2016 年 5 月 23 日
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2016 年度日本応用経済学会春季大会実行委員長
広島大学

大内田康徳

2016 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慶び申し上げます。
さて、日本応用経済学会の 2016 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 2016
年 6 月 25 日（土）、26 日（日） の両日にわたり、広島大学東広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。
ご来訪にあたりましては、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 6 月 25 日（土） 17 時 50 分頃より開催いたします。多数の皆様のご出席をお
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
広島大学東広島キャンパス法学部経済学部講義棟 1 階ロビーにて、6 月 25 日（土）は 11 時 30
分から、6 月 26 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、各自でお手配くださいますようお願いいたします。大学および西条駅周辺のホテ
ルの数はあまり多くありませんが、広島駅周辺（広島市内）には多くのホテルがございます。広
島駅から会場までは、山陽本線西条駅下車後、西条駅よりバスにて「広大中央口」下車となりま
す。詳しくは下記「会場へのアクセス」または広島大学ホームページにてご確認ください。

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。25 日（土）
はキャンパス内の学生食堂が利用できますが、26 日（日）は利用できません。26（日）昼のお弁
当については、後日、学会事務局を通じて注文のお知らせを差し上げます。
大学周辺（「広大中央口」バス停の北側）のコンビニや商業施設（ゆめタウンなど）（徒歩 6 分
程度）をご利用頂くことも可能です。

4．報告者・討論者の皆様へ
（1）会場でパソコン（PowerPoint）およびプロジェクターが使用できます。パソコンは Windows
7 のみで、Office2013 が対応しています。互換パックにより Office2007 以降にも対応してい
ますが、Office2007 以降をご使用の場合には、念のため保存ファイル形式を 2003 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。また、不安のある方は、報告・討論で使用する PowerPoint フ
ァイルを PDF ファイルとしても準備ください。
（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
会場 : 広島大学 東広島キャンパス 法学部経済学部講義棟
〒739-8525 東広島市鏡山 1 丁目 2 番地 1 号

学会会場は「東広島キャンパス」です

JR 山陽本線をご利用の場合
西条駅
↓ 「広島大学行」バスで約 20 分。290 円。
広大中央口で下車。
※ タクシーを利用した場合、西条駅→「広島大学経済学部玄関前」約 15 分。約 2000 円。
※ 西条タクシー：0120-212526。東広島タクシー：0120-33-1260

JR（在来線）をご利用の場合
広島駅
↓山陽本線上りで約 35 分。580 円
西条駅

高速バスをご利用の場合
広島バスセンター（1 番のりば）
↓高速バス「グリーンフェニックス」で約 60 分。870 円。
広大中央口バス停で下車。

新幹線をご利用の場合
東広島駅 (「のぞみ」は停まりません。)
↓タクシーで約 15 分。約 2000 円

※土日にバスはありませんのでご注意ください。

広大経済学部

飛行機をご利用の場合
広島空港
↓広島空港連絡バスで約 15 分。390 円
白市駅
↓JR 山陽本線下りで約 10 分。200 円。
西条駅

新幹線での所要時間

※上記は、
「 の ぞ み 」利 用 時 の 最 短 所 要 時 間 ( 一 部 、乗 換 時 間 を 含 む ) と な り ま す 。
※ 東 広 島 駅 へ は 乗 り 換 え が 必 要 で す 。こ こ で は 、下 記 に て 乗 り 換 え「 こ だ ま 」を
利用した場合の時間を掲載しています。
◇東京方面－「福山駅」
◇博多方面－「広島駅」

■会場案内
「 広大中央口」 バス停で降り たら ， 正面（ 土手の向こ う ） に法学部・ 経済学部棟が見えま す．
会場である 法学部経済学部講義棟へは， 研究棟から お入り 下さ い．

バス停
「 広大中央口」

会場
懇親会場

広島大学東広島キャ ンパス
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2016年度日本応用経済学会春季大会プログラム

第１日
11：00

理事会

11：30

受付開始

13：00～15：00
セッション名

第１報告

＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

6月25日（土）
会場： 3F大会議室(B351)

受付場所：法経講義棟1Fロビー
Session 1-1A(254演習室)

English Session 1

Chair
Taek Dong Yeo (Yeungnam Univ.)
The TPP and Its Economic Impact: A CGE
Approach

Presenter

Jong-Hwan Ko (Pukyong National
Univ.), Shoichi Ito (Kyushu Univ.)

Discussant 坂本博（アジア成長研究所）

Session 1-2A(251講義室)

English Session 2

Chair
中村保（神戸大学）
Multiplier Decomposition in Textile Industries
among Korea, China, and Japan - Focused on
World Input-Output Table
Presenter

第３報告

Presenter

Kosuke Hirose (Univ. of Tokyo),
Sang-Ho Lee (Chonnam National
Univ.) Toshihiro Matsumura (Univ.
of Tokyo)

Discussant 木原隆司（獨協大学）

16:10～17:00

17:10～17:40
17:50～19:20

Tohru Naito (Doshisha Univ.)
Woohyung Lee (Keimyung Univ.)
Ki-Dong Lee (Keimyung Univ.)

討論者

報告者 安岡匡也(関西学院大学)

報告者

小寺俊樹（青森公立大学）

討論者 神野真敏（尚美学園大学）

討論者 赤木博文（名城大学）

報告者

北村紘（京都産業大学） 松島法明
（大阪大学）佐藤美里（George
Washington Univ.）

報告者

討論者

雨宮祐樹（高知大学）

討論者 塩津 ゆりか（愛知大学）

Jingrui Li (Guangdong Univ. of
Technology) Kunio Urakawa (Kyushu 報告者
Univ.)

総 会
＜懇親会＞

会場： 255講義室
会場： マーメイド・カフェ

環境の経済理論

池田康弘（熊本大学） 細江守紀（熊
報告者 梶田知沙（九州大学）
本学園大学）
討論者 福山博文（鹿児島大学）

討論者

池田剛士（大東文化大学）

司会

飯島大邦（中央大学）

伊藤健宏（岩手県立大学） 迫 一光
報告者 佐藤茂春（長崎ウエスレヤン大学）
（高千穂大学）
討論者 大野正久（熊本大学）

報告者 小川健（専修大学）
討論者 徳永佳奈恵（東京大学）

A weakly renegotiation-proof agreement for
ある日本のキリスト教教派の世俗化に関する
climate control: full participation of
考察
developed and developing countries

賈 蕾（京都大学） 成生達彦（京都大
報告者
学）

＜＜休憩＞＞

推薦講演(会場：155視聴覚教室)
論題 「平成の大合併」の政治経済学
講演者 中澤克佳（東洋大学）
招待講演(会場：255講義室)
演題：「国連目標と地方創生」
講演者 馬奈木俊介（九州大学）

セッション1-6A(159講義室)
座長 松波淳也（法政大学）
How Does Spillover of Technology Adoption
Benefits Affect Environmental Technology
Agreements?

Exclusive Contracts with Complementary Inputs 公的介護制度の財源としての環境税と消費 A Referendum for Approving Referendums in 共有再生可能資源貿易における消費者の選
税の比較研究
Different Size of Regions
好の異質性と貿易利益 ～中間報告としての
貿易パターンの決定要因を含む～

Social capital effects on income distribution: The
生産者との交渉のもとでの流通費用削減投資
roles of bonding and bridging channels

Discussant 小葉武史(熊本学園大学)

法・政治･宗教

善如悠介（大阪経済大学）

Instrumental Variable Estimation of Panel Data
Model with Weakly Exogenous Variables

其萌（広島大学）, Jörg Breitung
（Univ. of Cologne）, 早川和彦（広島 Presenter
大学）

セッション1-5A(157講義室)
座長 森田圭亮（神奈川大学）
The Decision Bias of Judge and the Effects
on a Trial

Discussant 中村保（神戸大学）

Presenter

セッション1-4A(155視聴覚教室)

企画ｾｯｼｮﾝ：社会保障の経済学

座長 安岡 匡也（関西学院大学）
予備的貯蓄と介護保険制度

Discussant 都丸善央（中京大学）

Discussant 増田淳矢（中京大学）
15:00～15:10
15:10～16:00

Presenter

産業組織

Lee, Choon Keun (Daegu Kyeongbuk
Development Institute), Sohn, Soo 報告者
Suk

Environmental Corporate Social Responsibility as Competition between efficient private firm and
a Collusive Device
ecological public firm under mixed duopoly
market
第２報告

セッション 1-3A(152演習室)
岡田知久（帝塚山大学）
Chair
Freemium on Advertising Platform

報告キャンセル

討論者

報告者 湯川洋久（西南学院大学）

報告者 高島伸幸（九州大学）

討論者 内山 敏典（九州産業大学）

討論者 岡村 誠（学習院大学）

推薦講演(会場：159講義室)
論題 「東日本大震災における支援物資ロジスティクス」
講演者 福本潤也（東北大学）

司会 大住圭介（福岡女子大学）

司会 田中廣滋（中央大学）

2016年度日本応用経済学会春季大会プログラム

第2日
8：30～

受付開始
受付場所：法経講義棟1Fロビー
セッショ2-1A(254演習室)

9：00～10：20
セッション名
座長

第１報告

＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

6月26日（日）
English Session 3

大住圭介（福岡女子大学）

セッション2-2A(251講義室)

労働契約

セッション2-4A(155視聴覚教室)

セッション2-3A(152演習室)

マクロ経済分析１

座長
川田恵介（広島大学）
内発的動機を持つ労働者への最適契約の分析

座長
大森達也(中京大学）
Revisiting the Fiscal Theory of Sovereign Risk
from the DSGE View

報告者

報告者

熊谷啓希（九州大学）

報告者

討論者

討論者

後藤大策（広島大学）

討論者

報告者

Masrul Alam (Kyushu Univ.)
Kunio Urakawa (Kyushu Univ.)

討論者
宮下量久（北九州市立大学）
10：20～10：30 ＜＜休憩＞＞
10：30～11：00
11：10～12：00

学会賞授与式

報告者 大野正久（熊本大学）

報告者 万 軍民（福岡大学）

報告者 濵村純平（神戸大学）

中村周史（中央大学）

討論者 丹野忠晋（拓殖大学）

討論者 廣野桂子（日本大学）

討論者 善如悠介（大阪経済大学）

The effect of cross-border healthcare on
quality, public health insurance, and income
redistribution

Determinants of Youth Education and Work:
An Empirical Analysis using Household
Survey Data in Timor-Leste

増井 淳（創価大学）

報告者

中川雅央（広島大学） 杉本佳亮（関
報告者 相浦洋志（大分大学）
西大学） 大浦あすか（大阪大学）

報告者 山根友美（広島大学）

討論者

山口雅生（大阪経済大学）

討論者

友田康信（神戸外国語大学）

討論者 瀧井貞行（西南学院大学）

討論者 小川光（東京大学）

会場： 255講義室

学会賞受賞者講演(会場：255講義室)
演題 Environmental Corporate Social Responsibility and Competition Structure in Oligopolies
講演者 松村敏弘（東京大学）
特別セッション 空間経済学・交通経済学のフロンティア（会場：１５５視聴覚教室）
演題 A General Equilibrium Analysis of Airport Pricing, Capacity, and Regulation

講演者 城所幸弘(政策研究大学院大学）

セッション2-2B(251講義室)

セッション2-3B(152演習室)

コーポレートガナバンス

座長
齋藤隆志（明治学院大学）
経営者による利益操作と企業価値

セッション2-4B(155視聴覚教室)

救急搬送時間の短縮による予後改善のアウ
カム評価：順序反応モデルによるアプロー
坂本直樹（山形大学） 生川雅紀（岡山大
報告者 学） 阪田和哉（宇都宮大学） 瀧本太郎
（九州大学） 中嶌一憲（兵庫県立大学）
ト
チ

討論者 迫 一光（高千穂大学）

座長
片桐昭司（県立広島大学）
Do the young rely on migrants for the elderly
care? OLG Framework

座長 伊ヶ崎大理（日本女子大学）
業選 に
る
のリス 資産の

報告者

汪 晨昕（関西学院大学）

報告者

宮越龍義（法政大学） 島田章（長崎
報告者
大学）

花村信也（みずほ証券）

報告者

討論者

池田剛士（大東文化大学）

討論者

玉井寿樹（名古屋大学）

野崎竜太郎（保健医療経営大学）

討論者 岡村和明（広島修道大学）

就

択 与え 家計

ク

セッション2-6B(159講義室)

セッション2-5B(157講義室)

就業選択と労働供給

座長
荒川潔（大妻女子大学）
The Cournot Bertrand duopoly with quality
leadership

–

ムが振替 格 い
帰結 与え 影響

司会 内藤徹（同志社大学）
講演者 高塚創（香川大学）

マクロ経済分析２

情

司会 多和田眞（愛知学院大学）

演題 Mobile Capital and Trade Policies: A Perspective from Spatial Economics

ミクロ経済分析

経済評価

岡野衛士（名古屋市立大学）
稲垣一之（名古屋市立大学）

報告者

15：00～15：10 ＜＜休憩＞＞
セッション2-1B(254演習室)
15：10～16：30

セッション2-6A(159講義室)
座長 須佐大樹（中部大学）
報共有システ
価 を用 る企業
の経済的
に
る

12：00～13：00 ＜＜休憩＞＞
13：00～15：00

海外事例の実証分析

座長 林田 実(北九州市立大学)
Non-performing Loans in Housing Bubbles

Empirical analysis of socioeconomic factors
The Determinants of Employer Use of Temporary
affecting sports activities in three countries: US,
出生率の不可逆性と経済成長
Contracts in the Frictional Labor Market
France, and Japan
第２報告

セッション2-5A(157講義室)

地域間競争の理論

座長 内藤徹（同志社大学）
自治体のタイプと公共投資競争

環境政策

影響

開発と産業連関の経済分析

座長 多和田眞（愛知学院大学）
座長 木原隆司（獨協大学）
Innovation of Green Technology,
Redistribution of Global Investment Funds
and Emission Trading in the Paris Agreement 発
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