2010 年 10 月 17 日
各

位
2010 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長
高崎経済大学

伊佐

良次

2010 年度日本応用経済学会秋季大会のご案内

拝啓
初秋の候，益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて，日本応用経済学会の 2010 年度秋季大会を、別に添付しております大会プログ
ラムにありますように 2010 年 11 月 13 日（土），14 日（日）の両日にわたり，高崎経
済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」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 13 日（土）18 時 00 分より開催致します。懇親会終了後には高
崎駅行きのバスを用意しておりますので，多数の皆様の出席をお待ちいたしております。
敬具
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会場等のご案内
1. 受付について
2 号館玄関ホールにて、11 月 13 日（土）は 12 時から、11 月 14 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。高崎駅周辺
に多くのホテルがございます。高崎駅から会場の高崎経済大学まではバスまたはタク
シーで 20 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
13 日（土）は生協食堂が利用できます（営業時間 11：30～13：30）が，14 日（日）
は利用できません。会場付近にレストラン、食堂がありませんので 14 日（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。お弁当代は
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。11 月 2 日（火）まで
に学会事務局メールアドレス（jaae@en.kyushu-u.ac.jp）で事務局にお申し込みくだ
さい。お弁当は休憩室（5 号館 511 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。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。
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会場へのアクセス方法ならびに交通機関
（１）会場

高崎経済大学
〒370-0801 群馬県 高崎市 上並榎町１３００番地
TEL 027-343-5417(代）

（２）交通機関
ＪＲ高崎駅，会場（高崎経済大学）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．

ＪＲ高崎駅へのアクセス
ＪＲ高崎駅まで
● 羽田空港から(約 1 時間 40 分)
京浜急行

羽田空港
↓（約 25 分）

【ＪＲ山手線に乗換】

品川
↓（約 12 分）

【上越・長野新幹線に乗換】東京
↓（約 50 分）
高崎

● ＪＲ博多駅から(約６時間)
博多
↓（約 5 時間）
【上越・長野新幹線に乗換】東京
↓（約 50 分）
高崎
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会場（高崎経済大学）へのアクセス
■ ＪＲ高崎駅から会場（高崎経済大学）へのアクセス
高崎経済大学周辺地図
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臨時バスについて
●臨時バス（高崎経済大学後援会バス）
路線バス（群馬バス，ぐるりん）には，13 日（土）懇親会終了後（19 時 30 分以降）に
大学発の便が無く，また，14 日（日）第一報告（9 時）に間に合う高崎駅発の便が一便
しかありません。そのため，以下の臨時バスを運行します。
①11 月 13 日（土） 高崎経済大学発⇒高崎駅西口着
懇親会終了後（19 時 30 分～）に二台のバス（40 名，27 名）を運行
11 月 14 日（日） 高崎南小学校（高崎駅近く）⇒高崎経済大学着
※バス定員が 40 名のため，ご乗車できない場合があることをご了承ください。

高崎駅西口から高崎南小学校までのルート（徒歩 5 分）

臨時バスは
地図右下の
G に停車
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路線バス（群馬バス・ぐるりん）時刻表
●群馬バス（バス乗り場２） 高崎駅⇔経大前(片道運賃：２９０円)
高崎駅⇒経大前

経大前⇒高崎駅

高崎駅

経大前

高崎駅

経大前

経大前

高崎駅

経大前

高崎駅

発

着

発

着

発

着

発

着

８：３０

８：４４

１４：３０

１４：４４

６：５８

７：２１

１３：３０

１３：５５

９：３０

９：４４

１５：１５

１５：２９

７：５０

８：１５

１３：５４

１４：１６

１０：００

１０：１４

１５：３０

１５：４４

８：５０

９：１５

１４：３０

１４：５５

１０：３０

１０：４４

１６：２５

１６：３９

９：１９

９：４１

１４：４２

１５：０４

１１：３０

１１：４４

１７：３５

１７：５１

９：３０

９：５５

１５：３０

１５：５５

１２：００

１２：１４

１８：１５

１８：３１

１０：１５

１０：４０

１６：０４

１６：２６

１２：３０

１２：４４

１８：４５

１８：５９

１１：００

１１：２５

１６：３０

１６：５５

１３：００

１３：１４

２０：４０

２０：５３

１１：３０

１１：５５

１７：４２

１８：０５

１３：３０

１３：４４

１２：３０

１２：５５

１８：１２

１８：３５

※始発は 8 時 30 分の経大前経由榛名湖行きです。ご注意ください。

● ぐるりん（バス乗り場４） 高崎駅⇔経大前(区間運賃：２００円)
系統番号３（経大先回り）

系統番号４（六郷先回り）

高崎駅⇒経大前⇒高崎駅

高崎駅⇒経大前⇒高崎駅

高崎駅

経大前

高崎駅

高崎駅

経大前

高崎駅

１０：１１

１０：３１

１１：３６

―

８：５７

９：３１

１１：３０

１１：５０

１２：５５

９：４５

１０：３６

１１：００

１２：４５

１３：０５

１４：１０

１１：００

１１：５１

１２：２５

１４：５０

１５：１０

１６：１５

１１：５６

１２：４７

１３：２１

１５：５１

１６：１１

１７：１６

１４：００

１４：５１

１５：２５

１７：３６

１７：５６

１９：０１

１５：４５

１６：３６

１７：１０

１９：４１

２０：０１

―

１６：３５

１７：２６

１８：００
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ぐるりん

群馬バス

高崎駅西口

会場（高崎経済大学）案内図

受付
2 号館 1 階
玄関ホール

バス停
「経大前」

11 月 13 日（土）

11 月 14 日（日）

理事会：7 号館２階 72AB

受付：2 号館１階玄関ホール

受付：2 号館１階玄関ホール

セッション会場；

セッション会場；

2 号館 1 階：211, 212, 213, 214, 215

2 号館 1 階：211, 212, 213, 214, 215

2 号館 2 階：222

7 号館 2 階：72AB

学会賞授与式：2 号館 2 階 221

招待講演：2 号館 2 階 221

推薦講演；

会長講演：2 号館 2 階 221

2 号館 1 階：211, 214

休憩室：5 号館 511

2 号館 2 階：221

懇親会会場：7 号館 1 階

生協食堂

休憩室：5 号館 511
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日本応用経済学会 2010年度 秋季大会プログラム
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。

第１日目

11月13日（土）
場所：7号館７AB

11:00〜

理事会

12:00〜

受付開始
受付場所：2号館玄関ホール
セッション1-1（7号館72AB)
English Session I

13:00〜
セッション名

セッション1-2(2号館212教室)
地域・環境政策 I

Hiroshi Futamura (Hiroshima University)
座長
"Liquidity in Need is Liquidity Indeed"

第一報告
13:00〜13:40

第二報告
13:40〜14:20

セッション1-3(2号館213教室)
金融 Ｉ

中山惠子(中京大学)
座長
「四日市市地域におけるSOx排出量削減政策と環境クズ
ネッツ曲線」

柳川範之(東京大学)
座長
「ＩＦＲＳ導入下での金融機関の経営戦略」

セッション1-4(2号館215教室)
応用経済分析 I

セッション1-5（2号館211教室)
企業行動の理論と実証 I

内山敏典(九州産業大学)
江副憲昭(西南学院大学)
座長
座長
「中国における中央・地方政府間財政関係と 包 および 比 "Entrepreneurial Choice and Knightian Uncertainty with
賽 の概念：『契約理論』による開発ガバナンスの分析」
Borrowing Constraints"

セッション1-6（2号館214教室)
政府の経済理論 Ｉ
慶田収(熊本学園大学)
座長
「労働移動の観点から見た「道州制」」

報告者

焼田 党(名古屋市立大学)

報告者

有岡律子(福岡大学)

報告者

鈴木 豊(法政大学)

報告者

安達貴教(名古屋大学)

報告者 伊佐勝秀(西南学院大学)

Discussant Katsuhiko Hori(Kyoto University)

討論者

伊ヶ崎大理(日本女子大学)

討論者

松尾順介(桃山学院大学)

討論者

三浦 功(九州大学)

討論者

安藤至大(日本大学)

討論者 中村光毅(中央大学)

"Ideology confrontation and future prospect of
Reconciliation within South Korea"

「コメ戸別所得補償の分析」

Presenter

Presenter

Keunkwan Ryu(Seoul National University)

"Do Independent Boards Effectively Monitor
「地域における外国人研修生・技能実習生の受入れ数増加 "Package Licenses in patent pools"
Management? Evidence from Japan During the Financial と人口構成の関係」
Crisis"

Hang Keun Ryu(Chung Ang University)

報告者

田家邦明(中央大学）

報告者

内田交謹・劉春燕・劉剣蕾(九州大学)

報告者

志甫 啓(関西学院大学)

報告者

Discussant Cheol Soo, PARK (Kumamoto Gakuen
University)

討論者

大森達也(三重中京大学)

討論者

斎藤隆志(早稲田大学)

討論者

長島正治(埼玉大学)

討論者

山田誠治(神戸大学)
畔津憲司(大阪体育大学)
天谷研一(香川大学)

「不完全情報および課税制限の下での一般補助金に関
する理論分析」
報告者 萩原史朗(大阪経済大学)
討論者 岡田知之(高崎経済大学)

休憩
14:30:〜
セッション名
第一報告
14:30〜15:10

第二報告
15:10〜15:50

セッション2-1（7号館72AB)
English Session II

セッション2-2((2号館212教室)
地域・環境政策 II

Tamotsu Nakamura(Kobe University)
座長
"Tax Reforms and Stock Return Volatility: The Case of
Japan"
Presenter Hiroyuki Ohno(Toyo university)
Minoru Hayashida(Kitakyushu University)
Discussant Mototsugu Fukushige(Osaka University)

セッション2-3(2号館213教室)
金融 ＩＩ

セッション2-4(2号館215教室)
English Session III

焼田 党(名古屋市立大学)
Tatsuhiko Naryu(Kyoto University)
三浦 功(九州大学)
座長
座長
原田喜美枝(中央大学)
座長
座長
"Semi parametric estimation of on-site count data models" "Currency Mismatch, Balance-sheet effect and Monetary Significance of Household Member Age and Household Size 「企業買収防衛におけるステークホルダーの役割」
Policy"
in Household Consumption Model
報告者
野原克仁(東北大学)
報告者 中村周史(一橋大学)
Presenter
Thoedsak CHOMTOHSUWAN(Saitama
報告者 野崎竜太郎(保健医療経営大学)
University)
坂本純一(中央大学)
討論者
討論者 岡野衛士(千葉経済大学)
Discussant Jaewoo Ryoo(Kookmin University)
討論者 飯島裕胤(弘前大学)

Managerial Entrenchment and Valuation Effects of Toehold 「環境保護主義と国際環境政策について」
Acquisitions
Presenter Ki Beom Binh(Korea Securities Research
報告者
前鶴政和(大阪経済法科大学)
Institute),
Mookwon Jung(Kookmin University) ,
Jeongsun Yun(Kookmin University)

「小額決済手段の選択要因： 消費者向けパネル・アン
ケート調査による実証分析」
報告者 中田真佐男(九州大学)

Discussant Ryutaro Nozaki(College of Healthcare
Management)

討論者

討論者

菅田 一(関西大学)

原田喜美枝(中央大学)

"Energy basic analysis on agricultural eco-economic system 「買収プレミアムの源泉は何か？：MBOとステークホル
in Songyuan city, Jilin Province, China"
ダーからの富の移転に関する実証分析」
Liang AN，Zhihong SHEN，Yoshiro
Presenter
報告者 河西卓弥(早稲田大学)
HIGANO(Tsukuba University)
齋藤隆志(早稲田大学)
川本真哉(新潟産業大学)
Discussant

Yutaka Tonooka(Saitama University)

休憩、移動
16:00〜16:50

招待講演（会場：2号館221教室）

司会： 宮澤和俊(同志社大学)
論題： 「安心の社会保障改革：福祉思想史と経済学で考える」
報告者： 橘木俊詔(同志社大学)

会長講演（会場：2号館221教室）

司会： 柳川範之(東京大学)
論題： 「匿名性社会と信頼の構築」

17:00〜17:50

報告者： 日本応用経済学会会長 奥野（藤原）正寛（流通経済大学）
18:00〜19:30

懇親会（会場：7号館1階 生協食堂）

セッション2-5（2号館211教室)
企業行動の理論と実証 II

討論者

内田交謹(九州大学)

セッション2-6(2号館214教室)
政府の経済理論 ＩＩ
小川 光(名古屋大学)
座長
"Public Health Expenditure, Longevity and Fertility"
報告者 大森達也(三重中京大学)
討論者 坂上智哉(熊本学園大学)
"Superior Information and Business Cycle in Japan DSGE Approach-"
報告者 増田宗人(日本銀行)

討論者 山澤成康(跡見学園女子大学)

第2日目

11月14日（日）

8:30〜

受付開始
受付場所：2号館玄関ホール
セッション3-1（2号館211教室 )
政策評価

9:00〜
セッション名
第一報告
9:00〜9:40

第二報告
9:40〜 10:20

セッション3-2（(2号館212教室)
地域・環境政策 III

セッション3-3（2号館213教室)
非線形マクロ動学モデル

報告者

赤羽根靖雅(福岡大学)

藤田 渉(長崎大学)
吉田博之(日本大学)
座長
座長
「株式所有関係に基づく温室効果ガス排出量配分手法の開 "Delay Differential Neoclassical Growth Model"
発」
報告者
本田智則(産業技術総合研究所)
報告者 松本昭夫(中央大学)

討論者

各務和彦(千葉大学)

討論者

福重元嗣(大阪大学)
座長
"Chain Store s Financial Muscle and Business Region"

「環境と成長の政治経済学」

内田晋 (農業・食品産業技術総合研究機構)

討論者

セッション3-4（2号館215教室)
中国の環境事例分析と政策提案
櫻井一宏(立正大学)
座長
"Study on synthetic evaluation of lakes water quality
improvement policies in Wuhan City in China"
報告者
Xuebo ZHAN，Yoshiro HIGANO(Tsukuba
(英語報告) University)

堂谷昌孝(富山大学)

討論者

「独占下における環境汚染除去技術の選択と経済厚生：再 Output, Stock Markets and Macro-Policy Measure in a
考」
Keynesian Portfolio Model

報告者

伊ヶ崎大理(日本女子大学)

報告者

劉 朋春(名古屋大学)

討論者

北浦康嗣(岐阜大学)

討論者

内藤 徹(徳島大学)

Daisaku Goto(Hiroshima University)

"Analysis of Water Resources Management Problems in
Capital Economic Circle of China"

セッション3-5（2号館214教室)
応用経済分析 II
林 正義(東京大学)
座長
「高齢化が若年失業率に与える長期的影響」

セッション3-6（2号館222教室)
都市のガバナンスとイノベーション
田中廣滋(中央大学)
座長
「環境診断の地域間比較の意義と可能性」

報告者

三宅伸治(西南学院大学)

報告者 坂本純一(中央大学)

討論者

柳原光芳(名古屋大学)

討論者 本間 聡(九州産業大学)

「学校教育における分権的課程修了認定に関する経済理 「産業立地要因の変化と地域イノベーション・メカニズ
論分析」
ム」

報告者

浅田統一郎(中央大学)

報告者
(英語報告)

Nan XIANG，Zhihong SHEN，Yoshiro
HIGANO(Tsukuba University)

報告者

堀 宣昭(九州大学)

報告者 盛田富容子（中央大学）

討論者

吉田博之(日本大学)

討論者

Kazumi Kamiyama(The Japan Economic
Research Institute)

討論者

俵 典和(関東学園大学)

討論者 菰田文男（埼玉大学）

休憩
第三報告
10：30−11：10

「住宅リフォームが取引価格と市場滞留期間に与える影響
に関する研究」
報告者
橋本賢一・前川俊一(明海大学)
討論者

第四報告
11:10〜11:50

赤木博文(名城大学)

"Emission Taxes and Environmental Technology Transfer" 「マネタリスト的金融政策の再検討：賃金硬直性を考慮し 「中国における地域別CO2限界削減費用の推定」
て」
報告者
報告者 吉田博之(日本大学)
報告者
王 鵬飛・時政 勗(広島修道大学)
宮岡 暁(大阪大学)
討論者

猪野弘明(関西学院大学)

討論者

浅田統一郎(中央大学)

報告者

福本潤也(東北大学)

報告者

大野正久(九州大学)

報告者

石山健一(成蹊大学)

討論者

斉藤都美(帝塚山大学)

討論者

前鶴政和(大阪経済法科大学)

討論者

松本昭夫(中央大学)

増田宗人(日本銀行)

「弁護士費用保険率と事故防止水準に関する分析」

討論者 本間 聡(九州産業大学)
「社会資本のネットワーク機能について 〜水道事業を
例に〜」

報告者

李 楊，沈 志宏， 氷鉋揚四郎(筑波大学)

報告者

有馬弥重(長崎県立大学)

報告者 神山和美（日本経済研究所）

討論者

柘植隆宏(甲南大学)

討論者

境 和彦(久留米大学)

討論者 宮野俊明(九州産業大学)

学会賞授与式（会場：2号館221教室
推薦講演 I(会場：2号館214教室)：

司会： 伊ケ崎大理(日本女子大学)

論題： "The Optimal Environmental Tax and Urban Unemployment in an Open
Economy"
報告者： 大東一郎（東北大学）
セッション4-1（2号館211教室)
グローバル化と格差

14：20〜
セッション名

14：20〜15:00

討論者

「東京都市圏における工業とイノベーション」
報告者 楊川(中央大学)

昼休み

12:40〜13:10

第一報告

張宏武(アジア経済研究所・天津商業大学)

"Intermittency in a nonlinear business cycle model of the 「中国貴嶼鎮におけるE-wasteの静脈系LCA評価」
multiplier-accelerator type"

11:50-12:40

13：20-14：10

討論者

「自動車の点検整備データに基づく製品劣化曲線の推計と "Should the Government Privatize the Polluting Firm ?"
規制影響分析」

"A hyperbolic transformation for a fixed effects logit
model"
報告者 北沢良継(九州産業大学)

木原隆司(アジア開発銀行研究所)

討論者

村瀬英彰(名古屋市立大学)

司会： 後藤尚久(北九州市立大学)

論題： 「日本のコーポレート・ガバナンス改革：実証研究からの示唆」
報告者： 内田交謹(九州大学)

セッション4-2（(2号館212教室)
応用経済分析 III

大住圭介(九州大学)
浅田統一郎(中央大学)
座長
座長
「新興国に対する一般財政支援の有効性に関する考察―イ 「統合と分離の政治経済学ー2地域・３地域モデルー」
ンドネシアのケース」
報告者
広田 幸紀(国際協力機構)
報告者
細江守紀(熊本学園大学)
討論者

推薦講演 II（会場：2号館211教室）:

セッション4-3（2号館213教室)
インセンティブとイノベーション

セッション4-4（2号館215教室)
資源開発分析

内藤 徹(徳島大学)
Masaharu Nagashima(Saitama University)
座長
Chair
"Steady R&D by Industry Leaders and Innovative R&D by Renewable Resource and International Trade
Industry Followers" with Yasuhiro Arai
報告者 松村敏弘(東京大学)
Presenter
Dong Weijia(Nagoya University)
討論者

岡村 誠(広島大学)

Discussant

Akihiko Yanase(Tohoku University)

「所得格差拡大の要因：非就業者と就業者を中心に」

「人的資本蓄積とイノベーション政策および経済成長」

"Employment Protection and Incentives: Severance Pay "The Potential Evaluation of Improving Environmental and
vs. Procedural Inconvenience"
Economic Development by Agricultural Resources
Management in TEC, China"

報告者

山口雅生（大阪経済大学）

報告者

村田 慶(九州大学)

報告者

江口匡太(筑波大学)

Presenter

Zhihong SHEN，Takeshi MIZUNOYA，Yang LI，
Nan XIANG，Yoshiro HIGANO(Tsukuba
University)

討論者

浦川邦夫(九州大学)

討論者

室 和伸(姫路独協大学)

討論者

佐藤茂春(長崎ウエスレヤン大学)

Discussant

Yumiko Miyabayashi(JICA)

第二報告

15：00〜15：40

推薦講演 III（会場：2号館221教室）:

司会：依田高典(京都大学)

論題： 「チャネル間での価格−数量競争」
報告者：

成生達彦(京都大学)

