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2008 年度日本応用経済学会春季大会のご案内 

 

 

拝啓 
 

 青葉繁れる好季節を迎え、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 年度春季大会を、同封の大会プログラムにあります

ように 2008 年 6 月 7 日（土）、8 日（日）の両日にわたり、熊本学園大学にて開催いた

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 6 月 7 日（土）18 時 20 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。 
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会場等のご案内 
 

1. 受付について 

「14 号館入口 1 階ホール」にて、6 月 7 日（土）は 11 時 30 分から、6 月 8 日（日）は

午前 8 時 00 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。市中心部周

辺にホテルはございます。中心部から会場の熊本学園大学までは車で 10 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 

昼食の予約等はとくに用意しておりませんので，各自で対応をお願いいたします。7
日（土曜日）は，学園大学の 7 号館レストラン（学食），正門前のレストラン・ファー

ストフード店街，隣接の県立劇場のレストラン等をご利用ください。8 日（日曜日）は，

7 号館レストランは閉まりますが，県立劇場や正門前のレストラン街等がご利用できま

す。なお，学園大学では，このほかにコンビニのローソンが利用できます。土，日の営

業時間は午前 8 時から午後 10 時までです。 
 

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 のみで，Office2003 が対応

しています．オフィス 2007 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 keida@kumagaku.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 熊本学園大学 14 号館 

      〒862-8680 熊本県熊本市大江 2丁目 5番 1号   

（２）交通機関 

熊本学園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 

 

 

 

会場案内図 

1． 阿蘇くまもと空港からの場合：空港より「空港リムジンバス」にてバス停「味噌天神」までご利用ください．「味噌天神」

より徒歩約 15 分です． 

2． 都市高速バスの場合：バス停「味噌天神」にて下車してください．「味噌天神」より徒歩約 15 分です． 

3． JR で福岡，鹿児島方面からの場合：熊本駅にて豊肥線に乗り換え水前寺駅までお越しください．水前寺駅北口から熊本学

園大学まで徒歩 10 分です．水前寺駅北口からバス路線「城西校北 (県立劇場・NTT 病院・交通センター 経由)」がありま

す．1 時間に 2 本程度のバスがありますが，時間帯によってはありません． 

もし JR 熊本駅で下車の場合には，熊本駅前の「熊本駅前」バス停から熊本市営バスの「第一環状 (大学病院･大江渡鹿 経

由)」または「中央環状 (大学病院・大江渡鹿・県立劇場 経由)」をご利用ください，第一環状線の場合にはバス停「大江

渡鹿（おおえとろく）」で下車，中央環状の場合にはバス停「学園大前」で下車してください．1 時間に３～５本のバスが

あります．なお，「大江渡鹿」から学園大学まで徒歩約 5 分です． 

空港リムジンバスの時刻表については，産交バス総合案内のホームページ http://www.kyusanko.co.jp/sankobus/index.php 

熊本市営バスの路線・時刻表については，熊本市交通局のホームページ http://www.kotsu-kumamoto.jp/をご覧ください． 



 

 

 

 

 

 

会場案内 

６月７日（土） 

  理事会：本館３階特別会議室 

  14 号館 

   受付：14 号館 1 階入口ホール 

発表会場：1411，1421，1422，1431，1432，第 5 会議室，145H(講義室) 

   招待講演会場：高橋守雄記念ホール： 

   お茶等：2 階ギャラリー 

   休憩室：2 階地域連携課室，3 階第 4 会議室 

   懇親会会場：7 号館レストラン（学食） 

 

7 号館レストラン・

懇親会会場 



 ６月８日（日） 

  14 号館 

   受付：14 号館 1 階入口ホール 

発表会場：1411，1421，1422，1431，1432，第 5 会議室，145H(講義室) 

   推奨講演：1411，1421 

   お茶等：2 階ギャラリー 

   休憩室：2 階地域連携課室，3 階第 4 会議室 

 総会：高橋守雄記念ホール 

   新理事会：14 号館第 5 会議室 

 

 

 14 号館 1 階～3 階，5 階の見取り図 

 



第１日 注：一部調整中のものがあります。

11：30～ 受付開始

12：20～13:50
セッション名

Chair Moriki Hosoe(Kyushu University) 座長 馬男木三生（日本文理大学） 座長 内山敏典（九州産業大学） 座長 板倉理友（日本文理大学） 座長 有吉範敏（下関市立大学） 座長 時政 昮（広島修道大学）

第１報告

Presen. Joung-Yoo Kim(Kyung Hee University) 報告者 秋山太郎(神戸大学) 報告者 野田英雄(山形大学）
姜興起(帯広畜産大学)

報告者 浦川邦夫（九州大学） 報告者 坂本　博（国際東アジア研究センター）　 報告者 伊勢公人(中央大学)

Discuss. Kotaro Uchino(Seikei  University)
Kim, See-Won
(Chonnam National University)

討論者 大住康之（兵庫県立大学）
大住圭介（九州大学）

討論者 林田　実(北九州市立大学)
横山佳充（香川大学）

討論者 福重元嗣（大阪大学）
万　軍民（福岡大学）

討論者 渋澤博幸（豊橋技術科学大学） 討論者 松波淳也（法政大学）

第２報告

Presen. Yasuhiro Ikeda(Kumamoto University) 報告者 青木　慎（中央大学） 報告者 竹中康治（日本大学） 報告者 長見純一（中小企業金融公庫）
小川　光（名古屋大学）

報告者 伊佐勝秀（西南学院大学） 報告者 福山博文（鹿児島大学）
伊ヶ崎大理（熊本学園大学）

Discuss. Joung-Yoo Kim(Kyung Hee University) 討論者 工藤　健（長崎大学）
田中淳平（北九州市立大学）

討論者 譚　康融（久留米大学）
福井昭吾（鹿児島国際大学）

討論者 貝山道博（山形大学） 討論者 中谷孝久（徳山大学）
荒井勝彦（熊本学園大学）

討論者 坂田祐輔（近畿大学）

13：50～14：00
14：00～16：10
セッション名 応用ミクロ経済分析

Chair Ｍasahiro Yabuta(Chuo　University） 座長 前田　隆（金沢大学） 座長 堀江康煕（九州大学） 座長 村田省三（長崎大学） 座長 秋本耕二（久留米大学） 座長 今泉博国（福岡大学）

第３報告

Presen. Takashi-Sato(shimonoseki city university) 報告者 池下研一郎(金沢大学) 報告者 大野　裕之（東洋大学）
林田　実（北九州市立大学）

報告者 柳川範之（東京大学）
大木良子（東京大学）

報告者 永星浩一（福岡大学） 報告者 南部和香（明治大学）

Discuss. Tamotsu Nakamura(Kobe University) 討論者 焼田　党(筑波大学）
野田英雄(山形大学）

討論者 内田交謹（九州大学）
秋山　優（九州産業大学）

討論者 細江守紀（九州大学） 討論者 大山佳三（熊本学園大学） 討論者 福山博文（鹿児島大学）

第４報告

Presen. Yang Jian( Renmin University of  China) 報告者 紀国　洋(立命館大学） 報告者　 山本　俊（青森公立大学） 報告者 北村　紘（大阪大学） 報告者 曹　雲珍（明海大学） 報告者 内田　晋（筑波大学）
氷鉋揚四郎（筑波大学）

Discuss.  Lee, Su-Yol(Chonnam National university) 討論者 中泉拓也(関東学院大学） 討論者 阿萬弘之（長崎大学）
下田真也（九州大学）

討論者 水野敬三（関西学院大学） 討論者 慶田收（熊本学園大学）
佐藤茂春（九州大学）

討論者 前鶴政和（大阪経済法科大学）

第５報告

Presen. Lee Woohyung（Kyushu Institute of
technology）

報告者 青木玲子（一橋大学） 報告者 朴　哲洙（熊本学園大学） 報告者 高山健志(大阪大学) 報告者 境　和彦（久留米大学） 報告者 田家邦明(中央大学)

Discuss. Yuzuru Miyata
(Toyohashi university of Technology )

Yoshinobu Ishiduka（Kagoshima University)

討論者 福川信也（長崎県立大学）
柳川範之(東京大学）

討論者 深浦厚之（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 大倉真人(長崎大学）
後藤剛史（南山大学）

討論者 柘植隆宏(甲南大学)

司会：大住圭介（九州大学）

演題

司会：松波淳也（法政大学）

演題

18：20～20：00 　

　「ごみの分別行動とリサイクルの経済分析」

「ネットオークションと買い回り行動」

セッション1-6B(14号館第５会議室)

６月7日（土）

環境分析Ⅰ
セッション1-1A（14号館1411教室） セッション1-2A（14号館1421教室）

Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＳｅssｉｏｎⅠ マクロ経済分析Ⅰ 計量分析
セッション1-5A(14号館1432教室)

受付場所：　受付場所：　14号館1階入口

「産業組織論への時系列分析手法の応用ーわが国
航空輸送産業における推測的変動の推定」

「構造変化を考慮した都道府県別生産関数の統計
解析―ベイズ型統計モデルによるアプローチ―」

"On potential biases in the measurement of
mobility"

 "Endogenous Internet Structure and Bargaining
Power in Interconnection Agreements"

"Non-productive land demand and Economic
Stability"

セッション1-6A((14号館第5会議室)セッション1-4A(14号館1431教室)
公共経済Ⅰ

"Partial Coordination in Local Debt Policies"

「誘発的技術革新の要因分析－再生可能エネル
ギー技術を事例として－」

セッション1-3A（14号館1422教室）
日本経済

セッション1-1B（ 14号館1411教室） セッション1-3B（14号館1422教室）セッション1-2B（ 14号館1421教室） セッション1-4B(　14号館1431教室) セッション1-5B(14号館1432教室)

"Marginal commodity tax reforms in Japan and
Korea"

「生産性の不確実性と日本経済：CGEモデルによ
るモンテカルロ実験」

"A Civil Litigation as a Contest with Delegation"

環境分析Ⅱ

「地方森林環境税が緑の募金―公共財の私的供
給―に及ぼす影響」

"Collective Rights Organizations and Investment
in R&D"

 "Patent Pools and the Allocation Rule"
（with T. Okawa, M. Okamura）

「住宅流通市場のシステムに関する国際比較
～売り手、買い手と仲介業者の契約を中心として
～」

「銀行預金決定におけるリテール要因分析」

「配当課税が家計の株式投資行動に与える影響～
『証券貯蓄に関する全国調査』個票データにもとづく
実証分析～」

「資本市場統合の法経済的影響：韓国の資本統合
を中心に」

「粘着的な価格・賃金モデルにおける政府と独立
的な中央銀行の経済安定化」

「建築確認業務の民間開放と責任配分問題」

ミクロ経済分析

＜休憩＞

"Exclusive dealing contracts and potential entry
threats"

「バーゼル条約修正案の政策効果」

「政府の情報構造とアカウンタビリティ」

"Altruism, Liquidity Constraint, and Education
Investment" (with Ihori, T. and K. Kamada)

"Intellectual Property Rights and Foreign Direct
Investment in an Endogenous Growth Model"

知的財産の経済分析 金融経済Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＳｅｓｓｉｏｎⅡ

＜　懇　親　会　＞

16：20～17：10

17：15～18：05

"Optimal provision of environmental facilities"

"The Unificatoin of  Marketing,Production,Finance
,Strategy:　A　Micro-economics　Prospection"

「習熟効果と環境価値を考慮した住宅用太陽光発
電の普及促進政策」

"Exclusionary Vertical Contracts with Multiple
Entrants"

招待講演（14号館高橋守雄記念ホール） 

招待講演（14号館高橋守雄記念ホール）  

2008年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　

会場：7号館レストラン(学食）

「連続時間モデルにおける均衡の不決定性について」　

「 静 脈 経 済 分 析 の 基 本 問 題  」
講演者：細田衛士（慶応義塾大学）

講演者：西村和雄（京都大学）

＜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2日

8：00～ 受付開始
受付場所：14号館1階入口

8:40～10:05

セッション名

Chair Keisuke Ohsumi（Kyushu University） 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 是枝正啓（長崎大学） 座長 永星浩一（福岡大学） 座長 荒井勝彦(熊本学園大学) 座長 北原真木（九州共立大学）

第一報告

Presen. Kong-Pin　Chen（Academia Sinica，Taipei） 報告者 羅　州夢（Chonnam National University) 報告者 中村　明（埼玉大学） 報告者 下山　朗（釧路公立大学） 報告者 池田剛士（神戸国際大学） 報告者 朴　哲洙（熊本学園大学） 報告者 杉本良平（明治大学）
Discuss. Isao Miura（Kyushu University) 討論者 李 友炯（九州工業大学） 討論者 利光　強（関西学院大学) 討論者 近藤春生（西南学院大学） 討論者 水野敬三（関西学院大学） 討論者 福沢勝彦（長崎大学） 討論者 室　和伸（姫路獨協大学）

第二報告

Presen. Hiroyuki Shibusawa（Toyohashi university
of Tecchnology)

報告者 吉田祐司（九州産業大学） 報告者　 古沢泰治（一橋大学） 報告者 高口鉄平（九州大学） 報告者 丸山雅祥（神戸大学）
大北健一(京都学園大学)

報告者 安川文朗（熊本大学） 報告者 松尾美紀(京都大学)

Discuss. Kazuhiro Sakurai(Ocean Policy Research
Foundation）

討論者  金　栄緑（熊本学園大学） 討論者 佐藤泰裕（大阪大学）
須賀宣仁（北海道大学）

討論者 竹中康治（日本大学） 討論者 成生達彦（京都大学） 討論者 伊佐勝秀（西南学院大学） 討論者 伊ヶ崎大理（熊本学園大学）

10: 05～10 : 15

10：15～11：40

座長 秋山優（九州大学) 座長 黒田　誼（九州産業大学） 座長 片桐昭司（県立広島大学） 座長　 緒方　隆（九州国際大学） 座長 赤羽根靖雅（福岡大学) 座長 江副憲昭（西南学院大学）

第三報告

報告者 野方大輔・内田交謹・（九州大学） 報告者  金　栄緑（熊本学園大学） 報告者 安岡匡也(北九州市立大学) 報告者 赤石秀之（法政大学） 報告者 内藤　徹（釧路公立大学） 報告者 宇野木広樹(熊本学園大学)

討論者 飯島裕胤（弘前大学）
野崎竜太郎(保健医療経営大学）

討論者 大坂仁（九州大学）
吉田祐司（九州産業大学）

討論者 坂上智哉(熊本学園大学) 討論者 小出秀雄（西南学院大学）
後藤大策（広島大学）

討論者 佐藤　隆（下関市立大学） 討論者 三上和彦（甲南大学)

第四報告

報告者 阿萬弘之（長崎大学） 報告者 瀧井貞之（国際東アジア研究センター） 報告者 前田純一(広島修道大学) 報告者 大内田康徳（広島大学） 報告者 佐藤茂春（九州大学） 報告者 川崎晃央（九州大学）
討論者 福重元嗣（大阪大学） 討論者 山田光男（中京大学） 討論者 大森達也（三重中京大学） 討論者 藤田康範（慶応義塾大学） 討論者 小川光（名古屋大学）

佐藤秀樹（九州産業大学）
討論者 岡村誠（広島大学）

荒川潔（大妻女子大学）

11：50～12：35

演題 演題

12：40～13：25

演題 演題

１３：25－１４：15

１４：15－１5：0０

１５：1０－１５：４０ 新理事会(14号館第5会議室）

　　　　　　　　　　　　昼食

"Endogenous Occupational Choice and Economic
Development"(with Y. Kiuchi）

公共経済Ⅱマクロ経済分析Ⅲ  

"Direct versus Indirect Environmental Regulation
in the Partially Privatized Mixed Duopoly" (with
Hikaru Ogawa)

「拡大生産者責任における引取要求制度の経済
分析」

環境分析Ⅲ

「公 共 中 間 財 と 国 際 貿 易 」

"Do FDI Spillovers Vary Among Home
Economies?: Evidence from Indonesian
Manufacturing"

セッション2-6A(14号館第５会議室)

「警察サービスのスピルオーバー効果」

セッション2-4A(　14号館1431教室)

"Industrial Differences in Labor Inputs and Wage
Adjustments：　 Evidences from Japanese
Industries"

労働経済English Session III 地域・貿易分析
セッション2-2A（14号館1421教室）

６月８日（日）

セッショ2-1A（（14号館1411教室）

"A Dynamic Model of Auctions with Buy-Out"

セッション2-2B（14号館1421教室）

"A Factor-Proportions Theory of Endogenous Firm
Heterogeneity"(with Hitoshi Sato)

"Intra-Industry Trade between Korea and Japan:
Vertica Intra-Industry Trade or Intra-Firm Trade"

「潜在看護職の復職を促す要因～求職データによ
る分析と制度的課題～」

"Platform Strategy of Video Game Software in
Japan, 1984-1994: Theory and Evidence"

”Effects of Technical Spillover by R&D Investment
on the Manufacturing Industry"（仮）

「ハリス・トダロ型経済における賃金補助金の経済
効果」

"Third-degree Price Discrimination, Quality
Choice, and Welfare: A Monopoly Case"

ミクロ計量分析国際経済分析
セッション2-5A(14号館1432教室)セッション2-3A（（14号館1422教室）

"Regulation and firm behavior : Evidence from
mergers and acquisitions in Japan "

"The firm-specific volatility of stock returns,
credibility of management forecasts, and media
coverage: evidence Japanese firms"

「地域貿易協定と産業内貿易」（仮）

企業分析 貿易・投資分析

"Disaster and Spatial Economy : The Dynamic
Spatial CGE Approach"

休憩

セッション2-4B（14号館1431教室）

「総合電機メーカーにおける提携に関する実証分
析」

司会者：須賀宣仁（北海道大学）

セッション２－６Ｂ（14号館第５会議室）

流通分析２ マクロ経済分析Ⅱ

「上流・下流産業における排出権制度の経済分
析」

「日本におけるリアルビジネスサイクル理論のカリ
ブレーションに関しての一考察」

"Characterization of Equilibrium Paths in a
Two-Sector Economy with CES Production
Functions and Sector-Specific Externality"
(with K. Nishimura, T. Sakagami, A. Venditti)

推薦講演(会場：14号館1411教室）

「逆S字型労働供給曲線：理論とその応用可能性」

講演者：中村保（神戸大学）

セッション2-1B（14号館1411教室） セッション2-5B（14号館1432教室）

推薦講演(会場：14号館1411教室） 司会者：焼田　党（筑波大学）

「ポートフォリオ選択アプローチによる社会保障シス
テムの分析」

「政治家の政策決定と官僚制の経済分析」 "Network effects and hub location in the
monopoly airline market"

「内生的ネットワーク分断リスク下におけるネット
ワーク形成の最適規模」

ネットワーク経済分析
セッション2-3B（14号館1422教室）

総会(会場：（14号館高橋守雄記念ホール）)

セッション2－７A(１４号館１４５H教室）

講演者：前川俊一(明海大学）　　　　　　　

司会者：高見博之（大分大学）

司会者：藪田雅弘（中央大学）

「不完備な市場における各主体の市場選択ーサーチかオークションかー」　　

推薦講演(会場：14号館1421教室)
「集積の経済の実証分析：日本と東アジアのケース」

推薦講演（会場：14号館1421教室）
講演者：徳永澄憲（筑波大学）

講演者：多和田眞（名古屋大学）




