2009 年 10 月 27 日
各

位
2009 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長
神戸大学

中村 保

2009 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 2009 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 2009 年 11 月 22 日（日）、23 日（月･休日）の両日にわたり、神戸大学六甲台キ
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」及び「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（日） 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
六甲台本館玄関ホールにて、11 月 22 日（日）は 11 時 30 分から、11 月 23 日（月・休
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。神戸・三宮
及び元町駅周辺に多くのホテルがございます。三宮駅から会場の神戸大学六甲台キャ
ンパスまでは公共交通機関（電車及びバス）で 30 分から 40 分程度です。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
22 日（日）・23 日（月・休日）の両日とも学生食堂が利用できず、また付近にレス
トラン、食堂がありません。23 日についてのみメールにてお弁当のご予約を承ります
ので是非ご利用ください。弁当代は 1,000 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 1 ７ 日 （ 火 ） ま で に 学 会 事 務 局 メ ー ル ア ド レ ス
（jaaeapl@gmail.com）で事務局にお申し込みください。ご弁当は休憩室（２１２号室）
で配布いたします。

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，
Office2003 が対応しています．一部のパソコンは Office2007 にも対応していま
すが、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。

（2）

配布論文やレジメなどは、各自で 20 部程度ご用意ください。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。

会場へのアクセス方法ならびに交通機関
（１）会場

神戸大学六甲台キャンパス
〒657‑8501

本館

兵庫県神戸市灘区六甲台町２−１

（２）交通機関
神戸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
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■ 最寄り駅から六甲台キャンパスへ
阪神「御影」駅、JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅から神戸市バスがあります。乗車するバス系
統、停留所は目的地により異なります。キャンパスマップをごらん下さい。
■ 最寄り駅から
徒歩
阪急「六甲」駅から約 15〜20 分

バス
阪神「御影」駅、JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅から、神戸市バス 36 系統鶴甲団地行、鶴甲 2
丁目止まり行き乗車「神大正門前」下車

タクシー
阪神「御影」駅より約 15〜20 分、JR「六甲道」駅より約 10〜15 分
阪急「六甲」駅より約 5〜10 分

会場案内
11 月 22 日（日）
理事会：六甲台第Ⅲ学舎１階会議室
六甲台本館
受付：１階玄関ホール
発表会場：2 階：208, 210, 230, ３階：310, 320, 324（教室）
招待講演会場：１階 102 教室
休憩室：２階 大会議室、212 教室
懇親会会場：レストラン「さくら」（アカデミア館３階）

11 月 23 日（日）
六甲台本館
受付：１階玄関ホール
発表会場：2 階：208, 210, 230, ３階：310, 320, 324（教室）
学会賞授与式会場：1 階 102 教室
招待講演会場：1 階 102 教室
休憩室：２階 大会議室、212 教室

2009年度日本応用経済学会秋季大会プログラム（神戸大学）
＜報告時間30分、討論時間10分（フロアからの質疑を含めて）＞

第１日

11月22日（日）

10：00〜
11：30〜

理事会 第Ⅲ学舎会議室（一階）
受付開始
受付場所： 本館玄関ホール
12：30〜13：50
セッション1-1A (230号教室)
Ｅｎｇｌｉｓｈ ＳｅｓｓｉｏｎⅠ
セッション名
Chair
Keisuke Osumi (Kyushu University)
Subjective Model Selection Rules versus Passive
第１報告 Model Selection Rules
Presenter

Hang Keun Ryu (Chung-Ang University)

Discussant Hiroyuki Motomura
(Nippon Bunri University)

第２報告

Regional heterogeneity in intranational and
international trade

セッション1-3A (208号教室)
セッション1-4A (324号教室)
セッション1-2A (210号教室)
国際貿易分析
金融経済・ファイナンス分析
環境分析１
座長
石塚孔信（鹿児島大学）
座長
堀 宣昭（九州大学）
座長
田中廣滋（中央大学）
「輸出国家貿易企業の市場支配力に関する数量経 「機関投資家による企業モニタリングの可能性と会 「Truncated count data modelを用いたレクリエー
済分析−小麦貿易を事例として−」
計報告の役割」
ション便益の実証分析」

セッション1-5A (320号教室)
計量分析
座長
内山敏典（九州産業大学）
「北九州市を舞台としたマクロ計量モデルの開発」

報告者 外園智史（九州大学）
前田幸嗣（九州大学)
討論者 亀山 宏（香川大学）

Kyoko Hirose （Kyushu Sangyo University） 報告者 持田 亮（九州大学）
前田幸嗣（九州大学）
Yushi Yoshida （Kyushu Sangyo
University）
Discussant Makoto Tawada （Nagoya University)
討論者 狩野秀之(宮崎大学）

13：50〜14：00
14：00〜16：00
セッション名

第３報告

報告者 野原克仁（東北大学）

報告者 坂本 博（国際東アジア研究センター）

報告者 松岡佑治（神戸大学）

討論者 赤羽根靖雅（福岡大学）

討論者 斉藤 崇（杏林大学）

討論者 鈴木雅勝(名古屋市立大学)

討論者 大川良文（滋賀大学）

Discussant Hiroyuki Ono(Toyo University)
The Optimality of Indirect Taxes

第４報告

座長

報告者 北沢良継（九州産業大学 ）

報告者 福山博文（鹿児島大学）

討論者 藤井 敦（北九州市立大学）

討論者 大東一郎（東北大学）

（大会議室、212教室）

セッション1-3B (208号教室)
財政分析
小川 光（名古屋大学）

Who should decide a corporation tax rate ?

座長

セッション1-4B (324号教室)
マクロ経済分析１
板倉理友（日本文理大学）

座長

セッション1-5B (320号教室)
産業組織分析１
大川隆夫（立命館大学）

「所得再分配政策と経済成長」

「メタヒューリスティックスによる効率的なペア安定
ネットワークの形成」

"Agglomeration Effect and Tax Competition in the
Metropolitan Area"
報告者 Lee Woohyung (Kyushu Institute of
Technology) Byeongho Cheo (Pusan
National University)
討論者 片桐昭司（県立広島大学）

報告者 大野正久（九州大学）
川崎晃央（鹿児島大学）

報告者 村田 慶（九州大学）

討論者 江口 潜（新潟産業大学）

討論者 川地啓介（三重大学）

討論者 中村 保（神戸大学）

報告者 井上寛規(熊本学園大学)
加藤康彦（熊本学園大学）
坂上智哉（熊本学園大学）
討論者 松林伸生（慶応義塾大学）

Welfare Cost of Business Cycle under Analytical
Real Business Cycle Model

Corporate Environmentalism in Dynamic
Oligopoly

The sources of income inequality in China: a
perspective from human capital

報告者 近藤春生（西南学院大学）

報告者 増田宗人（日本銀行）

報告者 柳瀬明彦（東北大学）

報告者 大坂 仁（九州大学）

討論者 森田 充（青山学院大学）

討論者 金子昭彦（東京工業大学）

討論者 藤田敏之（九州大学）

討論者 岑 智偉(京都産業大学)

Reputation Management and Seniority Systems in 「地方財政運営の時系列分析」
Firms

Hiroaki Fujimoto and Junmin Wan (Fukuoka 報告者 安藤至大（日本大学）
University)
Discussant Tatsuya Omori (Mie Chukyo University)
討論者 友田康信（京都大学）

「配当課税と家計の株式投資行動〜『証券貯蓄に 「教育選択と人的資本形成：地域性を考慮して」
関する全国調査』個票データにもとづく多年度分析
〜」
報告者 大野裕之（東洋大学）
報告者 渡邉 稔（神戸大学）
林田 実（北九州市立大学）
討論者 前川聡子（関西大学）
討論者 坂上智哉（熊本学園大学）

Does Residential Investment Lead Output?

第５報告
Jaihyun Nahm (Kookmin University)

Discussant Shunichi Maekawa(Meikai University)

招待講演

（会場：１０２教室）

演題

「複占企業による第3級の価格差別と垂直的製品差 Market Share and Exchange Rate Pass-through:
Competition among Exporters of the Same
別化」
Nationality
報告者 池田剛士（神戸国際大学）
報告者 吉田裕司（九州産業大学）
討論者 山根智仁(大阪商業大学)

司会：中村 保（神戸大学）

「マクロ経済学における動学的最適契約理論の可能性について」
講演者： 齊藤 誠（一橋大学）

17：15〜18：05

招待講演

（会場：１０２教室）

演題
18：30〜20：00

座長

セッション1-6B (310号教室)
国際経済分析２
山田光男（中京大学）

報告者 吉田由寛（成蹊大学）

Presenter

Presenter

報告者 中村光毅（中央大学）

討論者 船岡健太(財団法人日本証券経済研究所) 討論者 松波淳也(法政大学)

＜ 休 憩 ＞

Byeongseon Seo (Korea University)

「エコツーリズム発展におけるコミュニティ参加のあ A negative binomial model and moment conditions 「ハリス＝トダロ・モデルにおける途上国のリサイク
for count panel data
ル事業と失業」
り方 ―計画と遂行過程におけるコミュニティのコ
ミットメントをめぐって―」

報告者 川本真哉（早稲田大学）
齋藤隆志（早稲田大学）

セッション1-2B (210号教室)
セッション1-1B (230号教室)
Ｅｎｇｌｉｓｈ ＳｅｓｓｉｏｎⅡ
ミクロ経済分析１
Chair
Masaharu Nagashima (Saitama University) 座長
奥野（藤原）正寛（東京大学）
Mototsugu Fukushige (Osaka University)
Asymmetric Dividend Smoothing in the Aggregate
「権限委譲を通したクールノー競争のベルトラン競
Stock Market
争への収束」
Presenter

16：20〜17：10

報告者 林川美由樹（長崎大学）

「不完全競争下の国際資源貿易モデル―林産物を 「MBOによる事業売却と株式市場の評価」
事例として―」

Presenter

セッション1-6A (310号教室)
国際経済分析１
座長
内藤 徹（釧路公立大学）
Time Zones, Shift Working and International
Outsourcing

「金融危機後の世界経済」
講演者： 伊藤 元重（東京大学）
＜ 懇 親 会 ＞

会場：レストラン「さくら」

司会：細江守紀（熊本学園大学）

討論者 岩壷健太郎（神戸大学）

第2日

11月23日（月）勤労感謝の日

8：30〜

受付開始
受付場所：本館玄関ホール
セッショ2-1A (230号教室)
Ｅｎｇｌｉｓｈ ＳｅｓｓｉｏｎⅢ
Chair
Takashi Maeda (Kanazawa University)
The Impact of ODA on Foreign Direct Investment
Inflows and Economic Growth: The Case of the Lao
PDR
Presenter Vatthanamixay CHANSOMPHOU
(Hiroshima University)
Discussant Sadayuki Takii （ The International Center
for the Study of East Asian Development）
The Lottery Receipt's Effect on Tax Declaration in
Urban China

9:00〜10：20

第１報告

第２報告

Presenter

Junmin Wan (Fukuoka University)

セッション2-2A （210号教室)
産業組織分析２
座長
柳川範之（東京大学）
Franchise Fees and Royalties: Theory and
Empirical Results

セッション2-3A (208号教室)
ミクロ経済分析２
座長
是枝正啓（長崎大学）
「動学的寡占市場における最適戦略」

セッション2-4A (324号教室)
セッション2-5A (320号教室)
医療経済学
国際経済分析３
座長
赤木博文（名城大学）
座長
利光強（関西学院大学）
How do people choose their primary care doctor ? A Theory of Innovation through North-South
: an empirical research for Kanto area in Japan
Collaboration and Wage Inequality

セッション2-6A (310号教室)
地域・都市分析
座長
三浦功（九州大学）
Heterogeneity in communication externalities and
the patterns of agglomeration

報告者 山下 悠（神戸大学）
丸山雅祥（神戸大学）
討論者 David Joseph Flath(大阪大学)

報告者 入江雅仁（福岡大学）

報告者 石川路子（近畿大学）

報告者 古川雄一（中京大学）

報告者 岡本亮介（政策研究大学院大学）
討論者 須賀宣仁（北海道大学）

討論者 前鶴政和（大阪経済法科大学）

討論者 両角良子（富山大学）

討論者 池下研一郎（金沢大学)

Relationship-Specific Investment as A Barrier to
Entry

「ネット・オークションにおける情報と入札行動」

Cost efficieny of Japanese public hospitals: Input
distance approach

「企業間労働移動に伴うスピルオーバー効果と多国 「情報共有コストのある共同体規制下の集団構成に
籍企業と現地企業のR&D活動」
ついて」

報告者 北村 紘（大阪大学）

報告者 永星浩一（福岡大学）

報告者 藤井 敦（北九州市立大学）

報告者 大川良文（滋賀大学）

報告者 川上敏和（同志社大学）
阿部高樹（福島大学）

討論者 中山雄司（大阪府立大学）

討論者 北沢良継（九州産業大学）

討論者 菅田 一（関西大学）

討論者 吉田由寛（成蹊大学）

Discussant Hiroshi Sakamoto(The International Center 討論者 石井 光（札幌学院大学）
for the Study of East Asian Development)

学 会 賞 授 賞 式

10：30〜11：00
11：05〜11：55

（会場：１０２教室）

招待講演

（会場：１０２教室）

演題

司会：柳川範之（東京大学）

"Nonrecourse Financing, Maturity Mismatch and Liquidity Support"
講演者： 小佐野 広（京都大学）

12：00〜12：50

招待講演

（会場：１０２教室）

演題

講演者： 鈴木 宣弘（東京大学）
昼 食

12：50〜13：50
13：50〜15：50

第３報告

セッション2-1B(230号教室)
セッション2-2B(210号教室)
セッション2-3B(208号教室)
日本経済分析
マクロ経済分析２
地域分析
座長
座長
木原隆司（アジア開発銀行研究所）
座長
小葉武史（神戸大学）
焼田 党（名古屋市立大学）
「日本の防衛支出の決定要因―ADLモデルによる実証 「従業員重視のコーポレートレートガバナンスはどの 「利他的個人と社会保障制度の経済分析」
ような場合に有効か？- 関係的ガバナンスの観点
分析―」
から-」
報告者
安藤詩緒（明治大学）
報告者 萩原史朗
報告者 久保和華（宮崎公立大学）

討論者
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司会：前田幸嗣（九州大学）

「「食料危機」の誤解と経済学への期待 」

深谷庄一（防衛大学校）

討論者 飯島裕胤（弘前大学）

討論者 前田純一（広島修道大学）

セッション2-4B(324号教室)
セッション2-5B(320号教室)
環境分析２
労働・雇用分析
座長
今泉博国（福岡大学）
座長
福澤勝彦（長崎大学）
「日・中・韓の地域別CO2排出権取引政策の効果に 「母親の若年出産が子供の就学に与える影響」
関する分析」
報告者 時政勗（広島修道大学）
王鵬飛（広島修道大学）
許磊（広島修道大学）
討論者 柘植隆宏（甲南大学）

セッション２−６Ｂ(310号教室)
法と経済学
座長
楠田康之（日本福祉大学）
Lobbying for Protection and Cost-Reducing
Activities

報告者 窪田康平（大阪大学）

報告者 山本 勝造(関東学院大学)

討論者 坂本和靖(家計経済研究所)

討論者 岡村 誠(広島大学)

Airline schedule competition and choice of route
entry of low-cost carriers

「金融危機による東証１部上場企業の財務状況およ The Sustainability of the Pension System: Defined 「社会的責任投資における環境パフォーマンス評
び株価指数の変化について」
Contribution and Defined Benefit
価」

On some properties of a mismatch index: with
special reference to the so-called Duncan index

「ボトルネック独占による垂直的統合の市場への影
響」

報告者

川﨑晃央(鹿児島大学)
林 明信（大阪経済大学）

報告者 譚 康融（久留米大学）

報告者 安岡匡也（北九州市立大学）

報告者 本田智則（産業技術総合研究所）

報告者 伊佐勝秀（西南学院大学）

報告者 楊川（中央大学）
川島康男（中央大学）

討論者

松島法明（大阪大学）

討論者 内田交謹（九州大学）

討論者 北浦康嗣（岐阜大学）

討論者 丸山佳久（広島修道大学）

討論者 荒井勝彦（熊本学園大学）

討論者 細江守紀（熊本学園大学）

「児童労働・教育投資・土地保有に関する一般均衡 「非対称な国家間の環境政策に関する国際交渉に 「開放経済における独占的競争の下での非自発的 An experimental study on collusion under leniency
ついて」
失業について」
program
分析」
報告者 三宅裕介（神戸大学)

報告者 前鶴政和(大阪経済法科大学）

報告者 吟谷泰裕（関東学院大学）

報告者 濱口泰代（名古屋市立大学）

討論者 安岡匡也（北九州市立大学）

討論者 岡村 誠（広島大学）

討論者 松尾 匡（立命館大学）

討論者 関 絵里香（University of Aberdeen）

「ブートストラップ法による地域間格差の分析」

報告者

福井昭吾（鹿児島国際大学）

Is corporate governance important for regulated
firms shareholders? Evidence from Japanese
mergers and acquisitions
報告者 野方大輔（九州大学）

討論者

坂本 博（国際東アジア研究センター）

討論者 阿萬弘行(甲南大学)
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