2008 年 10 月 29 日
各

位
2008 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長
金沢大学

前田

隆

2008 年度日本応用経済学会秋季大会のご案内

拝啓
すがすがしい秋晴れの今日この頃、皆様には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 2008 年度秋季大会を、同封の大会プログラムにあります
ように 2008 年 11 月 22 日（土）、23 日（日）の両日にわたり、金沢大学角間キャンパ
ス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」ならびに「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 11 月 22 日（土） 18 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
人間社会 1 号館 2 階にて、11 月 22 日（土）は 11 時 30 分から、11 月 23 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。金沢駅周辺
に多くのホテルがございます。金沢駅から会場の金沢大学までは車で 40 分程です。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
お弁当について，後日メールにて予約を承ります。22 日（土）は，大学会館の学生
食堂が利用いただけます。なお 23 日（日）ついては，学生食堂が利用できませんので，
お弁当をご予約いただくか，各自ご準備頂きますようお願いいたします。
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（なお、
ＯＨＰは利用できません）。パソコンは Windows XP(2000 を含む)のみで，
Office2000~2003 が対応しています．Office2007 をご使用の場合には，あらかじ
めファイル形式を 2003 用に変換したものをご用意ください。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。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．なお、ご不明の点は、メールで
takashim@kenroku.kanazawa-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 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、45 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

金沢大学角間キャンパス
〒920‑1192

人間社会第 1 講義棟

石川県金沢市角間町

（２）交通機関
金沢大学へのアクセスガイド
次の図をご覧いただき，大学までお越しください．

会場へのアクセス

1． 小松空港から市内経由金沢駅行きバスをご利用の場合：小松空港よりバスにご乗車し「香林坊」にて下車し
てください。その後，中央公園前の香林坊バス停から「金沢大学」行きバスに乗り，終点「金沢大学」にて

会場案内図

下車してください。
2． 小松空港からスーパー特急金沢駅行きバスをご利用の場合：小松空港よりバスにご乗車し，終点「金沢駅前」
にて下車してください。その後金沢駅東口３番乗り場発「金沢大学」行きバスに乗り，終点「金沢大学」に
て下車してください。
3． 金沢駅からバスをご利用の場合：２と同様に金沢駅東口３番乗り場発「金沢大学」行きバスに乗り，終点「金
沢大学」にて下車してください。
なお，金沢駅から終点「金沢大学」まで３４〜３７分程度かかります。また大会当日は土日のためバスの本
7 号館レストラン・
数があまり多くありません。あらかじめ下記
HP にてバスの時刻表をご確認ください。
懇親会会場

空港連絡バス（小松空港〜金沢駅）の時刻表： http://www.hokutetsu.co.jp/unko/airport/ku_sepoct01.htm
北鉄バスの路線・時刻表：http://www.hokutetsu.co.jp/htd_hp/timetable/rosen/0131_1_1_01.html

金沢大学(終点)

金沢大学中央

人間社会 1 号館
講義棟

赤線がバスのルートを表しています。「金沢大学中央」ではなく，終点「金沢大学」で下車してください。

会場案内
11 月 22 日（土）
理事会：人間社会２号館第１会議室
人間社会１号館講義棟
受付：２階通用口付近
発表会場：202, 203, 204, 206, 302, 313（教室）
招待講演会場：101（教室）
休憩室：201（教室）
懇親会会場：北福利施設（学生食堂）
11 月 23 日（日）
人間社会１号館講義棟
受付：２階通用口付近
発表会場： 202, 203, 204,206, 302, 313,（教室）
招待講演：101（教室）
休憩室・昼食室（二日目）：201 （教室）

2008年度日本応用経済学会秋季大会プログラム（金沢大学角間キャンパス）
＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分,ただし討論者二人の場合は１５分とする。＞

第１日

11月22日（土）

11：30〜
12：30〜13:50
セッション名
Chair

第１報告
Presenter

第２報告

13：50〜14：00
14：00〜16：00
セッション名

受付開始
受付場所： 1号館２階通用口
セッション1-2A（1号館202）
セッション1-3A（1号館204）
セッション1-4A（1号館206)
セッション1-1A（1号館203）
セッション1-5A（1号館302)
Ｅｎｇｌｉｓｈ ＳｅｓｓｉｏｎⅠ
ミクロ経済分析１
金融
環境分析１
地域政策１
Moriki Hosoe(Kyushu University)
座長 内藤徹（釧路公立大学）
座長 金尾敏寛（阪南大学）
座長 村田省三（長崎大学）
座長
内山敏典（九州産業大学）
"Weighted Least Squares in Econometric "The Core and Peripheral Patents in Patent Pools" 「金融政策とミクロ経済学的基礎：ブロックの組合せ 不確実性下における環境政策の国際協調について "Ecotourism Development and the Community
からの考察」
Damage Estimation".
Structure At the West Lake in Hangzhou"
Keunkwan Ryu (Seoul National University), 報告者

討論者 中泉拓也（関東学院大学）
Discussant Mitsuru Morita（Aoyama Gakuin
University)
境 和彦（久留米大学）
"The Dynamics of Self-Employment Over "The Organization of R&D and Environmental
Policy: Further Discussion"
the Life-Cycle: An Entry-Exit
Decomposition Analysis".
Presenter GiSeung Kim (Cheongju University),
報告者 大内田康徳（広島大学）・後藤大策（広島
大学）
Discussant Junmin Wan（Fukuoka Univeristy)
討論者 水野敬三（関西学院大学）
石井光（札幌学院大学）
セッション1-1B（1号館203）
Ｅｎｇｌｉｓｈ ＳｅｓｓｉｏｎⅡ
Mototsugu Fukushige(Osaka University)
Masahiro Yabuta(Chuo University)
"An Analysis on the Economic Effects of R&D
investments of IT/BT/NT/ET Industries in Korea
Using the Computable General Equilibrium Model".

16：20〜17：10

討論者 下田真也（九州大学）

討論者 柳瀬明彦（東北大学）藤田敏之（九州大 討論者 今泉博国 (福岡大学)
討論者 安岡匡也（北九州市立大学）
学）
"Entry Mode Choice and Host Country Welfare in a 「内陸地域における観光の経済波及効果と環境負荷"The Effect of Competition on Exit and Growth"
Mixed Duopoly"

「アジア通貨危機における不胎化の有効性」

報告者 薮田雅弘,張 せい, 中村光毅 (中央大学) 報告者 村田慶（九州大学）

報告者 本田達也(熊本学園大学）

報告者 韓麗華（名古屋大学）

報告者 伊佐良次（高崎経済大学）

報告者 堀勝彦（京都大学）

討論者 福重元嗣（大阪大学）

討論者 倉田洋（東北学院大学）

討論者 井田貴史（熊本県立大学）
有吉範敏（下関市立大学）

討論者 近藤 豊将(滋賀大学)

座長

セッション1-2B（1号館202）
労働経済
中村保（神戸大学）

座長

セッション1-3B（1号館204）
財政分析１
小川光（名古屋大学）

座長

セッション1-4B（1号館206）
環境分析２
今泉博国（福岡大学）

座長

セッション1-5B（1号館302）
産業組織１
成生達彦（京都大学）

「効率賃金仮説の分位点回帰分析：インドネシアの
事例」

"The Lottery Receipt"

「コンジョイント分析による時間割引率と社会的距離 "Network Structure of Video Game Software in
割引率の同時推定」
Japan: Some Empirical Results"

報告者

中村和敏（長崎県立大学）

報告者 万軍民（福岡大学）

討論者

新谷正彦（西南学院大学）

討論者 小川光(名古屋大学）
赤木博文（名城大学）
"Dynamic Analysis on Public Investment Policies
in an Endogenous Growth Model"

"Economic Assumptions and Choice of Functional
Forms: Comparison of Top Down and Bottom Up
Approaches"
Presenter Hang Keun Ryu (Chung Ang University),

報告者

山口雅生(大阪経済大学)

報告者 玉井寿樹（近畿大学

Discussant Masato Kagihara （Fukuoka University)

討論者

伊佐勝秀（西南学院大学）

討論者 安岡匡也（北九州大学）

"Employment and Earnings in the Self-employment
Sector"
Presenter Jaewoo Ryoo (Kookmin University and
National Assembly Research Service)
Discussant Shuqin Sun(Nagoya University)

"Capital-skill complementarity, labor mobility and
aggregate elasticity of substitution"
報告者 大住康之（兵庫県立大学）

「景気対策としての公共事業費―当初予算と補正
予算の役割分担―」
報告者 藤岡明房（立正大学）

討論者

討論者 近藤春生（西南学院大学）

Sung Tai Kim (Cheongju University) and
Kyeong Lyeob Cho (Korea Economic
Research Institute),
Discussant Akira Yakita(University of Tsukuba)

第５報告

報告者 前鶴政和（大阪経済法科大学）

報告者 柘植 隆宏（甲南大学）岸本充生（産業技
術総合研究所）竹内憲司（神戸大学）
伊藤伸幸（神戸大学）
討論者 薮田雅弘（中央大学）
依田高典（京都大学）
"Effects of international sharing of pollution
abatement burdens on income inequality between
countries"
報告者 平澤誠（中京大学）焼田 党（筑波大学）斎
藤 晃一（筑波大学）
討論者 伊ヶ崎大理（熊本学園大学）

Presenter

第４報告

報告者 青木 慎（中央大学）

＜休憩＞
Chair

第３報告

畔津 憲司（大阪体育大学）
山田誠治（神戸大学）

「正社員と非正社員の代替・補完の弾力性計測」

三宅伸治(西南学院大学)
浅田統一郎（中央大学）

招待講演
演題

報告者 大北健一（京都学園大学）
丸山雅祥 (神戸大学)
南川和充（南山大学）
討論者 中山雄二（大阪府立大学）

演題 「経済発展過程における金融制度の進化：戦前日本のケース」
講演者：岡崎哲二（東京大学）
18：30〜20：00

＜ 懇 親 会 ＞

会場： 北福利施設（学生食堂）

セッション1-6B（1号館313）
ゲーム分析
奥野正寛（東京大学）

「閉鎖社会の開放と慣習の変化」

報告者 吉田由寛（成蹊大学）

討論者 川上敏和（同志社大学）
「情報構造をもつn人囚人のジレンマにおける非協
力行動の進化的淘汰」

報告者 荒川潔(大妻女子大学)

報告者 西原宏（福岡大学）

討論者 内藤徹（釧路公立大学）

討論者 相模裕一（西南学院大学）

報告者 米田篤裕（中央大学）

「内生的ネットワーク分断リスク下における戦略的
ネットワーク形成の動学分析」
報告者 宇野木広樹（熊本学園大学）

報告者 堀宣昭（九州大学）

討論者 本間聡（九州産業大学）

討論者 今井晴雄（京都大学）

「リサイクル政策の資源循環に関する役割」

（会場：人間社会A101教室）

司会：奥野正寛（東京大学）

（会場：人間社会A101教室）

司会：前田隆（金沢大学）

「国際貿易と企業の異質性：Premia of the Happy Few」

招待講演

座長

「自動車ディーラーの空間的分布」

講演者：若杉隆平（京都大学）
17：15〜18：05

セッション1-6A（1号館313)
マクロ経済分析１
座長
大住圭介（九州大学）
「人的資本配分と内生的経済成長
−マクロ均衡動学による労働市場に関する理論的
分析−」

" Matching as Signaｌ"

討論者 玉井義浩（神奈川大学）
佐藤茂春（九州大学）

第2日

11月23日（日）

8：３0〜
9:00〜10：20
Chair

第１報告

受付開始
受付場所：14号館1階入口
セッショ2-1A（1号館203）
Ｅｎｇｌｉｓｈ ＳｅｓｓｉｏｎⅢ
Tamotsu Nakamura(Kobe Unversity)

"Government Expenditure and National Income in
Mexico: Keynes"
Presenter Alberto Iniguez (University of Tsukuba)
Discussant Mototsugu Fukushige(Osaka University)

第２報告

"The Empirical Analysis of Macroeconomic
Determinants of Education Outcome: The Case of
Some African Countries"
Presenter Diawara Barassou （Kyushu University)
Discussant Hideo Noda（Yamagata University)
Toyomu Masaki (Kanazawa University)

セッション2-3A（1号館204）
セッション2-2A（1号館202）
地域分析２
知的財産の経済分析
座長
是枝正啓（長崎大学）
座長
有吉範敏（下関市立大学）
「共有資源の管理システムに関する実証分析」 「知的財産権と協調問題」
報告者

古澤 慎一・木南莉莉（新潟大学）

座長

固定資産税について

報告者 内田秀昭（富山商船高等専門学校）

報告者 河野光男（筑波大学）

討論者 後藤大策（広島大学）
慶田收（熊本学園大学）
討論者
伊佐良次（高崎経済大学）
「地震災害による観光産業の被害と経済復興
"Are Research and Development Processes
〜能登半島地震および四川大地震の実態と問題〜」 Independent in the Pharmaceutical R&D?"
報告者
討論者

セッション2-4A（1号館206）
財政分析２
田中廣滋（中央大学）

討論者 前川俊一（明海大学）

座長

セッション2-5A（1号館302）
環境経済分析
焼田党（筑波大学）

越境汚染と不決定性
報告者 柳瀬明彦（東北大学）
討論者 須賀宣仁（北海道大学)

座長

セッション2-6A（1号館313）
産業組織２
石塚孔信（鹿児島大学）

音楽CDと音楽配信サービスの競合：垂直的差別化
モデルを用いた分析
報告者 中山雄二（大阪府立大学）
討論者 南川 和充（南山大学）
柳川範之（東京大学）
「電子商取引における不確実性とサーチ」

「地方分権下における地域間所得格差とソフト
な予算制約」

"Minimum wage legislation, illegal migration and
environment policy"
報告者 Shuqin Sun（Nagoya University）

報告者 永星浩一（福岡大学）

討論者 利光勉（関西学院大学）
岡村誠（広島大学）

討論者 春日教則（神戸大学）
江副憲昭（西南学院大学)

谷口仁士（名古屋工業大学 ）

報告者 宮重徹也（富山商船高専）、
藤井敦（北九州市立大学）

報告者

渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

討論者 中村豪（東京経済大学）

討論者 金崎 雅之 （九州産業大学）

大野正久（九州大学）

休憩

学 会 賞 授 賞 式

10：30〜10：50

（会場：人間社会101教室）

招待講演

（会場：人間社会101教室）

11:00-11:50

「知のルネサンスによる日本再生 ― 空間経済学の視点から ―」
講演者: 藤田昌久（甲南大学）
昼

13:00-15:00

セッション2-1B（1号館203）
ミクロ経済分析２
座長
細江守紀（九州大学）
「買収防衛的な第三者割当増資と買収プレミアム」

第３報告

第４報告

第５報告

司会 小出博之（名古屋学院大学）

報告者
飯島裕胤（弘前大学）
討論者
蟻川 靖浩（早稲田大学）
「汚職防止戦略と組織構造」

セッション2-4B（1号館206）
計量分析
座長
新谷正彦（西南学院大学）
"Size of economic activity and occurrence of fatal
Straffic accidents: a count panel data analysis on
Fukuoka prefecture in Japan"
報告者 加茂美雪（神戸大学）
報告者 秋山太郎（神戸大学）
報告者 北沢良継（九州産業大学）
討論者 荒井勝彦（熊本学園大学）
討論者 田中淳平（北九州市立大学）
討論者 藤井敦（北九州市立大学）
「日本企業のMBO-パフォーマンス・ガバナンス・事業 "Pension and Child Care Policies in an Endogenous "Cointegration Analysis in the Presence of
Deterministic Shifts"
戦略-」
Fertility"

セッション2-5B（1号館302）
環境政策３
座長
慶田收（熊本学園大学）
"Total-factor Energy Productivity of Regions in
Japan"
(with Hu, Jin-Li）
報告者 本間聡（九州産業大学）
討論者 山田光男(中京大学）
「再商品化率基準の経済分析」

報告者 赤石秀之(法政大学）

報告者 池下研一郎（金沢大学）

討論者 福山博文（鹿児島大学)
李 態妍（龍谷大学）

討論者 片桐昭司（県立広島大学）
関根順一（九州産業大学）

報告者

佐藤秀樹（九州産業大学）

報告者

齋藤隆志・川本真哉（早稲田大学）

堀宣昭（九州大学）
池田康弘（熊本大学）

討論者

松本守（九州産業大学）

討論者

"Owner Objectives and Revenue Sharing in Team
Sports"
報告者
平井秀明（中央大学）
討論者
渡辺淳一（福岡大学）

食（１号館201教室）

セッション2-2B（1号館202）
セッション2-3B（1号館204）
日本経済
マクロ経済分析２
座長
柳川範之（東京大学）
座長
板倉理友（日本文理大学）
「日本の産業構造の推移の概観―ベッカーの使用者 "A Macroeconomic Theory of Technology
差別仮説を指標にした動向の把握―」
Adoption: A Dynamic Vintage Model"

"The change in corporate board structures:
Evidence from Japan"
報告者 内田交謹（九州大学）
討論者 飯島裕胤（弘前大学）

報告者 安岡匡也（北九州市立大学）後藤尚久（北 報告者 栗田高光（福岡大学）
九州市立大学)
討論者 松尾 美紀（京都大学）
討論者 山田宏（広島大学)
大森達也（三重中京大学）
「期待形成の誤りが景気循環に与える影響」
報告者 溜川健一・福田 慎（明治大学）
室和伸（姫路獨協大学）
討論者

セッション２−６Ｂ（1号館313）
途上国経済分析
座長
前田純一（広島修道大学）
「ハリス・トダロ型経済におけるインフォーマル部門
の存在と賃金補助金政策の効果について」
報告者 中村 明（埼玉大学）
討論者 李 友炯（九州工業大学）
「海外直接投資，知的財産保護およびイノベーショ
ン」

「ブートストラップ法による不平等尺度の仮説検定」 「中山間地域直接支払い制度の経済的効果につい 「中国地域経済成長における経済政策の役割」
て」
報告者 森田充（青山学院大学）
報告
西村譲二（金沢大学）
報告者 趙 狄（名古屋市立大学）
討論者 各務和彦（千葉大学）
討論者 仁部新一（九州共立大学）
討論者 畦津憲司（大阪体育大学）

