
                                                             2007 年 10 月 20 日 

各 位 

                   2007 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長 

                               中央大学 田中廣滋 

 

 
2007 年度日本応用経済学会秋季大会のご案内 

 

 

拝啓 
 

 錦秋の候、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 年度秋季大会を、同封のプログラムにありますよう

に、2007 年 11 月 17 日（土）、18 日（日）の両日にわたり、中央大学（多摩キャンパス）

で開催いたします。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「会場等のご案内」、「会場へのアクセス方法ならびに交

通機関」ならびに「会場案内図」をご覧ください。 
なお、懇親会を 11 月 17 日（土）17 時 30 分より開催いたしますので、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 

「7 号館 1 階ホール」にて、11 月 17 日（土）は午前 12 時から、11 月 18 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、お弁当を予約されている方は、お弁当代 800 円をあわせて

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。近隣では、

立川、多摩センター周辺にホテルもございますが、都心でも 1 時間圏内です。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 

大会 1 日目の 11 月 17 日（土）は、とくに用意はしておりません。生協食堂がご利用

になれます。 

大会 2 日目の 11 月 18 日（日）は、生協食堂は閉店しております。なお、周辺には食

堂がございませんので、こちらでお弁当の手配をさせていただきます。是非ご利用く

ださい。料金は 800 円です。お弁当をご希望の方は、手配の関係もございますので、11

月 12 日（月）までに下記の学会事務局メールアドレス（jaae@en.kyushu-u.ac.jp）、また

は、ファックスにて事務局(092-642-2477)までお申し込みください。ご弁当は談話室（７

２０５）号室）で配布しております。 

 

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（なお、

ＯＨＰは利用できません）。CD-ROM、USB などのメディア対応ですが、ソフ

トのバージョンその他に不安がある方は個別に対応できませんので、勝手なが

ら、ご自身のパソコンをご持参くださいますようお願いいたします。なお、ご

不明の点は、メールで yabuta@tamacc.chuo-u.ac.jp までお問い合わせください。 

（2） 配布論文やレジメなどは、各自でご用意ください。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

の質疑応答時間はそれぞれ 10 分で、合わせて 40 分となっております。ただし

2 人討論者の場合には、報告時間は 25 分となります。 



 

会場へのアクセス方法ならびに交通機関 
 

（１）会場 中央大学多摩キャンパス 経済学部棟（7号館） 

      〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1   

（２）交通機関 

多摩キャンパスへのアクセスガイド 

 

 
 

 多摩モノレール『中央大学・明星大学駅』から徒歩 1 分  

※モノレールは下記の駅から接続しております。モノレールの利用が最も便

利です。 

・JR 中央線「立川駅」 

・京王線「高幡不動駅」「多摩動物公園」 

・小田急線・京王線「多摩センター駅」 

  

 関連する URL 多摩モノレール http://www.tama-monorail.co.jp/  

        京王電鉄 http://www.keio.co.jp/  

 



  
会場案内図 

 
 

 

 



第１日

12.00～ 受付開始

　　　　　受付場所：7号館1階ロビー

13:00:～

セッション名

座長 焼田　党（筑波大学） 座長 福重元嗣（大阪大学） 座長 是枝正啓（長崎大学） 座長 横山彰（中央大学） 座長 渋澤博幸（豊橋技術科学大学） 座長 有吉範敏（長崎大学） 座長 前田純一（広島修道大学）

第一報告

13:00～13:40 報告者 村山　悠（神戸大学） 報告者 近藤春生（慶応義塾大学） 報告者 永井隆雄（九州大学） 報告者  後藤大策（広島大学） 報告者 前田　隆・胡　水文（金沢大学） 報告者 八木裕之（横浜国立大学）
丸山佳久（広島修道大学）
大森明（横浜国立大学）

報告者 坂本純一（中央大学）

 
討論者 外谷　英樹（名古屋市立大学） 討論者 赤木博文（名城大学） 討論者 福澤勝彦（長崎大学） 討論者 田中廣滋（中央大学）

金崎雅之（九州産業大学）
討論者 大住圭介（九州大学）

徳永澄憲（筑波大学）
討論者 小口好昭（中央大学） 討論者 本間　聡（九州産業大学）

第二報告

13:40～14:20 報告者 平澤　誠（中京大学）
焼田　党（筑波大学）

報告者 佐藤茂春（九州大学） 報告者 池田康弘（熊本大学）
境　和彦（九州大学）

報告者 前鶴政和（大阪経済法科大学） 報告者 柳瀬明彦（高崎経済大学） 報告者 秋山　優（九州産業大学） 報告者 河野光雄(筑波大学）
氷鉋揚四郎（筑波大学）

討論者 小川　光（名古屋大学） 討論者 小林航（財務省財務総合政策研究所）
高山健志（大阪大学）

討論者 内野耕太郎（神戸大学）
佐藤秀樹（九州産業大学）

討論者 岡田知之（高崎経済大学）
藤田敏之（九州大学）

討論者 内藤徹（釧路公立大学） 討論者 金丸　哲（鹿児島大学） 討論者 福山博文（鹿児島大学）

休憩

14:30:～

セッション名

座長 片桐昭司（県立広島大学） 座長 大住康之（兵庫県立大学） 座長 須賀晃一（早稲田大学） 座長 氷鉋揚四郎（筑波大学） 座長 長島正治（埼玉大学） 座長 金丸哲（鹿児島大学） 座長　 徳永澄憲（筑波大学）

第一報告

14:30～15:10 報告者 小黒一正（財務省財務総合政策研究
所）

報告者 田中淳平(北九州市立大学) 報告者 中泉拓也（関東学院大学） 報告者 大床太郎（広島大学）
笹尾俊明(甲南大学）
柘植隆宏（甲南大学）

報告者 大東一郎（東北大学） 報告者 曾　偉（長崎大学） 報告者 斉藤都美　　(東京工業大学）
加藤尊秋（北九州市立大学）
島根哲哉（東京工業大学）

討論者 大森達也（三重中京大学） 討論者  中村 保（神戸大学） 討論者 堀　宣昭（九州大学）
依田高典（京都大学）

討論者 三谷羊平（早稲田大学、コロラド大学） 討論者 須賀宣仁（北海道大学） 討論者 増田信彦（富山大学） 討論者 福重元嗣（大阪大学）

第二報告

15:10～15:50
報告者 安岡 匡也・三宅 敦史(神戸大学） 報告者 大内雅浩（中央大学） 報告者 山田誠治（神戸大学）

畔津憲司（帝塚山大学）
報告者 阿部　新（一橋大学） 報告者 王玉蓮（名古屋大学） 報告者 増田信彦（富山大学） 報告者 大野裕之（東洋大学）

林田　実（北九州市立大学）

討論者 飯島大邦（中央大学）
前田純一（広島修道大学）

討論者 関根順一（九州産業大学） 討論者 村田省三（長崎大学） 討論者 境　和彦（九州大学）
斉藤　崇（鹿児島国際大学）

討論者 岡村誠（広島大学） 討論者 有吉範敏（長崎大学）
加藤尚史（名古屋大学）

討論者 須斎正幸（長崎大学）

16:00～16:20 司会 薮田雅弘（中央大学）

招待講演（会場：7104) 司会 横山彰（中央大学）

論題
報告者

懇親会（会場：1号館2階教職員食堂）

*

**

「格差是正と効率化の両立」

"Patent pools offering menus of package license"「カルドア型の技術進歩関数をもつマクロ動学
モデル」

"Childcare support policy and fertility in the
model based on supply of childcare service"

学会賞授与式（会場：7104）

セッション2-7（７205）セッション2-1（7101) セッション2-2(7102) セッション2-3(7103) セッション2-4(7202) セッション2-6(7204)

応用経済分析２

"Traffic Congestion and Accident Externality: A
Japan-U.S. Comparison"

"Turnover Tax and Trading Volume: Panel
Analysis of  Stocks Traded in the Japanese and
US markets"

「日本、韓国、中国における単純化したグリーン
GDPと環境クズネッツ曲線」

2007年度日本応用経済学会秋季大会プログラム

11月17日（土）

「住民参加によるPPPの理論・実証分析」

「地方財政のあり方についてー環境問題との関連
でー」

セッション１－７（７205）
地域分析１　応用経済分析１

「離職行動のクラスター分析」

環境会計とSNA

「バイオマス資源のストック・フローマネジメント
モデル」

「教育制度と所得格差：私的教育制度と公的教
育制度の比較」

"Impatience, Pollution, and Indeterminacy"

「人口減少経済における世代間移転と資本蓄積
-世代間公平の視点から」

"Fiscal Policy in a Keynesian Overlapping
Generations Model"

"Changes in the eligibility age for payments of
social security benefits under cash-in-advance
constraints"

「官僚と政治家のガバナンスと選挙」

公共政策分析２ 環境分析２ 国際・地域経済分析２

「インターネット時代の著作権制度」

「R&Dサテライト勘定とSNA本勘定との連接につい
て」

"The Inequality of Regional Economic
Development in China－From the Viewpoint of
Convergence"

マクロ経済分析１

「長崎県版環境経済統合勘定とその展開」「北上川河口域の環境対策に関する
流域住民の選好分析」

知的財産権

セッション1-4(7202) セッション1-6(7204)セッション1-5（7203）

"The economic effects of  illegal migration under
risk preference"

「廃棄物と処理責任の範囲に関する
経済学的考察」

環境勘定

セッション1-3(7103)

"Environment and Wage Subsidies in a Dual
Developing Economy"

政治経済分析 環境分析１

「不確実性下における越境汚染と環境政策につい
て」

 「環境監査制度の経済分析－任意監査，強制監
査および責任分担－」

セッション2-5（7203）

「弁護士報酬契約と和解権限に関する経済分析」

「社会資本整備における政治経済学的側面」

国際・地域経済分析１

討論者が一人の場合は報告時間30分、討論時間はフロアからの質疑を含めて10分。
討論者が二人の場合は報告時間25分、討論時間はフロアからの質疑を含めて15分。
理事会は11月17日11：00より1号館1409（A)にて行われます（終了時刻は12：30です）。

八田達夫（政策研究大学院大学）

16:30～17:20

17:30～19:30

セッション1-2(7102)セッション1-1（7101)

公共政策分析１



第2日 11月18日（日）

8:30～ 受付開始

受付場所：7号館1階ロビー

9:00～

セッション名

座長 柳川範之（東京大学） 座長 中村　保（神戸大学） 座長 江副憲昭（西南学院大学） 座長 新谷正彦（西南学院大学） 座長 多和田眞（名古屋大学） 座長 今泉博国（福岡大学）

第一報告

9:00～9:40 報告者 下田真也（九州大学） 報告者 松岡昭夫（中央大学） 報告者 前田　隆(金沢大学)
成瀬喜則（富山商船高専）

報告者 本田達也（熊本学園大学） 報告者 多和田眞・孫淑琴（名古屋大学）　 報告者 神山和美　（中央大学）

討論者 高橋豊治（中央大学） 討論者 大住康之（兵庫県立大学） 討論者 永田晃也(九州大学）
中村　豪（東京経済大学)

討論者 福重元嗣（大阪大学） 討論者 藤田康範（慶応義塾大学）
南部和香（明治大学）

討論者 松澤俊雄（大阪市立大学）

第二報告

9:40～ 10:20 報告者 飯島裕胤（弘前大学） 報告者 渡邉　稔（神戸大学） 報告者 美馬正司（日立コンサルティング・総合研
究大学院大学）上田昌史・　岡田仁志・
曽根原登（国立情報研究所）

報告者 Taejeong Lee（Yonsei University） 報告者 藤田敏之（九州大学） 報告者 小川　亮（大阪大学）

討論者 野崎竜太郎（九州大学）
赤羽根靖雅（福岡大学）

討論者 田中淳平（北九州市立大学）
佐藤泰裕(名古屋大学)

討論者 春日教測（神戸大学） 討論者 李　友炯（九州工業大学） 討論者 渋澤博幸（豊橋技術科学大学） 討論者 浅田義久(日本大学)

第三報告

10:20～11:00 報告者 小林慶一郎（経済産業研究所）
柳川範之（東京大学）

報告者 Md. Jahanur Rahman（広島修道大学）
豊田利久（広島修道大学）

報告者 Jeong-Yoo Kim(Kyung Hee University） 報告者 堀田和彦（九州大学） 報告者 西郡智子(国際協力銀行) 報告者 劉　然（明海大学）・前川俊一（明海大学）

討論者 内田交謹(北九州大学) 討論者 森田洋二（京都学園大学） 討論者 太田勝造（東京大学） 討論者 鳥飼行博（東海大学） 討論者 利光　強（関西学院大学） 討論者 慶田　收（熊本学園大学）

11:10～11:55 司会 細江守紀（九州大学）
　 論題

報告者 Chung-ki Min （Hankuk University of Foreign Studies）

12:50

12:50～14:50 司会 谷口洋志（中央大学）

基調報告Ⅰ「公共経営からみたガバナンス論」 星野信夫（国分寺市市長）  
報告者 鮎川ゆりか（WWFジャパン）

基調報告Ⅱ　「ガバナンスの経済学」 佐々木信夫（中央大学）
報告者 田中廣滋（中央大学）

　

15:00～

セッション名
座長 渡辺淳一（福岡大学） 座長 板倉理友（日本文理大学） 座長 永星浩一（福岡大学） 座長 福山博文（鹿児島大学） 座長 慶田　收（熊本学園大学） 座長 三浦功（九州大学）

第一報告

15:00～15:40
報告者 村田省三　（長崎大学） 報告者 焼田　党（筑波大学） 報告者 長谷川智之（中央大学） 報告者 羅　朝暉（広島修道大学）

時政　勗（広島修道大学）
報告者 宮田　譲（豊橋技術科学大学） 報告者 林　正義（一橋大学）

 
討論者 高見博之（大分大学） 討論者 坂上智哉（熊本学園大学) 討論者 柘植隆宏（甲南大学） 討論者 増田信彦（富山大学）

藤田　渉（長崎大学）
討論者 石塚孔信（鹿児島大学）

荒川　潔（大妻女子大学）
討論者 山下耕治（長崎大学）

第二報告

15:40～16:20
報告者 堀　宣昭（九州大学） 報告者 秋本耕二（久留米大学） 報告者 谷口仁士（名古屋工業大学） 報告者 盛田富容子（中央大学） 報告者 内田秀昭（九州大学） 報告者 三浦　功(九州大学）

大野正久（九州大学）

討論者 赤羽根靖雅（福岡大学） 討論者 浅田統一郎（中央大学） 討論者 豊田利久（広島修道大学）
澁澤博幸（豊橋技術科学大学）

討論者 松波淳也（法政大学） 討論者 三宅伸治（西南学院大学） 討論者 天谷研一〈香川大学）

第三報告

16:20～17:00
報告者 田中廣滋（中央大学） 報告者 野田英雄（山形大学） 報告者 米田篤裕（中央大学） 報告者 田家邦明（中央大学) 報告者 内藤　徹（釧路公立大学）

伊ヶ崎大理（熊本学園大学）
報告者 伊勢公人（中央大学）

討論者 今泉博国（福岡大学） 討論者 池下研一郎（金沢大学） 討論者 前川俊一（明海大学） 討論者 柘植隆宏（甲南大学） 討論者 大東一郎（東北大学） 討論者 大内田康徳（広島大学）

＊＊＊

<50音順>

"Institutional Change of Intellectual Property
Rights　and the Big Push"

セッション4-4（7202) セッション4-5（7203)

公共政策分析４

佐々木信夫（中央大学）

シンポジウム「ガバナンスの経済学」（会場：７１０４）

田中廣滋（中央大学）

パネリスト

”The Economics of  citation"

セッション4-3（7103)セッション4-1（7101)

「製薬会社における経営活動の傾向分析と評価」「金融商品に対する情報開示規制と金融機関の
説明責任」

"Bank distress and the borrowers’ productivity" ""On Long-run Neutrality of Money in Japanese
Economy "

"Cost benefit analysis of the digital terrestrial
broadbanding in Japan"

昼休み

"Efficient Estimation of the Fixed Effects Models for Panel Data "

地域分析２

「ソフトな予算とスピルオ－バー効果」

「地方単独事業と交付税措置」

「再生可能エネルギー発電導入制度の経済分析」

セッション4-6（7204)

「地域環境評価と評価指標」

「市場経済後進国とCSR―　中国における企業と
地域社会のコミュニケーション　―」

[中国各地域、日本、韓国間のＳＯ2排出権取引の
便益推定]

「連続平面上の都市経済モデル」

「環境の質的戦略とコミュニケーション－持続可能
社会の形成に向けて」

「大都市地震災害における経済的視点からのリス
ク評価」

"Industrial Pollution and Economy of
Agglomeration"

"ROUTE TO CHAOS ON THE KNIFE EDGE:
 Ｉnstability principle of Harrodian dynamics
reconsidered"

応用経済分析３マクロ経済分析2

セッション3-3（7103)

金融

　"Inequality and Skill Acquisition Cost"

"Bright and Dark Sideｓ of Names" 「Pasinettiの垂直的統合分析と技術革新―技術
革新と経済の安定性に関する一考察ー」

「外部経済と後手有利性」 "Human capital accumulation, fertility and
economic development"

「買収防衛策の導入とチーム・インセンティブ問
題」

セッション4-2（7102)

応用経済分析４

招待講演：韓国応用経済学会会長講演（会場：７１０４）

「企業の持続可能性へのインセンティブ分析」 「森林計画におけるローテーションについて」"How Does Population Aging Affect Product
Development Performance?"

環境分析3応用経済分析５

「国際間資本移動をともなうHarris-Todaroモデル
による政策分析」

セッション3-4（7202)

"Collision of Local Interests and Globalization:
 the Case of Korean Rice Market"

アジア経済分析

「G7諸国間とASEAN諸国間のODAに於ける因果
性」

公共政策分析３

　"Intergenerational Transfers, Asset Management
and Tax Avoidance"

"Analysis of environment and Harris-Todaro
model"

国際・地域経済分析３

セッション3-5（7203)

　「ロンドンの渋滞税の効果分析」

セッション3-6（7204)

「住宅市場の効率性とオークション」

「越境汚染に関するマッチング協定の有効性」

セッション3-1（7101) セッション3-2（7102)

二日目の昼食用弁当は当日の談話室（7205室）で配布しております。

「アジアにおけるコメ消費パターンと消費者の購買
行動」

マクロ経済分析3


