）
討論者 星野伸明（金沢大学）

記念講演（会場：Ａ棟A203教室）
16：00
〜16：40

〜17：20

17：30
〜19:30

報告者 渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

報告者 作間逸雄（専修大学）

討論者 李 友炯（九州工業大学）

討論者 秋山 優（九州産業大学）

報告者 横山彰（中央大学）

記念懇親会（会場 文系センター棟16階）

「国民経済計算の公理化の試み
―グラフ理論的接近―」

討論者 福山博文（鹿児島大学）

論題 「外部性と経済政策の展開」

論題 「環境総合評価における三つの収支」
報告者 氷鉋揚四郎（筑波大学）

"The Knowledge Network and Learning in a
Competitive Regional Environment"

報告者 小出秀雄（西南学院大学）

司会 薮田雅弘（中央大学）

記念講演（会場：A棟Ａ203教室）
16：40

石塚孔信（鹿児島大学）
「土壌汚染の浄化責任と土地取引」

報告者 北浦 康嗣（中京大学）

第四報告
報告者 家田 崇（甲南大学）
15：05
〜15：50 討論者 内田交謹（北九州市立大学）

前田隆（金沢大学）
「企業における知識の共有共用」

司会 有吉範敏（長崎大学）

第2日

6月11日（日）

9：00〜

受付開始
受付場所A棟6階
セッション2-1（A棟A605)
法と経済学２

9:30〜
セッション名

セッション2-2（A棟A606)
マクロ経済分析1

セッション2-3（A棟A607)
ミクロ経済分析

座長

第一報告

永星浩一（福岡大学）
座長
高瀬光夫（福岡大学）
佐藤秀樹（九州産業大学）
「更生担保権額確定手続が債権者の行動に与
"Fiscal and Monetary Policy in an Endogenous
える影響 ー 優先説か按分説か ー」
Growth Model with Public Capital"

報告者 野崎竜太郎（九州大学）

9：30
〜10：15 討論者 内野耕太郎（神戸大学）

座長

慶田 收（熊本学園大学）

"Consumer Search and Monopoly Strategies of
Pricing, Advertising and Subsidizing"

セッション2-5（A棟A612)
国際経済

セッション2-4（A棟A611)
公共経済分析1
座長

仲澤幸壽（西南学院大学）

座長

「政策アドバイザーとしての官僚と政治家間の
チープトークゲーム」

多和田眞（名古屋大学）
「環境とハリス＝トダロー・パラドックス」

セッション2-6（A棟A613)
エコツーリズムと地域環境政策
座長

コーディネーター薮田雅弘（中央大学）
薮田雅弘（中央大学）

「持続可能な観光の実証分析―都道府県におけ
る観光振興の要因と環境負荷―」

報告者 玉井寿樹（名古屋大学）

報告者 荒川 潔（学術振興会特別研究員）

報告者 高山

健志(大阪大学)

報告者 多和田眞（名古屋大学）

報告者 伊佐良次（高崎経済大学）

討論者 坂上智哉（熊本学園大学）

討論者 大谷順彦（九州産業大学）

討論者 赤羽根靖雅（福岡大学）

討論者 内藤徹(釧路公立大学）

討論者 今泉博国（福岡大学）

「完全子会社化の実証分析」

「内生的成長モデルにおける
マクロ経済政策の効果」

"Entry and Exit with Consumers Switching Cost"

"Delegation of policy tasks from politician to
bureaucrat"

"Is Location Choice Optimal?"

「エコツーリズムと地域開発の課題」

セッション2-7（A棟A603)
アジア経済の計量分析
コーディネーター新谷正彦（西南学院大学）
座長
新谷正彦（西南学院大学）
「タイのFTAの影響分析ーCGEモデルによるー」
報告者 亀山宏（香川大学）
ブートスムラン・タワン
討論者 鈴木亘弘（九州大学）
"Multinationals, Technology Upgrading, and Wages
in Urban and Rural Indonesia"

第二報告
報告者 阿萬弘行（長崎大学）

10：15
〜 11：00 討論者 川上義明（福岡大学）

報告者 内田秀昭（九州大学）

報告者 玉井義浩（神奈川大学）

報告者 金崎雅之（九州大学）

報告者 岡村 誠（広島大学）大川隆夫（立命館
大学）倉田洋（立命館大学）

報告者 薮田雅弘（中央大学）

報告者 瀧井貞行(国際東アジア研究センター）

討論者 馬男木三生（日本文理大学）

討論者 堀

討論者 小川

討論者 三浦 功（九州大学）

討論者 市川芳郎（日本文理大学）
仁部新一（九州共立大学）
「コンジョイント分析によるエコツアー参加者の
選好分析」

討論者 黒田誼（九州産業大学）

報告者 柘植隆宏（高崎経済大学）
庄子康（北海道大学大学院農学院）
藤原千尋（知床財団）
討論者 井田貴志（熊本県立大学）

報告者 中村和敏（長崎県立大学）

「不完備契約と契約破棄の責任ルール」

「要素代替の非対称性、賃金格差
および集計分配率」

宣昭（九州大学）

"Dynamic Contract Model under Asymmetric
Information"

第三報告
報告者 佐藤茂春（九州大学）

11：00
〜 11：45 討論者 後藤剛史（南山大学）

報告者 大住康之（中京大学）

報告者 楠田康之（ニューヨーク市立大学)

討論者 板倉理友（日本文理大学）

討論者 天谷研一（香川大学）

記念講演（会場：Ａ棟A203教室）

報告者 宇野木広樹（熊本学園大学）
坂上智哉（熊本学園大学）
加藤康彦（熊本学園大学）
討論者 三上和彦（甲南大学）

「税務当局の執行体制の強化と移転価格問題」

報告者 井田知也（大分大学）

討論者 水戸康夫（九州共立大学）

討論者 坂本博（国際東アジア研究センター）

司会 堀宣昭（九州大学）
報告者 奥野(藤原)正寛（東京大学）

12:30
〜13：20

昼食(場所：第一食堂）

シンポジウム「市場経済における格差を考える」（会場：A棟A203教室）

司会 西原宏（福岡大学）

パネリスト

基調報告Ⅰ 「市場経済化と経済格差」
報告者 金子孝文（政策研究大学院大学）
基調報告Ⅱ 「財政再建のためのインフレ・ターゲティングと資産格差」
報告者 大久保勉 （参議院議員）
セッション3-1（A棟A605)
応用ゲーム分析

15:45〜
セッション名

セッション3-2（A棟A606)
マクロ経済分析2

コーディネーター
永星浩一（福岡大学）
三輪俊和（北九州市立大学）

セッション3-3（A棟A607)
応用経済分析

江副憲昭
大久保勉
金子孝文
深浦厚之
村上太輝夫

セッション3-4（A棟A611)
公共政策分析2

（西南学院大学）
（参議院議員）
（政策研究大学院大学）
（長崎大学）
（朝日新聞社西部本社次長）

座長

緒方隆（九州国際大学）

"Fair play equilibria with mixed strategies"

「ネットワーク外部性下の逐次的価格競争と
最適特許戦略」
報告者 三浦 功（九州大学）
川崎晃央（九州大学）

17：15
〜18：00 討論者 楠田康之（ニューヨーク市立大学）

セッション3-7（A棟A603)
国際開発

コーディネーター斉藤参郎（福岡大学）
座長

筒井修二（九州産業大学）

"Small Creditors' Power in Civil Rehabilitation
"Endgenenous Fertility and Human Capital
-A Compound Game of a Simple Majority and
Accumulation"
a Weighted Majority -"
第一報告
報告者 廣川みどり（法政大学）
報告者 安岡匡也(神戸大学)
15：45
胥鵬（法政大学）
中村保（神戸大学）
討論者 片桐昭司（県立広島大学）
〜 16：30 討論者 西原 宏（福岡大学）

第二報告
報告者 長久領壱（関西大学）
16：30
〜17：15 討論者 村田省三（長崎大学）

（五十音順）
セッション3-6（A棟A613)
回遊モデルと消費者

セッション3-5（A棟A612)
計量経済分析

コーディネーター須賀晃一（早稲田大学）
三浦 功 （九州大学）

第三報告

「賃金形態と生産性：効率賃金仮説の検証」

論題「信頼形成を進化ゲームで考える」

11：50
〜12：30

13:20
〜15：40

光（名古屋大学）

「九州の最適ネットワークについてーネットワーク
形成ゲーム理論による自治体統合問題のモデリ
ングとシミュレーション」

座長

馬男木三生（日本文理大学）

"The Effects of Stronger Intellectual Property
Rights on Technology Transfer:Evidence from
Japanese Firm-level Data"
報告者 伊藤萬里（慶応義塾大学）
若杉隆平（慶応義塾大学）
討論者 前田隆（金沢大学）

座長

古川清（徳山大学）
「新公共経営手法(NPM)の導入効果：
データ包絡分析」

座長

佐伯親良（九州大学)

"An Arbitrary-Rank Demand System and
Conditional Log-Polynomial Engel Curves"

報告者 小川光（名古屋大学）

報告者 松田敏信(鳥取大学)

討論者 山下耕治（長崎大学）

討論者 横山佳充(香川大学)

座長

斉藤参郎〈福岡大学〉
「日韓海峡にみる渡航需要関数推計」

報告者 本村裕之(日本文理大学)
齋藤参郎(福岡大学)
討論者 伊佐良次（高崎経済大学）

座長

川口雅正（九州産業大学）
"Economic Growth and Catch up
: an Evidence from Asian Economics "

報告者 坂本 博（国際東アジア研究センター）
討論者 長島正治（埼玉大学）
「国際産業連関表を用いたvertical specialization
shareの拡張」
渉(長崎大学）

報告者 関根 順一（九州産業大学）

報告者 神田橋大和（九州大学）

報告者 境 和彦（九州大学）

「地下鉄開通による都心来街者の出向頻度の
A numerical evaluation method for factorizing
変化予測」
the ARMA spectral matrix
報告者 瀧本太郎（九州大学）
報告者 齋藤参郎、山城興介(福岡大学)

報告者 藤田

討論者 今井 亮一（九州大学）

討論者 前田純一（広島修道大学）

討論者 座主祥伸（神戸大学）

討論者 鍵原理人（福岡大学）

討論者 荒木義明（福岡大学）

"Flexible labor contracts and
average labor demand "
報告者 畔津憲司（神戸大学）

「公共財供給，トランスファーの
「RBAの支払いカード会社に対するインターチェン
ニ部門世代重複モデルの経済厚生分析」
ジ料金規制についてのネットワーク規制」
報告者 江副憲昭（西南学院大学）
報告者 篠崎 剛（名古屋大学）

"Decomposition of the linear feedback model for
「入札モデルにおけるリスク評価」
count panel data"
報告者 北沢良継(九州産業大学)
報告者 今西衛、斉藤参郎（福岡大学）

討論者 高見博之（大分大学）

討論者 慶田收（熊本学園大学）

討論者 松田敏信(鳥取大学)

「物品貨幣の最適供給」

「診療報酬の経済分析」

「環境規制と最適訴訟費用負担ルール」

討論者 姜 文源（福岡大学）

討論者 渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

討論者 有馬弥重（長崎県立大学）

「開発援助の経済効果に関する実証分析」
報告者 野田英雄（山形大学）峰滝和典(富士通総
研)、大隈慎吾(富士通総研)
討論者 大坂

仁(九州大学)

