
2014 年 5 月 20 日  

各 位  

 

2014 年度日本応用経済学会春季大会実行委員長  

徳島大学 内藤 徹  

 

 

2014 年度日本応用経済学会春季大会のご案内  

 

拝啓  

 

風薫る爽やかな季節となりました。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 2014 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 2014 年 6 月 21 日（土）、 22 日（日）の両日にわたり、

徳島大学（常三島キャンパス）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。  

大会 HP を開設しておりますので、会場までのアクセス等の詳細について

は、そちらにてご覧ください。なお、懇親会を 6 月 21 日（土）  18 時より

開催いたします。多数の皆様の出席をお待ちいたしております。  

 

敬具  

 

大会案内サイト  

URL： https: / /sites.google.com/site/ jaae2012springmeeting/  

（学会サイトの大会情報より大会案内サイトにリンクしております。）  



第１日

第１日第１日

第１日

作成時点 14/5/14　

変更

14/6/16

10：30 理事会 会場： 1号館　第2会議室

12：00

受付開始

13：00～14：20

セッション名

Chair

Chongung Kim（Daegu Haany University）

Chair Masayoshi Hayashi (University of Tokyo) 座長 座長 天谷研一（香川大学） 座長 田中廣滋（中央大学）

Presenter Suyeol Ryu(Andong National University)

Iltae Kim(Chonnam National University)

Presenter Frank Prah（Oita University.） 報告者 報告者 松本昭夫（中央大学）

Ferenc Szidarovszky（University of Pecs）

報告者 前田隆二（九州大学）

三浦功（九州大学）

Discussant Yasunori Fujita (Keio University) Discussant Tamotsu Nakamura (Kobe University) 討論者 討論者 中山惠子（中京大学） 討論者 伊ヶ崎大理（日本女子大学）

Presenter SENG PESETH（Kyushu University） Presenter Jamil Seini（Oita University.） 報告者 報告者 宇野木広樹（熊本学園大学） 報告者 林行成（広島国際大学）

セッション1-4A　(3N04)

産業組織I

産業組織I産業組織I

産業組織I

医療サービスの質に関する競争と診療報酬制

度

ミクロ経済学I

ミクロ経済学Iミクロ経済学I

ミクロ経済学I

セッション1-3A　(3N09)

ハブアンドスポーク型航空ネットワークにおける

航空自由化のインセンティブと効率性に関する

比較静学分析

地域経済

地域経済地域経済

地域経済

Discrete and Continuous Dynamics in

Nonlinear Monopolies

Session 1-1A　(3N07) Session 1-2A　(3N08)

English I

English IEnglish I

English I English II

English IIEnglish II

English II

ASYMMETRIC INFORMATION IN COURNOT

DUOPOLIES UNDER RISK-TAKING BEHAVIORS

中村中（(独)国立環境研究所）

渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

櫻井一宏（立正大学）

中山惠子（中京大学）

豊川流域における水資源マネジメントを考慮し

た地域経済分析

2014年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　

2014年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　2014年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　

2014年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　

セッション1-5A　(3N05)

＜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：　1号館3階オープンスペース

6月21日（土）

6月21日（土）6月21日（土）

6月21日（土）

慶田　收（熊本学園大学）

Institution, Foreign Investment and Resource Curse

Evolution of Bank Sector Efficacy in Ghana

電気自動車によるモーダルシフトの可能性に

関する研究

医療用医薬品流通における交渉力と薬価基準

制度

Political Transition and the Investment Behaviour of

Manufacturing Enterprises in Ghana

平澤誠（中京大学）

第１報告

第２報告

渋澤博幸（豊橋技術科学大学）
Presenter SENG PESETH（Kyushu University）

Nobuaki Hori（Kyushu University）

Presenter Jamil Seini（Oita University.） 報告者 報告者 宇野木広樹（熊本学園大学）

平松燈（熊本学園大学）

報告者 林行成（広島国際大学）

丹野忠晋(跡見学園女子大学）

Discussant Ken-ichiro Ikeshita (Kanazawa Univeristy) Discussant Takashi Kihara (Dokkyo University) 討論者 討論者 川崎晃央（鹿児島大学） 討論者 南川和充（南山大学）

14:20～14:30

14：30～15：50

セッション名

Chair Konari Uchida (Kyushu University)　 Chair

Minoru Hayashida (University of Kitakyushu)

座長 座長 丹野忠晋(跡見学園女子大学) 座長 福重元嗣(大阪大学）

Presenter Sangho Kim(Ritsumeikan Asia Pacific

University)

Keunjae Lee(Busan National University)

Presenter Xiaoyi Luo（Kyushu University）

Nobuaki Hori（Kyushu University）

報告者 報告者 花村信也(みずほ証券） 報告者 各務和彦（千葉大学）

Discussant Chikafumi Nakamura (Kyushu University) Discussant Hiroki Unoki (Kumamoto Gakuen University) 討論者 討論者 野崎竜太郎（保健医療経営大学） 討論者 増田淳矢（中京大学）

Presenter Young-Jae Kim(Pusan National

University)

Presenter Masayoshi Hayashi (University of Tokyo)

Shun-ichiro Bessho (keio University)

報告者 報告者 藤倉崇晃（筑波大学）

小川一仁（関西大学）

秋山英三（筑波大学）

報告者 大坂仁（京都産業大学）

Discussant Yasushi Suzuki (Ritsumeikan Asia-Pacific

University)

Discussant Minoru Hayashida (University of Kitakyushu) 討論者 討論者 丹野忠晋(跡見学園女子大学) 討論者 瀧本太郎（九州大学）

16:10～17：00

招待講演 （会場：3N06）     

招待講演 （会場：3N06）     招待講演 （会場：3N06）     

招待講演 （会場：3N06）     

司会 小川　光（名古屋大学）

　

　　

　

演　 題：

演　 題：演　 題：

演　 題： 予算過程におけるエージェンシー問題

講演者：

講演者：講演者：

講演者： 寺井公子（慶應義塾大学）

17:15～17:45

会場： 3N06

3N063N06

3N06

　

18：00～19：30

会場： 生協第一食堂

生協第一食堂生協第一食堂

生協第一食堂

　

Simulation Studies Comparing Dagum and

Singh-Maddala Income Distributions

小澤卓（中央大学）

井田貴志（熊本県立大学）

＜　総　　　会　＞

＜　総　　　会　＞＜　総　　　会　＞

＜　総　　　会　＞

Returns to Scale, Markup and Total Factor

Productivity for the Japanese Manufacturing

Industry

借入契約のもとでのキャッシュフロー情報の開

示について

Does globalization really extinguish minor cultures?:

An endogenous innovation model

風評被害により失われた福島県の旅行便益の

計測

＜　懇　親　会　＞

＜　懇　親　会　＞＜　懇　親　会　＞

＜　懇　親　会　＞

金融ファイナンス

金融ファイナンス金融ファイナンス

金融ファイナンス 実証・計量分析

実証・計量分析実証・計量分析

実証・計量分析

山田光男（中京大学）

The Financial Safety Nets after the 2008 Global

Financial Crisis: Two Issues in Korea

Intensive Margins, Extensive Margins, and Spousal

Allowances in the Japanese System of Personal

Income Taxes: A Discrete Choice Analysis

離島地域における観光の経済分析 仲介者取引と直接取引の選択　-トレーダーの

個人特性の影響-

中国の地域間所得格差‐産業構造変化と労働

生産性からの一考察‐

観光・旅行の分析

観光・旅行の分析観光・旅行の分析

観光・旅行の分析

第１報告

第２報告

牛房義明（北九州市立大学）

野原克仁（北星学園大学）

生川雅紀（岡山大学）

渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

宮田　譲（豊橋技術科学大学）

櫻井一宏（立正大学）

＜＜休憩＞＞

Session 1-1B　(3N07) Session 1-2B　(3N08) セッション1-3B　(3N09) セッション1-4B　　(3N04) セッション1-5B　(3N05)

English III

English IIIEnglish III

English III English IV

English IVEnglish IV

English IV



2014年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　

2014年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　2014年度日本応用経済学会春季大会プログラム　　　　　　

2014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＞

第2日

第2日第2日

第2日

8：30～

受付開始

受付場所：1号館3階オープンスペース

9：00～10：20

セッション名

座長 大住圭介(福岡女子大学） 座長 佐藤秀樹（九州産業大学） 座長

報告者 西村一彦（日本福祉大学） 報告者 吉田友紀（九州大学）

三浦功（九州大学）

報告者

討論者 伊ヶ崎大理（日本女子大学） 討論者 佐藤秀樹（九州産業大学） 討論者

報告者 和泉真美（九州大学） 報告者 藤澤千栄子（京都大学） 報告者

討論者 大坂仁（京都産業大学） 討論者 小川一仁（関西大学） 討論者

10：30－11：00

11:10～12:00

招待講演 （会場：3N06）     

招待講演 （会場：3N06）     招待講演 （会場：3N06）     

招待講演 （会場：3N06）     

司会 焼田　党（名古屋市立大学）

Can a minimum wage hike decrease an

unemployment rate?

山口雅生(大阪経済大学）

中村保（神戸大学）

セッション2-3A　(3N09)

マクロ経済学II

マクロ経済学IIマクロ経済学II

マクロ経済学II

安岡匡也（関西学院大学）

介護サービスの価格はどうあるべきか？

山口雅生(大阪経済大学）

パネルディスカッション　（３N05）

パネルディスカッション　（３N05）パネルディスカッション　（３N05）

パネルディスカッション　（３N05）

タイトル「学術雑誌が求めるもの，求められるもの」

タイトル「学術雑誌が求めるもの，求められるもの」タイトル「学術雑誌が求めるもの，求められるもの」

タイトル「学術雑誌が求めるもの，求められるもの」

コーディネーター 内藤 徹（徳島大学）

パネリスト

１． 山田光男（中京大学）：「応用経済学研究」編集委員長

２． 多和田眞（愛知学院大学）「地域学研究」・編集委員長・日本応用経済学会会長

３． 林正義（東京大学）：「経済政策ジャーナル」編集委員，「財政研究」元編集委員

                               　「地方財政学会研究叢書」編集委員

４． 宮田譲（豊橋技術科学大学）：「環境共生」学術・編集委員長

学会賞授与式（会場：3N06）

学会賞授与式（会場：3N06）学会賞授与式（会場：3N06）

学会賞授与式（会場：3N06）

セッショ2-1A　(3N07)

ミクロ経済学II

ミクロ経済学IIミクロ経済学II

ミクロ経済学II

セッション2-2A　(3N08)

差別化された財を供給する複占企業の特許戦略

スピンオフ企業の行動規範と親企業の出資戦略

グローバル化と産業構造の変化が経済成長に与え

る影響

マクロ経済学I

マクロ経済学Iマクロ経済学I

マクロ経済学I

6月22日（日）

6月22日（日）6月22日（日）

6月22日（日）

世代重複モデルにおける世代間衡平と長期人口計

画

坂上智哉（熊本学園大学）

第１報告

第２報告

招待講演 （会場：3N06）     

招待講演 （会場：3N06）     招待講演 （会場：3N06）     

招待講演 （会場：3N06）     

演　 題：

演　 題：演　 題：

演　 題： 東日本大震災復興に関する経済学的な論点整理について

講演者：

講演者：講演者：

講演者： 齊藤　誠　(一橋大学）

12：00-13：00 昼食

13：00-15：40

セッション名

座長 岡村 誠（広島大学） 座長 別所俊一郎（慶応義塾大学） 座長 座長 薮田雅弘（中央大学） 座長 水野谷　剛（筑波大学）

報告者 福間比呂志（熊本学園大学） 報告者 林田実（北九州市立大学）

大野裕之（東洋大学）

安岡匡也（関西学院大学）

報告者 報告者 橋本浩幸（兵庫県立大学） 報告者 梶田知沙（九州大学）

討論者 川端 康(名古屋市立大学) 討論者 難波了一（内閣府経済社会総合研究所） 討論者 討論者 大森達也（中京大学） 討論者 大内田康徳（広島大学）

報告者 善如悠介（神戸大学） 報告者 中澤克佳（東洋大学） 報告者 報告者 平澤誠（中京大学） 報告者 森大建（九州大学）

討論者 岡村 誠（広島大学） 討論者 浦川邦夫(九州大学） 討論者 討論者 大住康之（兵庫県立大学） 討論者 福山博文（鹿児島大学）

報告者 村尾徹士（九州大学） 報告者 姉川恭子（九州大学）

浦川邦夫（九州大学）

報告者 報告者 大森達也（中京大学） 報告者 羅集広（湖南科技大学）

討論者 新井泰弘(高知大学） 討論者 矢野眞和（桜美林大学） 討論者 討論者 橋本浩幸（兵庫県立大学） 討論者 時政勗（広島修道大学）

報告者 雨宮祐樹（大阪大学）

討論者 森谷文利（神戸市外国語大学）

第４報告

Convertible debt with costly communication

Parents' life and Children's life:　Public health,

Public education　and Human capital formation

中国における大気汚染規制の実効性と経済発

展への影響―産業連関表分析を用いる―

弘田祐介（大阪市立大学）

安岡匡也（関西学院大学）

出生率、子育て支援政策と所得再分配

On A Role of Public Pension and Cost of

Fertility in An Endogenously

Growing OLG Economy with Human Capital

Accumulation

不完全競争市場における最適な環境政策手段

マクロ経済学III

マクロ経済学IIIマクロ経済学III

マクロ経済学III

池下研一郎（金沢大学）

内田秀昭（三重大学）

友田康信（神戸市外国語大学）

北浦康嗣（法政大学）

Industry Dynamics with R&D and Firing Costs The effect of cultural capital on academic

achievement and learning motivation at colleges

High Profitability of Low Quality Firm in Two-Sided

Markets

営利・非営利訪問介護事業者の地域参入の実証分

析

児童労働、乳幼児死亡率と経済発展との関係

についての一考察

Child Labor and Capital Accumulation in

Developing Economy

産業組織II

産業組織II産業組織II

産業組織II

セッション2-3B　(3N09)

菅原晃樹（名古屋学院大学）

貿易VS. オフショアリング－海外寡占市場における

企業の生産地域と生産方法の意思決定－

DSGEモデルを用いた、消費税増税がわが国の経済

に与える影響の分析

セッション2-5B　　(3N05)

環境改善技術採択協定の効果

セッション2-4B　　(3N04)

環境分析

環境分析環境分析

環境分析児童労働

児童労働児童労働

児童労働

セッション2-1B　(3N07) セッション2-2B　(3N08)

Nutritional efficiency wage of child labour:

theory and policy implication

焼田　党（名古屋市立大学）

第１報告

第２報告

第３報告

財政

財政財政

財政


