
2015 年 10 月 16 日  

会員各位  

 

2015 年度日本応用経済学会創立 10 年記念大会実行委員長  

獨協大学 木原隆司  

 

 

2015 年度日本応用経済学会創立 10 年記念大会（秋季大会）のご案内  

 

拝啓  

仲秋の候、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、ご承知の通り、日本応用経済学会は創立 10 年目を迎えました。そこ

で今年度秋季大会は学会創立 10 年記念大会として開催する運びとなりまし

た。同封の大会プログラムにありますように 2015 年 11 月 14 日（土）、 15

日（日）の両日にわたり、獨協大学にて開催いたします。節目の記念すべき

大会ですので、この機会に皆様の多数のご参加を心よりお待ちいたしており

ます。  

ご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」

を、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 14 日（土）  18 時 15 分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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会場等のご案内会場等のご案内会場等のご案内会場等のご案内  

 

1．  受付について  

獨協大学東棟 1 階ホールにて、 11 月 14 日（土）は 12 時 00 分から、 11

月 15 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いますようお願いいたします。

上野駅周辺に多くのホテルがございます。上野駅から会場までは、東京メト

ロ日比谷線北千住駅下車後、東武スカイツリーラインに乗換え松原団地駅下

車後徒歩 5 分です。  

 

3．  昼食について  

 昼食につきましては、勝手ながら各自でご手配くださいますようお願いい

たします。14 日（土）はキャンパス内の学生食堂が利用できますが、 15 日

（日）は利用できません。大学周辺のコンビニや飲食店等をご利用ください。 

 

4．報告者・討論者の皆様へ  

（ 1）会場に設置されたパソコンの OS は Windows 7 で、Office2013 が対

応しています。念のため保存ファイル形式を 2013 用にして実行時の

挙動を確認したものもご用意ください。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（ Mac をお使いの場合には、接続コネクタ（ RGB 変

換コネクタ）を一緒にお持ち下さい）。  

（ 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会場へのアクセス方法ならびに交通機関会場へのアクセス方法ならびに交通機関会場へのアクセス方法ならびに交通機関  



 

 

 

 

学会会場（東棟） 



 

会会会会    場場場場    （獨協大学（獨協大学（獨協大学（獨協大学東東東東棟）棟）棟）棟）    案案案案    内内内内  

 

 

 

会場会場会場会場入口入口入口入口、、、、受付受付受付受付（（（（東東東東棟棟棟棟１階１階１階１階））））  
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第１日

第１日第１日

第１日

11:00～ 理事会 会場： 東棟5階 E513

12:00～

受付開始

13:00～14:20

セッション名

Chair Kunio Urakawa (Kyushu University) Chair Tatsuya Omori (Chukyo University) 座長 慶田收（熊本学園大学） 座長 宮澤和俊（同志社大学） 座長 福山博文（鹿児島大学） 座長 細江守紀（熊本学園大学）

Presenter GISEUNG KIM (Pusan National

University)

Presenter Daisuke Nakamura (Fukuoka

Women’s University)

報告者 金承華(中央大学) 報告者 焼田党(名古屋市立大学)

山本陽子(名古屋市立大学)

報告者 梶田知沙(九州大学)

藤田敏之(九州大学)

報告者 大野正久(熊本大学)

Discussant KEUNKWAN RYU (Seoul National

University)

Discussant Tohru Naito (Tokushima University.) 討論者 松波淳也(法政大学) 討論者 山重慎二(一橋大学) 討論者 前鶴政和（大阪経済法科大学） 討論者 川地啓介(三重大学)

Presenter KEUNKWAN RYU (Seoul National

University)

SANGUK KIM(University of

Arizona)

Presenter Ryo Ishida (Policy Research

Institute, Ministry of Finance)

報告者 田中廣滋(中央大学) 報告者 内田雄貴(大阪大学) 報告者 高島伸幸(九州大学) 報告者 木原隆司(獨協大学)

Discussant Kunio Urakawa (Kyushu University) Discussant Yasushi Asako (Waseda University) 討論者 盛田富容子(中央大学) 討論者 焼田党(名古屋市立大学) 討論者 境和彦（久留米大学） 討論者 小黒一正(法政大学)

14:20～14:30

＜＜休憩

Aging society, accessibility, and reorganization

of spatial economic system

Effects of High School Curriculum on Youth

Labor Market

Vote with their donations: An explanation about

crowding-in of government provision of public

goods

2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（秋季大会）プログラム　　　　　　

2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（秋季大会）プログラム　　　　　　2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（秋季大会）プログラム　　　　　　

2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（秋季大会）プログラム　　　　　　

セッション1-6A (E502)

＜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：東棟（E棟）１階フロア

11月14日（土）

11月14日（土）11月14日（土）

11月14日（土）

セッション 1-3A (E507) セッション1-4A (E509)

特別セッション：Economic Analysis of

特別セッション：Economic Analysis of特別セッション：Economic Analysis of

特別セッション：Economic Analysis of

Secession and Integration 1

Secession and Integration 1Secession and Integration 1

Secession and Integration 1

地域・都市分析

地域・都市分析地域・都市分析

地域・都市分析

セッション1-5A (E511)

環境分析１

環境分析１環境分析１

環境分析１

Session 1-1A (E503) Session 1-2A (E505)

English session I

English session IEnglish session I

English session I English session II

English session IIEnglish session II

English session II 人口動態の分析

人口動態の分析人口動態の分析

人口動態の分析

Democratic Procedures for Secession:

中国における森林資源管理についての経済分

析

地域的な協力関係も持つ2つの国際環境協定：

繰り返しゲームによる分析

Education, Social Mobility, and Talent Mismatch

Fertility, Gender Wage Gaps and Effects of

Subsidies to Child-Care Services

Finance System as Global Public Goods and

the Regeneration of Global Communities

Secession and Fiscal PolicyThe Impact of Uncertainty on International

Technology Agreements for Mitigating Climate

Change

「国の大きさ」に関する実証分析

第１報告

第２報告

Employment Instability in Korean Labor Market

14:20～14:30

＜＜休憩

＞＞

14:30～15:50

セッション名

Chair JAEWOO RYOO(Kookmin University) 座長 赤木博文（名城大学） 座長 赤羽根靖雅（福岡大学） 座長　 焼田党(名古屋市立大学) 座長 石塚孔信（鹿児島大学）

報告者 佐藤茂春(長崎ウエスレヤン大学)

討論者　 小川光(東京大学)

Presenter BIUNG-GHI JU (Seoul National

University)

JUAN D. MORENO-TERNERO

報告者 池田康弘(熊本大学) 報告者 中泉拓也(関東学院大学)

矢野聡(地銀ネットワーク株式会社)

報告者 松浦司(中央大学)

影山純二(明海大学)

報告者 劉金昊(九州大学)

Discussant Kazuki Hiraga (Tokai University) 討論者 座主祥伸(関西大学) 討論者 堀宣昭(九州大学) 討論者　 山口雅生（大阪経済大学） 討論者　 中村保(神戸大学)

Presenter HYEOK YONG KWON(Korea

University)

EUNJU CHI(Korea University)

HANG KEUN RYU (Chung Ang

University)

報告者 湯川洋久(四国学院大学) 報告者 堀宣昭(九州大学) 報告者 野崎祐子(経済産業研究所)

松浦克己(広島大学)

報告者 柘植隆宏(甲南大学)

久保雄広(国立環境研究所 生物・生

態系環境研究センター)

庄子康(北海道大学)

栗山浩一(京都大学)

Discussant Kazuhiko Kakamu (Kobe University) 討論者 石田貴士（千葉大学） 討論者 後藤剛史（南山大学） 討論者 小葉武史(熊本学園大学) 討論者 大床太郎(獨協大学)

15:50～16:00 ＜＜休憩＞＞

16:00～18:00

学会創立10年記念シンポジウム (会場：E202)

学会創立10年記念シンポジウム (会場：E202)学会創立10年記念シンポジウム (会場：E202)

学会創立10年記念シンポジウム (会場：E202)

司会 高畑純一郎（獨協大学）

挨拶

大住圭介（日本応用経済学会会長）

報告演題： 「日本財政の選択－消費税引上げ」 報告者・パネリスト：小黒一正（法政大学）

「社会保障制度の課題と財政・経済成長への影響」 報告者・パネリスト：加藤久和（明治大学）

「世代間公平確保基本法について」 報告者・パネリスト：國枝繁樹（一橋大学）

報告後、パネルディスカッション

18:15～19:45

会場： 東棟（E棟）５階展望ラウンジ

　

Political Cleavages and Political Polarization in

Korea

宗教の経済学－世俗化は日本のあるキリスト教

教派の教勢を減らすか－

Democratic Procedures for Secession:

Referendum for Referendums

環境規制が産業集積に与える影響

海洋生態系保全に対する選好の分析

環境分析２

環境分析２環境分析２

環境分析２育児の経済分析

育児の経済分析育児の経済分析

育児の経済分析

A Model of Misallocation of Talent with Self-

Fulfilling Expectations

Does Overparenting Make Child Happy?  An

Economic Analysis

セッション1-4B (E509) セッション1-5B (E511)

The Gender Difference in the Burden of Having

Children: Evidence from Life Satisfaction Data

再保険市場のソフトな予算制約問題を緩和する

メカニズム

「人口減少・高齢社会における持続可能な財政の在り方」

裁判における裁判官の関与とその影響CHOOSING TAX SCHEMES BEHIND A VEIL OF

IGNORANCE

第４報告

法と宗教の経済学

法と宗教の経済学法と宗教の経済学

法と宗教の経済学 ミクロ経済分析

ミクロ経済分析ミクロ経済分析

ミクロ経済分析English session III

English session IIIEnglish session III

English session III

セッション 1-2B (E505)Session 1-1B (E503) セッション 1-3B (E507)

＜　懇　親　会　＞

＜　懇　親　会　＞＜　懇　親　会　＞

＜　懇　親　会　＞

第３報告

18:15～19:45

会場： 東棟（E棟）５階展望ラウンジ

＜　懇　親　会　＞

＜　懇　親　会　＞＜　懇　親　会　＞

＜　懇　親　会　＞



2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（秋季大会）プログラム　　　　　　

2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（秋季大会）プログラム　　　　　　2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（秋季大会）プログラム　　　　　　

2015年度日本応用経済学会創立10年記念大会（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：東棟（E棟）１階フロア

9:00～11:00

セッション名

Chair

Masaya Yasuoka (Kwansei Gakuin

University)

座長 玉井寿樹（近畿大学） 座長 福重元嗣（大阪大学） 座長 佐藤茂春（長崎ウエスレヤン大学） 座長 中村周史(中央大学)

Presenter Kazuto Masuda (Bank of Japan) 報告者 上品満(神戸大学)

中村保(神戸大学)

報告者 富岡淳(青森公立大学) 報告者 大内田康徳(広島大学) 報告者 米田英徳(九州大学)

中村周史(中央大学)

Discussant Yurika Shiozu (Aichi University) 討論者 池下 研一郎(金沢大学) 討論者 戸田淳仁(リクルートワークス研究所) 討論者 小川健(専修大学) 討論者 石川雅也(東京経済大学)

Presenter Priynga Dunusinghe (University of

Colombo)

報告者 新谷昌也(神戸大学)

中村保(神戸大学)

報告者 中井美和(東京大学)

菊池康紀(東京大学)

大久保達也(東京大学)

報告者 藤澤千栄子(京都大学) 報告者 室元翔太(九州大学)

中村周史(中央大学)

Discussant N. S. Cooray (International

University of Japan)

討論者 新居理有(高知工科大学) 討論者 森田玉雪（山梨県立大学） 討論者 倉澤資成(横浜国立大学名誉教授) 討論者 中田勇人(明星大学)

報告者 福田勝文(広島大学) 報告者 宮崎毅(九州大学)

石田良(財務総合政策研究所)

報告者 荒川潔(大妻女子大学) 報告者 宮地啓介(九州大学)

中村周史(中央大学)

第３報告

The Effect of Globalization in an Endogenous

Growth Model with Heterogeneous Firms and

Endogenous International Spillovers

Estimating the Elasticity of Taxable Income:

Evidence from Japanese Top Tax Payers

EV普及を目的とした規制と財政的インセンティ

ブの比較

ゾンビ企業と銀行行動

日米英の非伝統的金融緩和政策効果の検証

米国量的緩和政策による為替レートとその変動

についての国際波及分析

家庭需要家のエネルギー選好に関するコンジョ

イント分析

セッション2-5A (E502)

特別セッション：金融政策分析

特別セッション：金融政策分析特別セッション：金融政策分析

特別セッション：金融政策分析

セッション2-4A (E509)

産業組織分析１

産業組織分析１産業組織分析１

産業組織分析１

セッション2-3A (E507)

実証・計量分析１

実証・計量分析１実証・計量分析１

実証・計量分析１

第１報告

動学的パネル分析による公的機関の業績評価

第２報告

Infant Care and Female Labor Participation in

Japanese Nuclear Families　-Cross Section

Evidence on 1999-

The Golden Rule of Public Finance, Productive

Capital, and Endogenous Growth

Does Federalism Matter in Human Capital

Accumulations?

The Effect of Global Financial Crisis 2008/9 on

International Product Fragmentation

Session 2-1A (E503) セッション2-2A (E505)

経済成長１

経済成長１経済成長１

経済成長１

11月15日（日）

11月15日（日）11月15日（日）

11月15日（日）

English session IV

English session IVEnglish session IV

English session IV

Quality-improving R&D and effective

organization

耐久財複占企業のR&Dとライセンス戦略

石田良(財務総合政策研究所) 中村周史(中央大学)

討論者 伊ヶ崎大理(日本女子大学) 討論者 伊藤伸介(中央大学) 討論者 大内田康徳(広島大学) 討論者 安田行宏(一橋大学)

11:00～11:10 ＜＜休憩＞＞

11:10～12:10

招待講演（会場：E202）

招待講演（会場：E202）招待講演（会場：E202）

招待講演（会場：E202）

司会： 木原隆司（獨協大学）

講演者： 吉野直行（アジア開発銀行研究所・所長/慶応義塾大学名誉教授）

12:10～13:10

＜昼食＞

13:10～14:00

推薦講演（会場：E202）

推薦講演（会場：E202）推薦講演（会場：E202）

推薦講演（会場：E202）

司会： 坂上智哉（熊本学園大学）

推薦講演（会場：E206）

推薦講演（会場：E206）推薦講演（会場：E206）

推薦講演（会場：E206）

司会： 大内田康徳(広島大学)

演題：「少子化対策としての国債管理政策」 演題：「T. B. A. 」

講演者： 宮澤和俊（同志社大学）

講演者：

岡村誠（広島大学）

14:10～16:10

セッション名

座長 長島正治（埼玉大学） 座長 大住圭介（福岡女子大学） 座長 宮崎毅　(九州大学) 座長 石井光（関西大学） 座長 小川光（東京大学）

報告者 青木慎(中央大学) 報告者 村尾徹士(九州大学)

楡井誠(一橋大学)

報告者 浦川邦夫(九州大学)

Carl PAGE(九州大学)

報告者 山下功(京都大学)

成生達彦(京都大学)

報告者

伊ヶ崎大理(日本女子大学)

討論者 笹山茂（熊本学園大学） 討論者 及川浩希（早稲田大学） 討論者 松浦司(中央大学) 討論者 荒川潔(大妻女子大学) 討論者 中村保（神戸大学）

報告者 花村信也(みずほ証券株式会社) 報告者 近藤豊将(内閣府経済社会総合研究所) 報告者 小川健(専修大学) 報告者 大木良子(法政大学)

石原章史(政策研究大学院大学)

報告者

内藤徹(徳島大学)

討論者 野崎竜太郎(保健医療経営大学) 討論者 藤生裕(千葉経済大学) 討論者 大床太郎(獨協大学) 討論者 水野敬三(関西学院大学) 討論者 大野正久（熊本大学）

報告者

中田真佐男(成城大学)

報告者

上口晃（中部大学）

報告者

小川光(東京大学)

セッション2-4B (E509)セッション2-1B (E503) セッション2-2B (E505) セッション2-3B (E507)

演題：「中国経済と日本経済の実証分析」

経済成長２

経済成長２経済成長２

経済成長２ 産業組織分析２

産業組織分析２産業組織分析２

産業組織分析２ 特別セッション：公共政策

特別セッション：公共政策特別セッション：公共政策

特別セッション：公共政策実証・計量分析２

実証・計量分析２実証・計量分析２

実証・計量分析２金融経済・ファイナンス分析

金融経済・ファイナンス分析金融経済・ファイナンス分析

金融経済・ファイナンス分析

セッション2-5B (E502)

Investment in education, income

redistribution, and fiscal competition

第３報告

消費者の決済手段選択行動：電子マネーの普及

要因に関する実証分析

Unemployment, Fiscal Stimulus Policy and Debt

Sustainability in an Endogenous Growing

Economy

第１報告

小国開放経済に与える恒久的な世界利子率の

低下の効果と金融政策

組み立て企業の製品戦略とサプライヤーの数

第２報告

アナリスト情報と証券会社と投資家

Inverted-U Relationship between Competition

and Growth: The Role of Resource Reallocation

The Role of Productivity Growth Rates for

Rising Inequality in an Economy with

Heterogeneous Agents

The Case of Foreign-born Laborers in Japan:

Social Capital, Health, and Well-being

4件法・5件法のアンケート調査における

Brunner-Munzel検定の活用

Exclusive Contents in Two-sided Markets

子育て支援政策が出生率と総人口に及ぼす影

響についての研究

Competition between efficient private firm

and ecological public firm under mixed

duopoly market

討論者

木原隆司(獨協大学)

討論者 近藤豊将(内閣府経済社会総合研究所) 討論者 青山直人（青森公立大学）
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