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2014 年度日本応用経済学会秋季大会実行委員長
中央大学

薮田 雅弘

2014 年度日本応用経済学会秋季大会のご案内

拝啓
錦秋の候、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 2014 年度秋季大会を、同封のプログラムにありますよう
に、2014 年 11 月 15 日（土）、16 日（日）の両日にわたり、中央大学（多摩キャンパス）
で開催いたします。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「会場等のご案内」、
「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」をご覧ください。
なお、懇親会を 11 月 15 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

会場等のご案内
1. 受付について
「7 号館 1 階ホール」にて、11 月 15 日（土）は午前 11 時 30 分から、11 月 16 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、受付にて大会参加費 2,000 円を徴収させていただきます。また懇親会にご参加
の方は、懇親会費 2,000 円を徴収させて頂きます。
2. 宿泊について
ホテル等の宿泊施設は、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。
近隣では、立川、多摩センター周辺にホテルもございますが、都心でも 1 時間圏内で
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
大会 1 日目の 11 月 15 日（土）は、特に用意はしておりません。生協食堂がご利用に
なれます。
大会 2 日目の 11 月 16 日（日）は、生協食堂は閉店しております。なお、周辺には、
食堂がありませんので、お手数ですが、最寄りのお店でお弁当をお買い求めるか、あ
るいは、モノレール駅にコンビニがございますので、そちらでお買い求めください。
先生方にはご不便をおかけいたしますが、なにとぞよろしくご高配のほどお願いし
ます。
休憩室（7103：7 号館 1 階）では茶菓を用意いたしておりますので、ご利用ください。
4. 報告者・討論者の皆様へ
（1）

会場では、PC を用意しており、プロジェクターが使用できます。パソコンは
Windows 7 のみで、Office2007（Word, Excel, PowerPoint）, PDF が対応していま
す。USB メモリは使用できますが、OS やソフトウエアのバージョンその他の
問題には個別に対応できませんので、必要な場合は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。

（2）

配布論文等は、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

中央大学多摩キャンパス
〒192-0393

経済学部棟（7 号館）

東京都八王子市東中野 742-1

（２）交通機関
多摩キャンパスへのアクセスガイド

多摩モノレール『中央大学・明星大学駅』から徒歩 1 分（会場（7 号館）まで
は 7-8 分程度かかります）。
※モノレールは下記の駅から接続しております。モノレールの利用が最も便
利です。
・JR 中央線「立川駅」
・京王線「高幡不動駅」「多摩動物公園」
・小田急線・京王線「多摩センター駅」
関連する URL

多摩モノレール
京王電鉄

http://www.tama-monorail.co.jp/

http://www.keio.co.jp/
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日 本 応 用 経 済 学 会
2014年度秋季大会プログラム
2014年11月15日（土）・16日（日）
会場：中央大学（多摩キャンパス）

2014 年度日本応用経済学会秋季大会プログラム
＜報告時間 30 分、討論はフロアからの質疑も含めて 10 分＞

第1日

11 月 15 日(土曜日)

理事会

会場:1410

受付

受付時間
受付場所

午後の部(１)

10:30～12:00

11:30～
7 号館 1 階ホール

12:30～13:50

セッション 1－1A

(7202)

12:30～13:50

Chair:YasushiSuzuki
(Ritsumeikan Asia Pacific University)

English Session Ⅰ
The Labor Market for College Professors in Korea
Presenter: Jaewoo Ryoo (Kookmin University)
Discussant: Hiroshi Futamura (Hiroshima University)
Pupil’s Education Outcome in Kenya Public Primary Schools and Locally Hired
Teachers’ Performance
Presenter: Ayako Wakano (Osaka University)
Discussant: Daichi Shimamoto (Waseda University)

セッション 1‐2A
公共資本と成長

(7203)

12:30～13:50

座長:三宅伸治(西南学院大学)

Regional Infrastructure and Economic Growth
報告者:北浦康嗣(法政大学)
玉井寿樹(近畿大学)
討論者:上口晃(名古屋大学)
Public Capital Accumulation, Income Transfers, and Fiscal Sustainability
報告者:上口晃(名古屋大学)
小川光(名古屋大学)
討論者:平賀一希(東海大学)

セッション 1‐3A
震災の経済学

(7205)

12:30～13:50

座長:前川俊一(明海大学)

Estimatingthe mitigation effect of the Tokai Earthquake measures on private housing:
A Program Evaluation Approach
報告者:宮崎毅(九州大学)
大谷竜(産業技術総合研究所)
大野大地(応用 RMS)
高杉剛(応用 RMS)
山田敏博(応用 RMS)
討論者:小黒一正(法政大学)
三河湾における南海トラフ地震の経済効果の計測
報告者:上井啓太(豊橋技術科学大学)
渋澤博幸(豊橋技術科学大学)
宮田譲(豊橋技術科学大学)
討論者:石塚孔信(鹿児島大学)

セッション 1‐4A
マクロ経済学Ⅰ

(7211)

12:30～13:50

座長:尾崎タイヨ(京都学園大学)

Consumer Inflation Expectations in Japan and Empirical Tests
報告者:中平千彦(諏訪東京理科大学)
討論者:薮田雅弘(中央大学)
小国開放経済における失業と為替の関係
報告者:中村周史(九州大学)
討論者:中田真佐男(成城大学)

セッション 1‐5A
ミクロ経済学Ⅰ

(7102)

12:30～13:50

座長:赤羽根靖雅(福岡大学)

Existence and Uniqueness of Equilibrium in Asymmetric Contests with Interdependent
Preferences
報告者:平井秀明(西南学院大学)
討論者:天谷研一(香川大学)
二重マッチングと雇用契約
報告者:眞田英明(九州大学)
三浦功(九州大学)
討論者:荒川潔(大妻女子大学)

特別セッション 1‐6A
公共政策

(6103)

12:30～15:20

座長:田中廣滋(中央大学)

イノベーションと社会的企業
報告者:米田篤裕(矢崎財団)
神山和美(鉄道・運輸機構)
再生可能エネルギー政策
報告者:薮田雅弘(中央大学)
伊勢公人(海外電力調査会)
13:50～14:00 ＜コーヒーブレイク＞
公民協働
報告者:田中廣滋(中央大学)
グローバル化と政府の役割
報告者:宮野俊明(九州産業大学)

特別セッション 1‐7A
応用ミクロ経済

(6203)

12:30～16:00

座長:細江守紀(熊本学園大学)

知的財産権の設計
報告者:中泉拓也(関東学院大学)
企業と雇用
報告者:増井淳(創価大学)
13:50～14:00

＜コーヒーブレイク＞

政治的エージェンシーモデル
報告者:堀宣昭(九州大学)
企業の経済学
報告者:飯島裕胤(弘前大学)
限定合理性と法ルール
報告者:佐藤茂春(長崎ウエスレヤン大学)
細江守紀(熊本学園大学)

13:50～14:00

コーヒーブレイク

(休憩室７１０３)

午後の部(２)

14:00～16:00

Session 1‐1B
English SessionⅡ

(7202)

14:00～16:00

Chair: Mototsugu Fukushige (Osaka University)

A Utilitarian Approach of the Rawls’s Difference Principle
Presenter: Hyeok Yong Kwon（Korea University）
Hang Keun Ryu (Chung Ang University)
Discussant: Takuro Miyamoto (Ministry of Finance)
Consumers are not like firms in the credit market
Presenter: Meeroo Kim (Columbia University),
Keunkwan Ryu (Seoul National University)
Discussant: Yasunori Fujita (Keio University)
Nonlinear Dynamics in Japan’s Financial and Economic Returns Volatilityfrom GARCH
and SV Models
Presenter: Bala Dahiru Abdullahi (Kyushu University)
Taro Takimoto (Kyushu University)
Discussant: Minoru Hayashida (Kitakyushu University)

Session 1‐2B
English SessionⅢ

(7203)

14:00～16:00

Chair:Takashi Kihara(Dokkyo University)

R&D, Foreign Ownership, and Integration of Firms: Evidence from Japanese Firms
Presenter: Hyeog Ug Kwon (Nihon University)
Jungsoo Park (Sogang University)
Discussant: Keiko Ito (Senshu University)
Adapting to the Weather: Lessons from U.S. History
Presenter: Hoyt Bleakley (University of Michigan and NBER)
SokChul Hong (Sogang University)
Discussant: Daisuke Nakamura (Fukuoka Women's University)
Hold-up Problem in Price Cap Regulation with Limited Ability of Commitment in High
Inflation
Presenter: Takuya Nakaizumi (Kanto Gakuin University)
Discussant: Nobuaki Hori (Kyushu University)

セッション 1‐3B
企業経済学Ⅰ

(7205)

14:00～16:00

座長:後藤剛史(南山大学)

(仮)企業内における最適なタスクデザイン〜情報収集業務と実行業務の統合と分離〜
報告者:熊谷啓希(九州大学)
討論者:丹野忠晋(跡見学園女子大学)
コーポレートガバナンスと会計情報―株主による経営者のモニタリングと経営者が
開示する会計情報との関係について
報告者:花村信也(みずほ証券)
討論者:野崎竜太郎(保健医療経営大学)
MBO による株式非公開化のパフォーマンス改善効果に関する実証分析
報告者:川本真哉(福井県立大学)
河西卓弥(熊本県立大学)
討論者:高橋陽二(岐阜聖徳学園大学)

セッション 1‐4B
家族の経済学Ⅰ

(7211)

14:00～16:00

座長:橋本浩幸(兵庫県立大学)

男女賃金格差と出生率の変化
報告者: 焼田党(名古屋市立大学)
討論者: 浦川邦夫(九州大学)
家族資源が及ぼす子どもの発達への影響
報告者: 野崎祐子(熊本学園大学)
松浦克己(広島大学)
討論者: 水落正明(南山大学)
Time-adjusted poverty among working households in Japan
報告者:石井加代子(慶応義塾大学)
浦川邦夫(九州大学)
討論者:山田篤裕(慶応義塾大学)

特別セッション 1‐5B
経済成長

(7102)

14:00～16:00

座長:大住圭介(福岡女子大学)

地球環境と経済成長
報告者:伊ケ崎大理(日本女子大学)
経済成長と不平等
報告者:中村保(神戸大学)
グローバリゼーションと経済成長
報告者:池下研一郎(金沢大学)

セッション 1‐6C
環境政策

(6103)

15:20～16:00

座長: 慶田收（熊本学園大学）

Optimal policies for international recycling between developed and developing
countries
報告者: 本間聡(東海大学)
討論者: 前鶴政和(大阪経済法科大学)

特別セッション 1‐8B
地域と経済発展

(6204)

14:00～16:00

座長:多和田眞(愛知学院大学)

環境汚染と地域の集積
報告者:内藤徹(徳島大学)
戦略的貿易政策と FTA
報告者:大川隆夫(立命館大学)
小国経済発展モデルにおける経済発展政策
報告者:多和田眞(愛知学院大学)

16:00～16:10

＜コーヒーブレイク＞

招待講演(7101)16:10～17:10
演

休憩室:7103

司会:浅田統一郎(中央大学)

題:日本の大停滞とアベノミクス
講演者:若田部昌澄(早稲田大学)

会長講演(7101)17:20～18:20
演

司会:中村保(神戸大学)

題:内生的成長論の潮流と課題
講演者:大住圭介(福岡女子大学)

18:30～20:00＜ 懇
会場:教職員食堂

親

会

＞

第2日
受

付

11 月 16 日(日曜日)
受付時間
受付場所

午前の部

8:30～
7 号館 1 階ホール

9:00～10:20

セッショ 2‐1A
環境経済学Ⅰ

(7202)

9:00～10:20

座長:小出秀雄(西南学院大学)

産業集積における排出問題と技術進歩
報告者:劉金昊(九州大学)
討論者:池下研一郎(金沢大学)
公共財供給に副次的便益が伴う場合の国際環境協定-繰り返しゲームによる考察
報告者:高島伸幸(九州大学)
討論者:鈴木豊(法政大学)

セッション 2‐2A
ミクロ経済学Ⅱ

(7203)

9:00～10:20

座長:三浦功(九州大学)

Output Taxes and Emission Taxes for Promoting Advanced Abatement Technology
報告者:青山直人(青森公立大学)
討論者:大内田康徳(広島大学)
The Welfare Effects of Oligopolistic Third-Degree Price Discrimination When Own and
Cross Price Elasticities Are Constants
報告者:安達貴教(名古屋大学)
海老名剛(信州大学)
討論者:池田剛士(大東文化大学)

セッション 2‐3A
産業組織Ⅰ

(7204)

9:00～10:20

座長:大川隆夫(立命館大学)

Profitable Competition: a multi-product firm case
報告者:猪俣賢太郎(大阪大学)
討論者:石井光(関西大学)
耐久財を供給する複占企業の特許戦略－販売かレンタルか
報告者:藤澤千栄子(京都大学)
討論者:加藤浩(西南学院大学)

セッション 2‐4A
企業経済学Ⅱ

(7205)

9:00～10:20

座長:下田真也(九州産業大学)

ESG 情報開示による株主資本コストの低減効果に関する実証分析
報告者:宝田晋介(大日本印刷株式会社)
森田充(青山学院大学)
討論者:野方大輔(佐賀大学)
企業の私的整理における再建計画合意ルールの比較分析
報告者:吉田友紀(九州大学)
討論者:和田美憲(同志社大学)

セッション 2‐5A
ネットワーク経済

(7211)

9:00～10:20

座長:楠田康之(日本福祉大学)

Aviation Route Network Competition Game: The Case of Japanese Airlines (ANA vs. JAL)
報告者:井上寛規(京都大学)
坂上智哉(熊本学園大学)
加藤康彦(熊本学園大学)
討論者:穂刈享(慶応義塾大学)
放送と SNS の連携によるザッピング行動の変化
報告者:永星浩一(福岡大学)
討論者:井上寛規(京都大学)

セッション 2‐6A
マクロ経済学Ⅱ

(7101)

9:00～10:20

座長:松本昭夫(中央大学)

ゼロ金利下における混合型のインフレ期待仮説とマッカラム・ルールのマクロ動学
報告者:青木慎(中央大学)
討論者:室和伸(姫路獨協大学)
賃金上昇と金融緩和が雇用と物価にもたらす効果
報告者:松本直樹(追手門学院大学)
討論者:浅田統一郎(中央大学)

特別セッション 2‐7A
環境政策Ⅰ

(7102)

9:00～10:20

座長:薮田雅弘(中央大学)

環境問題と国際協調政策
報告者:前鶴政和(大阪経済法科大学)
行動経済学とエネルギー消費
報告者:依田高典(京都大学)
牛房義明(北九州市立大学)

10:20～10:30

推薦講演Ⅰ(7101)
演

＜コーヒーブレイク＞

10:30～11:25

休憩室:7103

司会:堀宣昭(九州大学)

題:格差・貧困研究の動向と課題
講演者:浦川邦夫(九州大学)

推薦講演Ⅱ(7101)
演

11:30～12:25

司会:多和田眞(愛知学院大学)

題:A Generalized Model of Trade with Resource-use and Pollution
講演者:柳瀬明彦(名古屋大学)

昼食 (休憩室: 7103) 12:25～13:30
＊（お弁当は用意しておりませんので各自ご用意ください。モノレール駅にコンビニはございます）

午後の部

13:30～16:10

セッション 2‐1B
環境経済学Ⅱ

(7202)

13:30～14:50

座長:松波淳也(法政大学)

Environmental investment in a differentiated duopoly: The case of cleaner production
technology
報告者:大内田康徳(広島大学)
岡村誠(広島大学)
折登由希子(広島大学)
討論者:青山直人(青森公立大学)
廃棄物排出を考慮した消費者行動の比較静学分析
報告者:赤石秀之(法政大学)
討論者:福山博文(鹿児島大学)

セッション 2‐2B
家族の経済学Ⅱ

(7203)

13:30～15:30

座長:坂上智哉(熊本学園大学)

Grandparental child care, child allowance, and fertility
報告者:宮澤和俊(同志社大学)
討論者:安岡匡也(関西学院大学)
Pensions and Wages in Japan
報告者:三好向洋(愛知学院大学)
討論者:濱秋純哉(法政大学)
子の死亡率低下に対する援助が経済発展に与える効果
報告者:弘田祐介(大阪市立大学)
三原裕子(岡山理科大学)
討論者:友田康信(神戸市外国語大学)

セッション 2‐3B
産業組織Ⅱ

(7204)

13:30～14:10

座長:北村紘(京都産業大学)

Product Differentiation and Entry Timing in a Continuous Time Spatial Competition
Model
報告者:海老名剛(信州大学)
松島法明(大阪大学)
清水大昌(学習院大学)
討論者:青木玲子(一橋大学)

特別セッション 2‐3C
市場戦略

(7204)

14:10～16:10

座長:青木玲子(一橋大学)

最近のイノベーションと市場戦略 (再生医療など)
報告者:青木玲子(一橋大学)
情報技術産業における企業の合併・買収戦略について(仮)
報告者:海老名剛(信州大学)
排他条件付取引のイノベーション促進効果の理論的分析
報告者:北村紘(京都産業大学)

特別セッション 2‐4B
企業行動

(7205)

14:00～16:00

座長:内田交謹(九州大学)

企業の M&A 行動
報告者:齋藤隆志(明治学院大学)
企業の情報公開と株価
報告者:阿萬弘行(甲南大学)

企業の資本構成・ペイアウト政策
報告者:内田交謹(九州大学)

特別セッション 2‐5B
流通経済

(7211)

13:30～16:10

座長:成生達彦(京都大学)

チャネル間における価格－数量競争
報告者:成生達彦(京都大学)
鈴木浩孝(静岡文化芸術大学)
川上企業による株式取得の経済効果
報告者:池田剛士(大東文化大学)
高需要期の低価格
報告者:岡村誠(広島大学)
鈴木浩孝(静岡文化芸術大学)
上限価格規制とシュタッケルベルグ・リーダーシップ
報告者:湯本裕司(南山大学)

特別セッション 2‐6B
財政

(7101)

13:30～16:10

座長:林正義(東京大学)

課税と給付(仮)
報告者:林正義(東京大学)
日本の法人税改革(仮)
報告者:布袋正樹(関西国際大学)
公的年金に関する研究の方向性(仮)
報告者:安岡匡也(関西学院大学)
地方財政(仮)
報告者:山下耕治(福岡大学)

特別セッション 2‐7B
環境政策Ⅱ

(7102)

13:30～15:30

座長:薮田雅弘(中央大学)

観光と環境保全の経済学
報告者:薮田雅弘(中央大学)
環境問題における当事者間交渉の可能性について
報告者:後藤大策(広島大学)
廃棄物管理に関する最近のテーマ
報告者:佐々木創(中央大学)

