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                                                             2011 年 10 月 28 日 

各 位 

                   2011 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長 

                            慶應義塾大学 藤田 康範 

 

 

2011 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 2011 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 2011 年 11 月 26 日（土），27 日（日）の両日にわたり，慶應義塾大学三田キャ

ンパスにて開催いたします。皆様の多数のご参加を心よりお待ちいたしております。 

来訪および会場につきましては，それぞれ、後掲の「会場へのアクセス」および「会

場案内図」をご覧ください。 

なお，懇親会を 11 月 26 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 
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会場等のご案内 

 

1. 受付について 

第 1 校舎にて、11 月 26 日（土）は 12 時から、11 月 27 日（日）は午前 8 時から受付

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。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 

26 日（土）は北館ファカルティクラブ、南校舎カフェテリア、南校舎萬來社、西校

舎山食、西校舎生協食堂が利用できますが，27 日（日）は利用できませんので、付近

のお店をご利用くださるようお願いいたします。 

 

4. 報告者・討論者の皆様へ 

（1） 会場でプロジェクターとパソコンを使用できます。パソコンは Windows 対応で、

パワーポイントのバージョンは 2007 以降です。Mac はご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（慶應義塾大学三田キャンパス）へのアクセス 

 

・JR ⼭⼿線 JR 京浜東北線 ⽥町駅下⾞ 徒歩 8 分 
・都営地下鉄浅草線 都営地下鉄三⽥線 三⽥駅下⾞ 徒歩 7 分 
・都営地下鉄⼤江⼾線 ⾚⽻橋駅下⾞ 徒歩 8 分 
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会場（慶應義塾大学三田キャンパス）案内図 

 

 

【1】北館：大会議室  

ホール ファカルティクラブ 

会議室 1, 2 

【2】図書館旧館：大会議室  

小会議室 

【3】東館：ホール G-SEC Lab 

【4】塾監局 【5】図書館 【6】南校舎：411-477 ホール

カフェテリア 萬來社 

【7】三田演説館 【8】仮設事務棟 

（2011 年 6 月撤去済） 

【9】大学院校舎：311-375C 

【10】第 1 校舎：101-147 

外国語学校 

【11】研究室棟：会議室 【12】労働組合本部 

【13】西校舎：501-545 

ホール 山食 生協食堂 

【14】南館：2B11-2B42 

 

【15】生協購買部 

【16】西館  
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11 月 26 日（土） 

理事会：北館会議室 1 

受付：第 1校舎 1階 111 

セッション会場； 

第1校舎1階：101,102,103,104,105 

第 1 校舎 2階:122 

推薦講演Ⅰ：北館ホール 

推薦講演Ⅱ：北館大会議室 

招待講演：北館ホール 

休憩室：第 1校舎 2階:124 

懇親会会場：北館会議室 2 

11 月 27 日（日） 

受付：第 1校舎 1階 111 

セッション会場； 

第1校舎1階：101,102,103,104,105 

学会賞授与式：北館ホール 

特別セッション；北館ホール 

休憩室：第 1校舎 1階:106 

 

 

   

 

 

 



第１日

11:00～ 理事会
理事会会場：北館会議室2

12：00 受付開始

13：00-14：20

セッション名

Chair Tamotsu Nakamura (Kobe University) 座長 多和田　眞（名古屋大学） 座長 是枝正啓（長崎大学） 座長 焼田　党(名古屋市立大学) 座長 坂上智哉（熊本学園大学） 座長 藤井　敦(北九州市立大学）

第１報告

Presenter Ki Young Park(Yonsei University) 報告者 中村周史(杏林大学) 報告者 楊川(中央大学)・川島康男(中央大学) 報告者 前鶴政和(大阪経済法科大学) 報告者 安岡匡也(北九州市立大学) 報告者 安達貴教(名古屋大学)

Discussant Naohisa Goto (The University of
Kitakyushu)

討論者 宮澤健介(九州大学) 討論者 細江守紀(熊本学園大学) 討論者 池田剛士(大東文化大学) 討論者 玉井寿樹(近畿大学) 討論者 中嶋　亮(横浜国立大学)

第２報告

Presenter Tae Jeong Lee (Yonsei University) 報告者 木原隆司(アジア開発銀行研究所) 報告者 細江守紀(熊本学園大学) 報告者 焼田　党(名古屋市立大学) 報告者 市東　亘(西南学院大学) 報告者 三浦　功(九州大学)・前田隆二(九州大
学)

Discussant Reiko Aoki(Hitotsubashi University) 討論者 辻　一人(国際協力機構JICA) 討論者 飯島裕胤（弘前大学） 討論者 伊ヶ崎大理(日本女子大学) 討論者 金子昭彦(早稲田大学) 討論者 楠田康之（日本福祉大学）

14：20-14：30

14：30-16：30

セッション名

Chair Insill Lee (Sogang University) 座長 山田光男(中京大学) 座長 成生達彦（京都大学） 座長 時政　勗（広島修道大学） 座長 渡辺淳一（福岡大学） 座長 岡村　誠（広島大学）

第１報告

Presenter Hang Keun Ryu (Chung Ang University) 報告者 小川　健(名古屋大学) 報告者 弘田祐介(大阪市立大学) 報告者 諸賀加奈(九州大学) 報告者 永星浩一（福岡大学） 報告者 西出勝正（横浜国立大）

Discussant Hiroshi Sakamoto (The International
Centre for the Study of East Asian
Development)

討論者 内藤　徹(徳島大学) 討論者 山根智仁(大阪商業大学) 討論者 時政　勗（広島修道大学） 討論者 柳川範之（東京大学） 討論者 大山篤之（ニッセイ基礎研究所）

第２報告

Presenter 報告者 福間比呂志（九州大学） 報告者　 猪俣賢太郎(大阪大学) 報告者 柘植隆宏（甲南大学）
中野牧子（名古屋大学）

報告者 堀　宣昭(九州大学) 報告者 芝田隆志（首都大学東京）

Discussant 討論者 大川隆夫(立命館大学） 討論者 吉田由寛(成蹊大学) 討論者 村上佳世(東京都市大学) 討論者 清水　剛(東京大学) 討論者 鎌倉洋樹（東京大学）

第３報告

Presenter Tsuyoshi Shinozaki(Tohoku-Gakuin
University), Kota Sugahara(Kyoto-
Sangyo University), Minoru Kunizaki(Aichi
University)

報告者 中村　明（国際通貨研究所） 報告者 岡田知久(名古屋大学） 報告者 大野正久(九州大学)
谷晶紅（佐賀大学)

報告者 寺地祐介(帝塚山大学)
上田淳二(財務省財務総合政策研究所)

報告者 高嶋隆太（千葉工業大学）

Discussant Takashi Sato（Shimonoseki City
University）

討論者 多和田　眞（名古屋大学） 討論者 池田剛士(大東文化大学) 討論者 伊ヶ崎大理(日本女子大学) 討論者 焼田党(名古屋市立大学) 討論者 前田隆(金沢大学）

16：30-16：40

司会 薮田雅弘（中央大学） 司会 今井亮一(九州大学)

演題 演題 　Labor Market Rigidities and Industrial Structures in a Global Economy
講演者：松本昭夫(中央大学） 講演者：工藤教孝（北海道大学）

招待講演 （会場：北館ホール） 司会 藤田康範(慶應義塾大学) 　

演題 社会保障財政の長期的課題

講演者：岩本康志（東京大学）　
18：30～20：00

会場：北館会議室1・2
　

セッション1-6B
応用経済分析

Irreversible Investment under Competition with
Markov Switching Regime

Investment timing with manager-shareholder
conflict under asymmetric information

Replacement timing and capacity sizing

医療機関の競争と 適リスク調整：Jack (2006)モ
デルの再検討

法と経済学

Estimating a Cooperative Game of Bargaining:The
Case of Government Formation

セッション1-1A（１０１） セッション1-2A（１０２）
Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＳｅｓｓｉｏｎⅠ 国際経済分析I

セッション1-6A（１２２）

New Evidence on Procyclical Bank Capital: A Role of
Bank Loan Commitments

Public Investment, Life Expectancy and Income
Growth

Is price squeeze the optimal strategy for
integrated firms?

巨大事故の賠償ルールと安全投資 Computing the Saddle-Path of Optimal Growth
Model by　Simulating the Bounded Rational
Household's Decision Making

マクロ経済分析

Looking for the Standard Shape of Income
Distribution

Dynamics of Promotion Policies

セッション1-3B（１０３）

Linkage of Intergovernmental Transfer and
Devolution of Power

Canceled

＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

受付場所：第1校舎1階111

11月26日（土）

環境経済分析I

効果的な開発援助－開発援助の選択性、拡散・細
分化・成長促進

セッション1-3A（１０３）

Banking Practice Matters: Financial Contracts,Long-
Run Level and Distribution of Income in the
Presence of Capital market Imperfections

名古屋地域のNOx濃度と経済活動の関係につい
て

Exchange rate risks in a small open economy

セッション1-1B（１０１）

生産性の向上がサプライヤー数に及ぼす影響

産業経済分析
セッション1-5B（１０５）

番組コンテンツの品質と視聴者のサーチ行動

The possibility of socially responsible investment
in Japan: A study on investors’ preferences
about corporate social responsibility

セッション1-5A（１０５）セッション1-4A（１０４）

セッション1-4B（１０４）
ミクロ経済分析

垂直的関連市場における排出削減政策と環境ロ
ビイングについて

自動車分野の環境・エネルギー政策と技術協力

環境経済分析II
セッション1-2B（１０２）

Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＳｅｓｓｉｏｎⅡ

International Trade and Shared Renewable
Resource Management

国際経済分析II

16：40～17：25

17：35-18：30

国内の産業政策と企業の海外アウトソーシング

途上国における失業と賃金の硬直性に関する分
析

Profitable Quantity Competition and Entry of
Another Differentiated Good

　Non Linear Delay Monopoly with Bounded Rationality

家事代替的なサービスへの価格規制と家計の労
働選択および経済厚生

地方環境税の有効性

＜休憩＞

推薦講演　I（北館ホール） 推薦講演　II（北館大会議室）

2011年度日本応用経済学会秋季大会プログラム　　　　　　

Third-Degree Price Discrimination, Network
Externalities, and Market Opening

＜　懇　親　会　＞

公共経済分析I

＜休憩＞



第2日

8：00～ 受付開始
受付場所：第1校舎1階111

8：30-9：50

セッション名

Chair Hiroshi Sakamoto (The International
Centre for the Study of East Asian

Chair 大住圭介（九州大学） 座長 大野裕之(東洋大学) 座長 田中廣滋(中央大学) 座長 藤田康範(慶應義塾大学)

第１報告

Presenter LIN Jianyi(Kyushu University) 報告者 趙　国慶（中国人民大学経済学院) 報告者 阿萬弘行(甲南大学)
森保洋(長崎大学)

報告者 前川俊一(明海大学)・周玉霖(明海大学) 報告者 大平佳男（法政大学）

Discussant Zhang, Yan(Fukuoka Women’s
University）

討論者 外岡 豊（埼玉大学） 討論者 齋藤隆志(九州国際大学) 討論者 国枝繁樹（一橋大学） 討論者 小祝慶紀（東北工業大学）

第２報告

Presenter Wang Tongsan(Chinese Academy of
Social Sciences）

報告者 大住圭介(九州大学)・田鹿　紘(九州大
学)・肖　敏奇(九州大学)

報告者 林田実(北九州市立大学)
大野裕之(東洋大学)

報告者 石田　良（財務省総合政策研究所） 報告者 伊勢公人(海外電力調査会）

Discussant Toichiro Asada(Chuo University) 討論者 内田秀昭（三重大学） 討論者 伊藤 伸介(明海大学) 討論者 宮崎　毅(明海大学） 討論者 松波淳也（法政大学）

10：00-10：25

10：30-12：30 東日本大震災からの日本の課題

講演１ 小黒　一正（一橋大学） 震災に強い日本をどう構築するか－主に財政の視点から

講演２ 原田　泰（大和総研顧問・東京財団上席研究員） 東日本大震災で露呈した日本の弱さ

12：30-13：30

13：30-15：30
セッション名

Chair Noriaki Ezoe（Seinan Gakuin University) 大住康之（兵庫県立大学） 座長 中山惠子（中京大学） 座長 水野谷剛(和光大学) 座長 松波淳也（法政大学）

第１報告

Presenter Asemota Omorogbe Joseph(Kyushu
University)

報告者 畔津憲司(北九州市立大学) 報告者　 神山和美(中央大学) 報告者 川本真哉(新潟産業大学)
齋藤隆志(九州国際大学)

報告者 福山博文（鹿児島大学）

Discussant Tomomi Miyazaki(Toyo University） 討論者 小葉武史(神戸大学) 討論者 坂本純一(中央大学) 討論者 齋藤卓爾(京都産業大学) 討論者 大内田康徳(広島大学)

第２報告

Presenter Takuya Nakaizumi(Kanto Gakuin
University)

報告者 松尾美紀(九州国際大学)
友田康信(神戸市外国語大学)

報告者　 田中廣滋(中央大学) 報告者 張　旭(豊橋技術科学大学)・渋澤博幸(豊
橋技術科学大学)

報告者

Discussant Nobuaki Hori(Kyushu University) 討論者 佐野浩一郎(広島大学) 討論者 今泉博国(福岡大学) 討論者 水野谷剛(和光大学) 討論者

第３報告

Presenter Daisuke Nakamura(The International
Centre for the Study of East Asian
Development)

報告者 山田誠治(神戸大学) 報告者 薮田雅弘（中央大学） 報告者 増田宗人(日本銀行) 報告者 迫　一光（ノースアジア大学）
伊藤健宏(石巻専修大学)

Discussant Osamu Keida（Kumamoto Gakuen
University）

討論者 井本　伸(尾道大学) 討論者 伊勢公人(海外電力調査会） 討論者 浦川邦夫(九州大学) 討論者 赤石秀之（法政大学）

China's economy and Inflation

セッション2-4B（１０４）

Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＳｅｓｓｉｏｎⅢ

11月27日（日）

金融経済分析

再生可能エネルギー導入制度の経済分析

セッション2-2B（１０２）

金融税制が家計の資産選択に与える影響の研究
～マイクロデータによる分析～

Volatility and public information flows: evidence
from disclosure and media coverage in the
Japanese stock market

学会賞授賞式 （会場：北館ホール） 

資源・エネルギー分析

司会　細江守紀（熊本学園大学）・奥野正寛（流通経済大学）　　　　　　　　

セッショ2-1A（１０１）
公共経済分析　II

セッション2-3A（１０３）

Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｓｓｉｏn　IV
セッション2-3B（１０３）

環境経済分析　III

再生可能エネルギーの買取制度の経済分析

セッション2-5A（１０５）

実証・計量分析労働・雇用分析

昼食

都市のネットワークと社会的企業

Rank Order Tournament of Multiple Venders In the
Face of Hold Up Problem

教育支出と人的資本Kuznets曲線 中国と日本おける次世代自動車産業の産業連関
分析 報告キャンセル

Application of Cointegration and Error correction
Model to Tourism Demand in Japan

短期雇用契約を伴う動学的労働需要モデル 持株会社による経営統合と企業リストラクチャリン
グ

使用済み耐久財の不法投棄とリサイクルの経済
分析

環境税を財源とした介護サービス産業への補助政
策が経済に及ぼす影響について-環境、資本蓄積
および厚生への影響を中心に-

Firm location, agglomeration economies and spatial
policy for decentralization

国際経済分析　III

The influence from foreign investors in Chinese
banking industry

Theoretical　Analysis on International Trade and
Technology Diffusion

労働保護規制と労働インセンティブ The management of common pool resources in
tourism destinations: A case study of coral reef
management

Measuring Poverty In Japan During 1989-1999

Child Benefit and Fiscal Burden with Endogenous
Fertility

地域・都市分析

特別セッション （会場：北館ホール） 

贈与・相続税等租税制度の生前贈与と死亡時の
遺産の選択に対する効果

セッション2-1B（１０１） セッション2-5B（１０５）

セッション2-2A（１０２）

FDI spillovers effect, Environmental pollution and
total productivity

セッション2-4A（１０４）

Sustainability and Network Effects in Global Cities


