2009 年 5 月 10 日
各 位
2009 年度日本応用経済学会
春季大会実行委員長
名古屋大学

多和田

眞

2009 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 2009 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
2009 年 6 月 13 日（土）、14 日（日）の両日にわたり、名古屋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・交通機関」、「会場等のご案内」
をご覧ください。
なお、懇親会を 6 月 13 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。
敬具

「会場へのアクセス方法・交通機関」
（１）会場 名古屋大学経済学部
〒464-8601

名古屋市千種区不老町

（２）名古屋大学へのアクセス
（２Ａ）名古屋駅より・・・地下鉄東山線で本山駅にて地下鉄名城線に乗り換え。地下
鉄名古屋大学にて下車。１番出口へ。（約 40 分；乗り換え含む）
（２Ｂ）金山駅より・・・地下鉄名城線にて地下鉄名古屋大学下車。１番出口へ。
（約 25
分；乗り換え含む）
（２Ｃ）中部国際空港より・・・名古屋鉄道で金山駅へ。以下は（２Ｂ）を参照のこと。
（２Ｄ）名古屋/小牧空港より・・・空港バスにて名古屋駅へ。以下は（２Ａ）を参照の
こと。

会場等のご案内
1.

受付について

「経済学部１階ホール及び学生控え室」にて、6 月 13 日（土）は 11 時 30 分から、6 月 14
日（日）は午前 8 時 00 分から受付を開始いたします。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（名古屋
駅・栄駅・金山駅）にホテルは多数ございます。中心部から会場の名古屋大学までは地下
鉄で 30 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。13 日（土
曜日）は，大学の北部生協食堂，周辺の飲食店等をご利用ください。14 日（日曜日）は，
北部生協食堂は閉まりますが，周辺の飲食店はご利用できます。なお，名古屋大学では，
このほかにコンビニのローソンが土曜日、日曜日ともに利用できます。

4.

報告者・討論者の皆様へ

（1） 会場ではパソコン（パワーポイント）とプロジェクターが使用できます（OHP は利
用できません）。パソコンは Windows XP のみで，Office2003 と acrobat reader 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 mtawada@soec.nagoya-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。

5. 発表会場等
6 月 13 日（土）、14 日（日）
受

付：経済学部１階ロビー及び学生控え室１階

休 憩 室：経済学部４階

第１６〜１７演習室

発表会場：経済学部４階

第５〜８、１１〜１３演習室

招待講演会場：経済学部１階

第２講義室

推薦講演会場：経済学部１階

第１〜２講義室

総会会場：経済学部

第２講義室

懇親会会場：レストラン花の木（大学内）

(9) 懇親会会場
レストラン花の木

(79)カフェテリア(土曜日のみ）

(76) 北部生協食堂（土曜日のみ）

地下鉄

名古屋大学駅

1 番出口
中華・蕎麦・焼肉・弁当・
コンビニ・ハンバーグ

イタリアンレストラン
(14) 学会会場
ファミリーマート

(グランピアット)

経済学部棟
ドリア・パスタ・中華

日本応用経済学会
２００９年度春季大会プログラム
2009年６月１３日（土）・１４日（日）
会場：名古屋大学
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2009年度日本応用経済学会春季大会プログラム
＜報告時間30分，討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

6月13日（土曜日）
受付
受付時間 11:30〜
受付場所 経済学部１階ロビー及び学生控え室
午後の部（１）

12:30−13:50

セッション1‑1A

Chair: Hong, Chul (Daegu-Gyeongbuk Development Institute)

Room 5

English Session Ⅰ
The Effect of Random Damage on the Demand for Insurance
Presenter: Iltae Kim (Chonnam National University), Suyeol Ryu(Andong National University)
Seongmin Yoon(Pusan National Universty)
Discussant: Hiroshi Futamura (Hiroshima University)
Increasing Income Inequality: Evidence from the Wage Divergence in Selected Asian Countries
Presenter: Hitoshi Osaka Priyanga Dunusinghe (Kyushu University)
Discussant: Tsuyoshi Nakamura (Tokyo Keizai University)

セッション1‑2A

座長

演習室6

深浦厚之（長崎大学）

金融
貨幣の資産評価：非定常状態の分析
報告者：関根順一 （九州産業大学）
討論者：三宅伸治（西南学院大学）
証券価格の戦略的操作に対する予測市場の頑健性：実験的検討
報告者：福本潤也（東北大学）
討論者：濱口泰代（名古屋市立大学）

セッション1‑3A

座長

演習室7

板倉理友（日本文理大学）

マクロ経済分析Ⅰ
テクノロジーフロンティアまでの距離，組織構造と経済成長
報告者：谷晶紅・大住圭介（九州大学）
討論者：池下研一郎（金沢大学)
地方部における電子マネー普及の現状に関する実証分析
報告者：中田真佐男（九州大学）
討論者：春日教測(近畿大学)

セッション1‑4A

座長

演習室8

宮田譲（豊橋技術科学大学）

都市・地域Ⅰ
社会的便益の評価手法に関する研究―技術的伝播拡散の外部性を考慮した一般均衡モデルを用いて―
報告者：渋澤博幸（豊橋技術科学大学)
討論者：打田委千弘（愛知大学）
不動産オークションにおける落札価格に関する研究
報告者：岩城雅俊・前川俊一（明海大学）
討論者：三浦功（九州大学）

セッション1‑5A

座長

演習室11

是枝正啓（長崎大学）

公共経済Ⅰ
Tax competition in a repeated game setting: Unit tax versus ad varolem tax
報告者：小川光（名古屋大学）川地啓介（三重大学）Wolfgang Eggert（University of Paderborn）
討論者：山口力（広島修道大学）
Pension and Child Care Policies with Endogenous Fertility

報告者：安岡匡也・後藤尚久（北九州市立大学）
討論者：神野真敏（総合研究開発機構）

セッション1‑6A

座長

演習室12

奥野（藤原）正寛（東京大学）

ガバナンスの経済学
Macroeconomics of Weak Governance with a New Interpretation of Japan s Lost Decade
報告者：村瀬英彰（名古屋市立大学）
討論者：堀宣昭（九州大学）
Different Corporate Governance Regimes and the Welfare Consequence of International Competition
報告者：堀宣昭（九州大学）
討論者：及川浩希（早稲田大学）
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セッション1‑7A

座長 秋本耕二(久留米大学)

演習室13

応用経済
報告者：村田慶（九州大学）
討論者：中村保（神戸大学）

政治選好と所得配分および経済成長

The impact of migration on Earnings in Japan: Empirical Evidence from Japanese Working People
報告者：浦川邦夫（九州大学）
討論者：下山朗（釧路公立大学）

休憩

13:50−14:00

午後の部（２）

14:00−16:00

セッション1‑1B

休憩室（演習室１６・１７）

Chair: Hiroyuki Ohno（Toyo University）

Room 5

English Session Ⅱ
Agglomeration Economies, National Heterogeneity, and the Location of Foreign Direct Investment in Korea
Presenter: Ki-Dong Lee ・Seok-Joon Hwang (Keimyung University)
Discussant: Yasuhiro Sato （Osaka University）
Field Experiment on Incentive of Communication and Compilation and Evaluation
Presenter: Takuya Nakaizumi (Kanto Gakuin University)
Discussant:Yasuyo Hamagichi (Nagoya City University)

セッション1‑2B

座長

演習室6

前田幸嗣(九州大学)

ＷＴＯ農業交渉
アメリカ不足払い制度の空間均衡分析
報告者： 前田幸嗣(九州大学)
討論者：坂本 博 (国際東アジア研究センター)
オーストラリア及びカナダ輸出国家貿易制度の空間均衡分析
報告者：外園智史・前田幸嗣(九州大学)
討論者：渋澤博幸（豊橋技術科学大学)
わが国差額関税制度の空間均衡分析
報告者：狩野秀之（宮崎大学）・前田幸嗣（九州大学）
討論者：牧野好洋（静岡産業大学）

セッション1‑3B

座長

演習室7

細江守紀（熊本学園大学）

契約
対外直接投資と不完備契約における再交渉
報告者：福間比呂志（九州大学）
討論者：後藤剛史（南山大学）
The Logic of Franchise Contracts: Empirical Results of Japan
報告者：山下 悠・丸山雅祥（神戸大学）
討論者：鳥居昭夫（横浜国立大学）
住宅流通市場における売り手と仲介業者間のエージェンシー問題
報告者：前川俊一・曹雲珍（明海大学）
討論者：有馬弥重（長崎県立大学）

セッション1‑4B

座長

演習室8

山田光男（中京大学）

都市・地域Ⅱ
FDI or Human Capital, Which is the Engine of Chinese Technological Progress: The Empirical Study of Chinese High-Tech Industries
報告者：趙 国慶・張中元（中国人民大学）
討論者：片桐昭司（県立広島大学）

労働移動と人的資本の蓄積―中国地域経済の経験
報告者：趙 狄（名古屋市立大学）
討論者：畔津憲司（大阪体育大学）
The Role of Capital Stock in China's Economic Development: Some Considerations on Physical and Human Capital Stock
報告者：大坂 仁（九州大学）
討論者：蔡 大鵬(名古屋大学)
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セッション1‑5B

座長

演習室11

佐藤秀樹（九州産業大学）

公共経済Ⅱ
公共事業における費用調達のモデル分析
報告者：佐藤茂春（九州大学）
討論者：金崎雅之（九州産業大学）
Tax Evasion and Advanced Tax Payment as a Deterrent
報告者：森田圭亮（京都学園大学）
討論者：安岡匡也（北九州市立大学）
政策意思決定過程におけるアドバイザー官僚の意思決定力
報告者：高山健志（大阪大学）
討論者：村瀬英彰（名古屋市立大学）

セッション1‑6B

座長

演習室12

岡村

誠（広島大学）

国際経済
越境的環境汚染と国際間所得移転
報告者：劉朋春（名古屋大学）
討論者：寶多康弘（南山大学）
Joint Production and the Pattern of Specialization
報告者：小川健（名古屋大学）
討論者：岡村 誠（広島大学）
Transboundary Renewable Resource and International Trade
報告者：寶多康弘(南山大学)，董維佳・小川健(名古屋大学)
討論者：須賀宣仁（北海道大学）

セッション1‑7B

座長

演習室13

村田省三（長崎大学）

ミクロ経済分析Ⅰ
MT乱数を用いたサーチ行動のシミュレーション
報告者：永星浩一（福岡大学）
討論者：前田隆（金沢大学）
弁護士報酬の経済分析：着手金，成功報酬，およびリスク
報告者：池田康弘（熊本大学）
討論者：座主祥伸（早稲田大学）
PBILの拡張とその経済ネットワーク設計問題への応用
報告者：井上寛規・加藤康彦・坂上智哉（熊本学園大学）
討論者：三上和彦（甲南大学）
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招待講演

16:10-17:00

会場：第2講義室

演題： 金融・経済危機の来し方と行く末

招待講演

17:05-17:55

講演者：池尾和人（慶應義塾大学）

会場：第2講義室

演題： 「新たな公」と国土形成計画

懇親会

18:20-20:00

司会：堀江康煕(九州大学）

司会：大森達也（三重中京大学）

講演者：奥野信宏（中京大学）

レストラン 花の木
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6月14日（日曜日）
受付

受付時間 8:00〜
受付場所 経済学部１階ロビー及び学生控え室

午前の部（１）

8:30−9：50

セッション2‑1A

Chair: Noriaki Ezoe（Seinan Gakuin University）

Room 5

English Session Ⅲ
A study on the Trend of Ratio of Final Consumption in China in Recent Decade
Presenter: Guangjian Xu (Renmin University of China)
Discussant: Mitsuru Morita （Aoyama Gakuin University）
Education and Job Complexity Levels in the Production of Commodities
Presenter: Diawara Barassou and Keisuke Osumi (Kyushu University)
Discussant: Kazutoshi Miyazawa (Doshisha University）

セッション2‑2A

座長

演習室6

大竹文雄（大阪大学）

ミクロ経済分析Ⅱ
飲酒行動の経済分析
報告者：吉田恵子（桃山学院大学）
討論者：浦川邦夫（九州大学）
仮想的質問による消費理論の検証・ −ライフサイクル・恒常所得仮説を中心とした日米比較分析−
報告者：窪田康平（大阪大学）
討論者：臼井恵美子（名古屋大学）

セッション2‑3A

演習室7

座長

前田純一（広島修道大学）

高齢化社会の課題
高齢者の人口移動とその決定因について
報告者：伊藤 薫（岐阜聖徳大学）
討論者：各務和彦（千葉大学）
介護保険料設定の実証分析
報告者：中澤克佳（東洋大学）
討論者：澤野孝一朗（名古屋市立大学）

セッション2‑4A

座長

演習室8

氷鉋揚四郎（筑波大学）

都市・地域Ⅲ
Pension Inequality Between the Public Sector and the Private Sector in Urban China
報告者：叢 中華（名古屋大学)
討論者：瀧井貞行(国際東アジア研究センター)
マルコフ連鎖を用いた中国の省間人口移動分析
報告者：坂本博(国際東アジア研究センター)
討論者：伊佐勝秀（西南学院大学）

セッション2‑5A

座長

演習室11

田中廣滋（中央大学）

公共経済Ⅲ
Distortionary Taxation, Balanced-Budget Rules, and Macroeconomic (In)stability
報告者：玉井寿樹（近畿大学）・上口晃（中部大学）
討論者：伊ヶ崎大理（日本女子大学）
Privatization of local public hospitals: Effect on budget, medical service quality, and social welfare
報告者：三城安生(名古屋大学)・相浦洋志(大分大学)
討論者：松島法明（大阪大学）

セッション2‑6A

演習室12

座長

藤田敏之（九州大学）

資源・環境Ⅰ
Environmental awareness and environmental R&D spillovers in differentiated duopoly
報告者：焼田党（名古屋市立大学）
討論者：大東一郎（東北大学）
発展途上二重経済におけるリサイクル・システムと循環資源の貿易
報告者：柳瀬明彦・大東一郎（東北大学）
討論者：多和田眞（名古屋大学)
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休憩

9:50−10：00

午前の部（2）

10:00−11：20

セッション2‑1B

休憩室（演習室１６・１７）

座長

演習室5

中村

保（神戸大学）

マクロ経済分析Ⅱ
動学的45度線モデルにおける財政政策
報告者：田中淳平（北九州市立大学）
討論者：松尾匡（立命館大学）
ゼロ金利政策からの脱却とインフレ率目標の関係−名目利子率の非負制約を考慮した最適金融政策−
報告者：荒井壮一（東北大学）
討論者：工藤 健（長崎大学）

セッション2‑2B

座長

演習室6

柳川範之（東京大学）

産業組織
チャネル間競争もとでのネットチャネルの導入
報告者：王海燕（京都大学）
討論者：池田剛士（神戸国際大学）
Option Package Bundling
海老名剛(東京工業大学)
討論者：松島法明（大阪大学）

セッション2‑3B

座長

演習室7

内山敏典（九州産業大学）

計量経済
A Note on the Sampling of the Spatial Interaction in Spatial Autoregressive Modeｌ
報告者：各務和彦（千葉大学）
討論者：福重元嗣（大阪大学）
A Dynamic Analysis of The Japanese Ham Market: Numerical Computation and Estimation
報告者：楠田康之（日本福祉大学）
討論者：徳永澄憲(筑波大学)

セッション2‑4B

座長

演習室8

慶田收（熊本学園大学）

都市・地域Ⅳ
Regional Agglomeration and Transfer of Pollution Reduction Technology under the Presence of Transboundary Pollution
報告者：内藤 徹（釧路公立大学）
討論者：北浦康嗣（岐阜大学）
産業連関表による地域経済分析ー鹿児島市を対象としてー
報告者：大久保優子（鹿児島市役所）石塚孔信（鹿児島大学）
討論者：佐藤勢津子（統計開発機構）

セッション2‑5B

座長

演習室11

貝山道博（山形大学）

財政
所得税の重税感〜『日本版総合的社会調査』個票データを用いた実証分析〜
報告者：大野裕之（東洋大学）
討論者：林正義（一橋大学）
市町村財政における資本化仮説の実証分析
報告者：近藤春生（西南学院大学）
討論者：赤木博文（名城大学）

セッション2‑6B

座長

演習室12

時政昮（広島修道大学）

資源・環境Ⅱ
森林伐採由来の二酸化炭素排出削減政策に関するシミュレーション分析
報告者：持田 亮（九州大学）・狩野秀之（宮崎大学）・前田幸嗣（九州大学）
討論者：今泉博国（福岡大学）
発展途上国における技術移転と環境政策―技術適用を中心に―
報告者：諸賀加奈（九州大学）
討論者：小出秀雄（西南学院大学）
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推薦講演

11:30−12:15

会場：第1講義室

司会：中泉拓也（関東学院大学）

演題：The Relationship between Consumption, Labor Supply and Fertility - Theory and Evidence from Japan ( with Yoko
Konishi)

講演者：青木玲子（一橋大学）
推薦講演

11:30−12:15

会場：第2講義室

司会：國崎 稔（愛知大学）

演題：Identifying the Effect of a Central Grants Program on Local Government Behavior: A Case of Public Assistance in Japan

講演者：林正義（一橋大学）

招待講演

12:20-13:10

会場：第2講義室

司会：成生達彦(京都大学)

演題： 医療経済学と医療政策
講演者：西村周三（京都大学）
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昼食

13:10-14:10

総会

14:10-15:00

会場：第2講義室
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