2007 年 5 月 9 日
各位
2007 年度日本応用経済学会
春季大会実行委員長
長崎大学

是枝正啓

2007 年度日本応用経済学会春季大会のご案内
拝啓
新緑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、日本応用経済学会の 2007 年度春季大会が、2007 年 6 月 9 日（土）、10 日（日）の
両日にわたり、長崎大学（片淵キャンパス）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(2〜5 ページ)の会場等の御案内、会場へのアクセス方法
および大会プログラムをご覧ください。なお、懇親会を 6 月 9 日（土）17 時 30 分より開催
いたしますので、ご多数の出席をお待ちしております。

敬具

会場等の御案内
1. 受付について
「本館 1 階ピロティ」にて、6 月 9 日（土）は 10 時 30 分から、6 月 10 日（日）は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 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。早めにご手配いただかないと、適当な宿がとれないこと
があります。
3. 昼食について
大会 1 日目の 6 月 9 日（土）、大会 2 日目の 6 月 10 日（日）の両日とも、学会用幕の内
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 6 月 6 日までに、概数確定のため下記の学会事務局メー
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。
（なお、ファックスにて事務局(092-642-2477)に申し込まれても結構です。）
jaae@en.kyushu-u.ac.jp
4. 報告者・討論者の皆様へ
（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、
アクロバット・リーダー）が使用できます。できれば、パソコンをご持参くだ
さい。ご不明な点は、メールで下記までお問い合わせください。
koreeda@net.nagasaki-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 35 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 30 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
（１）会場

長崎大学経済学部

長崎市片淵 4 丁目 2 番 1 号

（２）交通機関
○ 路面電車
JR 長崎駅から「螢茶屋」行き 3 番系統の路面電車に乗車し、
「諏訪神社前」ま
たは「新大工町」で下車後、徒歩 10 分。
○ バス
JR 長崎駅前東口（土・日・祝日は JR 長崎駅前南口）から県営バス「循環」、
「東高下」、
「浜平・立山」または「西山木場」行きに乗車し、「経済学部前」
で下車後、徒歩 1 分。
○ 航空機
長崎空港（大村市）から長崎方面行きのバスに乗車し、「長崎駅前」（長崎バ
スの場合は「長崎駅」）下車、その後は路面電車またはバスを利用。

2007年度日本応用経済学会春季大会プログラム
＜報告時間3５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３０分、討論など１５分＞

第１日

６月９日（土）

10：30〜

受付開始
受付場所： 本館1階ピロティー
セッション1-1A（本館121
教室）
マクロ経済1
座長 関根順一（九州産業大学）
"A Microeconomic Foundation of a
Keynesian Growth Model"

11：00〜
セッション名

第一報告

11：00〜11：45 報告者 田中淳平(北九州市立大学)

討論者 大住康之（兵庫県立大学）

第二報告
11：45〜12：30

セッション1-2A（本館221
教室）
セッション1-3A（本館201
教室）
公共経済１
マクロ政策
座長 江副憲昭（西南学園大学）
座長 深浦厚之（長崎大学）
「混合複占下における環境投資および製品 "Welfare cost of capital income taxation
差別化」
and initial state of the economy"

セッション1-4A( 本館302
教室)
セッション1-5A(新館101
確率モデル解析
法と経済1
座長 杉原敏夫(長崎大学）
座長 三浦功（九州大学）
「混合分布による収益率分布への近似法と 「司法政策と法の経済分析」
その応用」

報告者 内藤 徹（釧路公立大学)

報告者 大野裕之(東洋大学)

報告者 譚 康融(久留米大学)

報告者 福井秀夫（政策研究大学院大学） 報告者 加河茂美(九州大学）

討論者 慶田收（熊本学園大学）

討論者 大住圭介(九州大学)

討論者 森保 洋（長崎大学）

討論者 佐藤秀樹（九州産業大学）

第一報告

「経験曲線と環境価値を考慮した再生可能
エネルギーの普及過程と促進政策」

報告者 永田聖二（長崎大学)

報告者 高山健志(大阪大学)

報告者 工藤 健（長崎大学）

報告者 越智教文(姫路獨協大学)

報告者 池田康弘（熊本大学）

討論者 松尾 匡（久留米大学）

討論者 金崎雅之(九州産業大学）

討論者 中村 保（神戸大学）

討論者 永星浩一（福岡大学）
前田 隆（金沢大学）

討論者 渡辺淳一（福岡大学）
後藤大策（広島大学）

報告者 内田 晋(筑波大学)
氷鉋揚四郎(筑波大学)
討論者 藤田敏之(九州大学)

＜ 昼 休 み ＞
セッション1-1B（ 本館121
教室）
セッション1-2B（ 本館221 教室）
公共経済２
アジア経済
座長 黒田 誼（九州産業大学）
座長 大谷順彦（九州産業大学）
「高齢化する東アジア−政策課題と金融市 「地方政府の財政破綻の経済分析」
場」
報告者 野崎竜太郎(九州大学)

セッション1-3B（本館201
教室）
セッション1-5B( 新館101
セッション1-4B( 本館302
教室)
地域と貿易１
応用経済分析
法と経済2
座長 利光強(関西学院大学)
座長 馬男木三生（日本文理大学）
座長 柳川範之（東京大学）
「集積経済下における地域間移住タイミング 「在職年齢の違いを考慮した労働需要関数 「契約違反と訴訟費用負担」
の定式化」
選択の均衡ダイナミクス」
報告者 織田澤 利守(東北大学)
赤松 隆 (東北大学)
討論者 李 友炯(九州工業大学)

討論者 阿萬弘行（長崎大学）

討論者 井田貴志（熊本県立大学）

「付加価値分解による中国の省間格差」

Financing Social Security by Consumption "Strategic Technology Transfer through
FDI in Vertically Related Markets"
Tax: a Political Economy Perspective

第二報告

報告者 坂本 博(国際東アジア研究センター報告者 小西秀樹（東京工業大学）

討論者 新谷正彦(西南学院大学)
討論者 仲澤幸壽（西南学院大学）
「トルコのEU加盟が国内農業に及ぼす影響 The Opportunity Cost of Career
Interruption and the Female Labor Supply
第三報告 に関する経済的評価」
and Fertility Relationship
報告者 中村 保・安岡匡（神戸大学）
亀山 宏(香川大学)
14：40〜15：25 報告者 CAKMAK H. Erol
陸永寿
討論者 糸原義人（山口大学）
討論者 前田純一(広島修道大学)

推薦講演(会場：本館121 教室)
15：35〜16：25 演題

司会：細江守紀(九州大学）

「エキスパート問題」

報告者 石川城太(一橋大学)

17：30〜19：20
19:30〜20:20

司会：江副憲昭（西南学院大学）

「習慣的行動の相互依存性：喫煙、飲酒、ギャンブルの離散選択モデ
ル分析」
講演者：依田高典（京都大学)

＜ 懇 親 会 ＞
理事会

会場： 長崎大学生協2階食堂
理事会会場： 本館2階大会議室

報告者 境 和彦（九州大学）

推薦講演(会場：本館221 教室)

討論者 高見博之（大分大学）

討論者 大倉真人(長崎大学）
討論者 高瀬 光夫(福岡大学)
内野耕太郎（神戸大学）
「独禁法・証取法等行政処分の重罰化と立 "Market and Technological Conditions for
「人口と人的資本の動学的OGモデルと
Social Security：理論とパネルデータ分析」 証責任・証明度のあり方について」
Successful Cooperative Development of
New Drug: Evidence from Japanese
Development-project-level Data"

討論者 伊ヶ崎大理（熊本学園大学）
討論者 緒方隆(九州国際大学)
後藤剛史（南山大学）
司会：坂上智哉（熊本学園大学） 推薦講演(会場：新館101

「環境問題と持続可能な発展
-環境汚染の問題を含んだ内生的経済成長モデルを中心に-」

演題

司会：有吉範敏（長崎大学）

「環境価値の経済評価と政策的利用」
講演者：矢部光保(九州大学)

報告者 中村 豪（東京経済大学)
討論者 永田晃也(九州大学)
「地上放送のデジタル化と新機器の需要に
関する分析 −テレビ受像器の事例−」
報告者 曽黎(神戸大学)
宍倉学(長崎大学)
春日教測(神戸大学)
討論者 柘植隆宏(甲南大学)

教室)

司会：内藤徹（釧路公立大学）

「都市・地域経済のシミュレーション分析」
講演者：渋澤博幸(豊橋技術科学大学)

講演者：伊ヶ崎大理（熊本学園大学)

推薦講演(会場： 本館221教室)
演題

セッション1-6B( 新館201
教室)
産業分析
座長 福重元嗣（大阪大学）
"Impacts of Agglomeration Economy on
Production in the Japanese Manufacturing
Industry: a panel data analysis"
報告者 徳永澄憲(筑波大学)

報告者 河内美智子(九州産業大学）

討論者 石川城太(一橋大学)

演題

推薦講演(会場：本館121 教室)
演題

報告者 山口 雅生(兵庫県立大学)

教室)

報告者 白石賢（内閣府経済社会総合研究
所）
討論者 多和田真（名古屋大学）
討論者 姜 文源（福岡大学）
討論者 岩本諭（佐賀大学）
"Impacts of trade on skill formation: welfare 「環境技術開発における特許制度と報奨金 「非対称情報下の最適所得税と脱税防止メ
improvements accompanied by rises in
制度の経済分析」
カニズム」
inequality"
"報告者 佐藤泰裕(名古屋大学)
報告者 後藤大策（広島大学）
報告者 三浦 功（九州大学）
佐藤秀樹（九州産業大学）

講演者：柳川範之（東京大学)
16：30〜17：20

討論者 大内田康徳（広島大学）
福山博文（鹿児島大学）

「確率モデルにおける一物一価の無意識の 「トライアル，和解，および弁護士費用」
使用と情報問題」

13：10〜13：55 報告者 木原隆司(九州大学）

13：55〜14：40

セッション1-6A( 新館201
教室)
環境分析１
座長
氷鉋揚四郎（筑波大学)
「乗用車使用年数・買い替え行動に着目し
た比較静学ライフサイクルエネルギー分析」

「A Pseudo Problem Called Transformation 「官僚の情報収集インセンティブに与えるア "Optimal Monetary Policy under the
Problem」
カウンタビリティの効果」
Imperfect Factor Mobility"

12：30〜13：10
13：10〜
セッション名

教室)

推薦講演(会場： 新館101教室)
演題

司会：焼田党（筑波大学）

"Think Locally, Act Locally - Spillovers, Spillbacks, and Efficient
Decentralized Policymaking-"
講演者：小川光（名古屋大学)

第2日
8：30〜
9:00〜
セッション名

第一報告
9：00〜9：45

６月１０日（日）
受付開始
受付場所：本館1階ピロティー
セッショ2-1A（本館121
教室）

セッション2-2A（本館221

教室）

セッション2-3A（本館20１

教室）

セッション2-4A(本館３０２ 教室)

公共経済３
労働と人口
座長
小川光（名古屋大学）
座長
大住圭介(九州大学)
「普通会計から公営事業会計への資金移動 「団塊世代退職と技能継承」
に関する実証分析（仮）」
報告者 山下耕治(長崎大学)
報告者 畔津憲司(帝塚山大学)
小葉武史(神戸大学)

企業と金融
地域と貿易２
座長
内田滋（長崎大学）
座長
新谷正彦(西南学院大学)
「金融機能のアンバンドリングとリバンドリン 「都市人口の空間分布に関する統計分析」
グ -事業の証券化スキームに基づく考察-」
報告者 深浦厚之(長崎大学)
報告者 加藤尚史・横地浩紀（名古屋大学）

討論者 西川雅史(埼玉大学)

討論者 徳永澄憲（筑波大学）

討論者 鈴木 泰(立命館アジア太平洋大学 討論者 福井昭吾（鹿児島国際大学）

「日本の選挙結果にみるDuverger法則」

「社会保障，人口変動および世代間リスク・ "Nonperforming assets and private debt
restructuring: Evidence from Japan during
シェアリング」
1995--2004"

第二報告
9：45〜10：30 報告者 西川雅史（埼玉大学)
討論者 小西秀樹（東京工業大学）

報告者 前田純一(広島修道大学)
討論者 焼田党(筑波大学)

「日本・韓国の対中国貿易パターンの変化
分析」

報告者 内田交謹・後藤尚久（北九州大学） 報告者 金 栄緑(熊本学園大学)
討論者 柳川範之（東京大学）
討論者 山田光男(中京大学)

セッション2-5A(新館101 教室)

セッション2-6(

新館201 教室)

セッション2-7A( 本館303 教室)

流通経済分析１
座長
石塚孔信（鹿児島大学）
"A Model of Marketing Channel Choice in
Internet Age"
報告者 中山雄司(大阪府立大学)

契約の経済学
座長
村田省三（長崎大学）
「契約破棄のタイミングゲーム」

オーガナイサー有吉範敏（長崎大学）
環境勘定
座長
秋山 優(九州産業大学)
「地域版ハイブリッド型統合勘定の開発」

報告者 佐藤茂春（九州大学）

報告者 有吉範敏(長崎大学)

討論者 荒川潔（大妻女子大学）

討論者 天谷研一（香川大学）

討論者 光藤 昇(松山大学)

「売り手からの商品安全情報開示による差 「Ｊ-REITの不動産取得行動に着目したエー 「家計から見た環境勘定」
別化の可能性 −青果物における残留農薬 ジェンシー問題に関する研究」
産地自主検査を事例として−」
報告者 森高正博(九州産業大学)
討論者 有馬弥重(長崎県立大学）

報告者 曹 葦如・前川俊一(明海大学)
討論者 今西衛（福岡大学）
佐藤茂春（九州大学）

報告者 佐藤勢津子（統計開発機構）
討論者 有吉範敏（長崎大学）

休憩
10：35〜

第三報告
10：35〜11：20

第四報告

セッション2-1B（ 本館121
教室）
公共経済４
座長 坂上智哉（熊本学園大学）
"Job assignment and human capital
accumulation"

セッション2-2B（ 本館221 教室）
セッション2-3B（ 本館201 教室）
マクロ経済２
経済システム分析
座長
片桐昭司（県立広島大学）
座長
永星浩一（福岡大学)
「失業と経済成長：世代重複モデルによる分 「ネットワーク分断リスク下におけるネット
ワーク最適規模」
析」

セッション2-4B( 本館302 教室)
セッション2-5B( 新館101 教室)
地域と貿易３
流通経済分析２
座長
慶田收（熊本学園大学）
座長
江副憲昭（西南学院大学)
"Emission Standards as Trade Policy in an "Wholesale Price Discrimination between
Environmentally Differentiated Product
Conventional Retailer and Electronic
Market: A Foreign Duopoly Case"
Retailer"

セッション2-6B( 新館201 教室)
セッション2-7B( 本館303 教室)
環境分析２
無償労働
座長
時政勗(広島修道大学)
座長
有吉範敏（長崎大学）
「「拡大生産者責任」政策の経済的効率性」 「無償労働SAM based CGEモデルによるシ
ミュレーション分析：無償労働生産性向上と
介護量増加のインパクト」

報告者 田中隆一（東京工業大学）

報告者 三宅伸治(西南学院大学)

報告者

報告者 利光 強(関西学院大学)

報告者 相浦洋志(名古屋大学）

報告者 小出秀雄(西南学院大学)

報告者 牧野好洋（静岡産業大学）他

討論者 堀 宣昭(九州大学)

討論者 板倉理友 (日本文理大学）

討論者 宍倉学(長崎大学)

討論者 池田剛士(神戸国際大学)

討論者 川崎晃央（九州大学）

討論者 藤田康範（慶応義塾大学）
境和彦（九州大学）

討論者 宮田 譲（豊橋技術科学大学）

"The Rank Order of Universities and
Educational Investment"

「研究開発投資の安定性とマクロ経済構造 「動的マイクロシミュレーションにおけるコン "On the stability condition of the Harris and 「耐久財独占企業によるaftermarketにおけ 「内生的時間選好率と復元可能領域におけ 「パネルデータによる所得階層別無償労働の
ピュータ・システム構築の基礎」
Todaro model with natural environment"
る独占化について」
る最適汚染水準」
―Aghion =Howittモデルを基礎として―」
貨幣評価」

11：20〜12：05 報告者 堀 宣昭(九州大学)
討論者 佐々木勝（大阪大学）
12：10〜13：00

招待講演(会場：本館121

宇野木広樹(熊本学園大学)

報告者 秋本耕二(久留米大学)

報告者 川島秀樹（日本ユニシス）
白石浩介（一橋大学）

討論者 池下研一郎（金沢大学）
片桐昭司（県立広島大学）

討論者 斉藤参郎(福岡大学)
討論者 長島正治（埼玉大学）
大隈慎吾(富士通総合経済研究所)
内藤徹（釧路公立大学）
司会： 多和田眞（名古屋大学）

教室)

演題 「リスク経済学の過去・現在・未来：
The Economics of Risk: Yesterday, Today and Tomorrow」
講演者：酒井泰弘(滋賀大学）
13：00〜13：40
13：40〜14：30

<昼休み>

総会(会場： 本館121

教室)

報告者 多和田眞（名古屋大学）

報告者 加藤浩(西南学院大学)

報告者 斎藤晃一(筑波大学)

報告者 浜田浩児（（独)労働政策研究・研修
機構）

討論者 佐藤隆（下関市立大学）

討論者 薮田雅弘(中央大学)

討論者 作間逸雄（専修大学）

