2017 年 5 月 23 日
会

員

各 位
2017 年度日本応用経済学会春季大会実行委員長
久留米大学

秋本 耕二

2017 年度日本応用経済学会春季大会のご案内

拝啓

麗春の候、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 2017 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 2017
年 6 月 17 日（土）、18 日（日） の両日にわたり、久留米大学御井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 17 日（土） 18 時 00 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
久留米大学御井キャンパス御井本館 1 階エントランスにて、6 月 17 日（土）は 11 時 30 分から、
6 月 18 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、各自でお手配下さいますようお願いいたします。久留米市内にホテルなどの宿泊
施設がございます。お早目のご予約をお願いいたします。また、福岡市内の博多駅地区、天神地
区に多数の宿泊施設がございます。天神地区から会場までは西日本鉄道（西鉄）、博多駅地区から
は会場までは JR 線が便利です。詳しくは下記「会場へのアクセス」または久留米大学ホームペ
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。17 日（土）
はキャンパス内の学生食堂（800 号館 1 階

食堂 ZIP

10：00～14：00 営業）が利用できますが、

18 日（日）は利用できません。18（日）は昼食用に弁当の予約販売を行います。ご希望の方は、
6 月 9 日（金）までに、学会事務局を通じてご予約下さい。
（予約方法については、学会事務局を
通じて後日ご案内差し上げます。）
。
注意：大学周辺にコンビニエンスストア（ローソン、セブンイレブン）がございますが、徒
歩 6 分程度かかります。

4．報告者・討論者の皆様へ
（1）会場でパソコン（PowerPoint、Adobe Acrobat Reader）、およびプロジェクターが使用で
きます。パソコンの OS は Windows 7、Office のバージョンは 2013 または 2010 です。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 25 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 35 分となっております。
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2017年度日本応用経済学会春季大会プログラム
＜報告時間25分、討論はフロアからの質疑を含めて10分＞

第１日

6月17日（土）

11:00～

理事会

11:30

会場： 御井本館 8F スカイラウンジA

受付開始
受付場所：御井本館1F エントランス

13:00～15:20

Session 1A-1 [English] (140教室)

Session 1A-2 [English] (141教室)

Session 1A-3 [English] (144教室)

セッション1A-4(145教室)

セッション1A-5(146教室)

セッション名

Human Capital and Labor

Economic Growth

Applied Microeconomics

家計の選択と貧困

企画: マクロ経済学の応用分析

Chair

第1報告
13:00-13:35

Chair

木原隆司（獨協大学）

Are Educated Women Wasting their Talents in
Lower-Qualification Jobs? Panel Evidence on
Young Female College Graduates in Korea

The Effect of Regional Total Factor
Productivity on Local Employment Growth in
Korea

Presenter

Ki-Hong Park (Korea Army
Academy at Yeong-cheon)

Presenter

Discussant

中村保（神戸大学）

Discussant

Emigrant’s Remittances and Human Capital
Accumulation in Cambodia, Lao PDR,
Myanmar and Vietnam

Presenter

田口博之（埼玉大学）
Ni Lar （JSPS Research Fellow）

Presenter

Chang Kon Choi (Chonbuk
National University)

Discussant

木原隆司（獨協大学）

Discussant

小葉武史（熊本学園大学）

Labor Migration in Thailand: A Dynamic
Migration Model Approach

Presenter

Thongchart Bowonthumrongchai
(Saitama University)

Discussant

長島正治（埼玉大学）

16:30～17:30

17:30～18:00
18:00～20:00

会

座長

Bertrand versus Cournot Competition in a
Downstream Mixed Oligopoly in the Presence
of Foreign Ownership
Presenter

Ki-Dong Lee (Keimyung
University)

Discussant
内藤徹（同志社大学）
Examining the Geographical Spillover of
Industrial and Commercial Activities on
Residential Expansion in Thailand: An
Application of Spatial Econometrics and
Satellite Data
Nattapong Puttanapong, Jetson
Chitdecha, Nattawan
Presenter
Pitakkochakorn (Thammasat
University)
Discussant
中村大輔（福岡女子大学）
Innovation Race and Politics

万軍民（福岡大学）
資産を考慮した貧困分析

座長

伊藤健宏（岩手県立大学）

企画: 都市地域分析
座長

島袋伊津子（沖縄国際大学）

介護が存在する世代重複モデルによる年金制度改 愛知県と沖縄県を対象とした市町村間産業構造
革の経済的効果
の比較分析

報告者

徳冨智哉（九州大学）

報告者

迫一光（高千穂大学）
伊藤健宏（岩手県立大学）

報告者

渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

討論者

高畑雄嗣（久留米大学）

討論者

安岡匡也（関西学院大学）

討論者

櫻井一宏（立正大学）

所得と生活時間の貧困分析―CES型Well-being 人の受け入れによる積立制度への移行の可能性ー 親族内事業承継と地域の魅力について－宮古島
同化コストを考慮したうえで
商工会議所共同アンケート調査から
関数の推計によるアプローチ

報告者

王瑋（九州大学）
浦川邦夫（九州大学）

報告者

神野真敏（関東学院大学）

報告者

打田委千弘（愛知大学）

討論者

玉田桂子（福岡大学）

討論者

塩津 ゆりか（愛知大学）

討論者

永田邦和（鹿児島大学）

居住地と不動産の評価額が就業選択に及ぼす影 加重相乗平均の加重相加平均による近似ー関数電 三河港周辺地域の津波経済被害とレジリエンスに
関する研究
響－全国消費実態調査を用いて
卓なしに実効為替レートは近似計算可能か

大坂仁（京都産業大学）

Presenter

Yang Seung Lee (Kunsan
National University)

報告者

伊藤伸介（中央大学）
出島敬久（上智大学）

報告者

小川健（専修大学）

報告者

花岡崚太（豊橋技術科学大学）

Discussant

片桐昭司（広島県立大学）

Discussant

青木芳将（立命館大学）

討論者

林田実（北九州市立大学）

討論者

神野真敏（関東学院大学）

討論者

打田委千弘（愛知大学）

Transfer of Patent Ownership in Japan: First
Look at Incidence and Economic Roles

Presenter

Kitti Limskul (埼玉大学)
Tran Van Hoa (Victoria University)

Presenter

Discussant

大坂仁（京都産業大学）

Discussant
司会

講演者 善如 悠介（神戸大学）
招待講演 (会場：12A教室)
Brexitの背景、意味、EUの将来
講演者 児玉昌己（久留米大学）
総

多和田眞（愛知学院大学）

Presenter

推薦講演 (会場：144教室)
Two-Sided Platforms

＜ 懇 親 会 ＞

Chair

Reconsidering The Middle-income Trap: The
Case in Asia

Impact of Japan’s ODA on CLMV’s Growth and
Trade in the context of Regional Economic
Integration: An Econometric Analysis

第4報告
14:45-15:20

15:30～16:20

Iltae Kim (Chonnam National
University)
Carlos Mendez-Guerra (九州大
学)

Economic Growth and Employment

第2報告
13:35-14:10

第3報告
14:10-14:45

焼田党（南山大学）

セッション1A-6(147教室)

長岡貞男（東京経済大学）
西村陽一郎（神奈川大学）
永田晃也（九州大学）
内藤徹（同志社大学）

育児休業の取得期間を左右する要因は何か

Elderly Care Service in an Aging Society

報告者

高畑雄嗣（久留米大学）

報告者

安岡匡也（関西学院大学）

報告者

討論者

浦川邦夫（九州大学）

討論者

田中淳平（北九州市立大学）

討論者

推薦講演(会場：147教室)
「ザ・経済学」に向けて

司会

講演者 松尾 匡（立命館大学）
司会

会場： 12A教室（御井本館2階）
会場： 御井本館 ８F スカイラウンジA

流域モデルによる環境政策評価

秋本耕二（久留米大学）

櫻井一宏（立正大学）
渋澤博幸（豊橋技術学大学）
小林慎太郎（国際農林水産業研究センター）

坂上智哉（熊本学園大学）

第2日

6月18日（日）
受付開始

8:30～

受付場所：御井本館1F エントランス
8:50～10:35

セッション2A-1(140教室)

セッション2A-2(141教室)

セッション2A-3(144教室)

セッション2A-4(145教室)

セッション2A-5(146教室)

セッション名

産業組織

家計行動

法と経済学

地方財政

政治経済

座長

大川隆夫（立命館大学）

Strategic Perils of Outsourcing: Sourcing
Strategy and Product Positioning
第1報告
08:50-09:25

討論者

A Note on the Bargaining Family

座長

三浦功（九州大学）

M&Aにおける表明保証保険の経済分析（仮）

安岡匡也（関西学院大学）

座長

薮田雅弘（中央大学）

日本における自治体間財政競争－歳出分類別の Uncertainty about Secession, Natural Resources
分析
and Fiscal Policy

計量経済学
座長
林田実（北九州市立大学）
Asymptotic Properties and Asymptotic
Covariance Matrices of Some Simultaneous
Equation Model with Dummy Endogenous
Variable

報告者

焼田党（南山大学）

報告者

野崎竜太郎（久留米大学）

報告者

山本航（東京大学）

報告者

大野正久（熊本大学）

報告者

増田宗人（日本銀行）

討論者

岡村誠（学習院大学）

討論者

下田真也（九州産業大学）

討論者

小川光（東京大学）

討論者

佐藤茂春（長崎ウエスレヤン大学）

討論者

増田 淳矢（中京大学）

A Theory of Consumption with Inventories

私的整理新ルールに伴う企業再建手続制度の検
地方自治体における汚職・規律違反の要因分析
討

Political Economics of Income Inequalities and
Intra-regional Mobility

３つの被説明変数のサンプル選択付同時方程式
モデルの計測誤差の影響を考慮した２段階推計
の理論的基礎付け

海老名剛（信州大学）
清水大昌（学習院大学）

報告者

万軍民（福岡大学）

報告者

吉田友紀（九州共立大学）

報告者

米岡秀眞（愛知工業大学）
江夏幾多郎（名古屋大学）

報告者

細江守紀 (熊本学園大学), 大野正久
(熊本大学), 川崎晃央 (大分大学)

報告者

増田宗人（日本銀行）

松島法明（大阪大学）

討論者

三宅伸治（西南学院大学）

討論者

野崎竜太郎（久留米大学）

討論者

石田三成（琉球大学）

討論者

田中廣滋（中央大学）

討論者

末石直也（神戸大学）

震災後の家計による蓄積行動－熊本地震のデー Welfare Comparison of Lost Profits and Unjust 災害復旧財政制度の一般財源化に関する理論分
析
タを用いた分析
Enrichment as Patent Infringement Damages

Political Regime Change and Cultural
Transmission of Secularism

山田麻以（昭和女子大学）
服部圭介（大阪経済大学）

報告者

小葉武史（熊本学園大学）

報告者

丹野忠晋（拓殖大学）
矢崎敬人（工学院大学）

報告者

萩原史朗（秋田大学）

報告者

堀 宣昭（九州大学）

成生達彦（京都大学）

討論者

浦川邦夫（九州大学）

討論者

池田剛士(大東文化大学）

討論者

大野正久（熊本大学）

討論者

赤羽根靖雅（福岡大学）

10:35～10:40

＜＜休憩＞＞

10:40～11:30

学会賞等授与式

11:30～12:20

学会賞受賞者講演 (会場：１２A教室（御井本館2階）)
演題：少子高齢社会と社会保障制度

会場： １２A教室（御井本館2階）
司会

多和田 眞（愛知学院大学）

司会

依田高典（京都大学）

講演者: 安岡匡也（関西学院大学）

12:20～13:20

＜＜休憩＞＞

13:20～15:00

特別セッション 「行動経済学とフィールド実験の融合」(会場：１２A教室（御井本館2階）)
演題: スマートグリッド・エコノミクス：フィールド実験・行動経済学・ビッグデータが拓くエビデンス政策
演題: 行動経済学・フィールド実験融合の事例研究: エネルギーとクラウド・ファンディング

15:00～15:10

座長

成生達彦（京都大学）

Efficient Monopolization by an Inefficient Firm
第3報告
10:00-10:35

大住圭介(九州大学)

松島法明（大阪大学）
潘聡（大阪大学）

Sequential Mergers and Competition Policy
under Partial Privatization
第2報告
09:25-10:00

座長

セッション2A-6(147教室)

講演者: 依田高典（京都大学）
講演者: 牛房義朗（北九州市立大学）・川村哲也（関西大学）

＜＜休憩＞＞

15:10～16:20

セッション2B-1(140教室)

セッション2B-2(141教室)

セッション2B-3(144教室)

セッション2B-4(145教室)

セッション2B-5(146教室)

セッション2B-6(147教室)

セッション名

応用経済分析Ⅰ

応用経済分析Ⅱ

国際経済

ファイナンス

数量分析

企画: Microsoft Mathematics の経済学教育に
おける活用 ー学部教育を中心に

座長

第1報告
15:10-15:45

大内田康徳（広島大学）

報告者

秋本耕二（久留米大学）

討論者

福山博文（鹿児島大学）

Environmental Effects of Ambient Charge in
Cournot Oligopoly
第2報告
15:45-16:20

座長

堀宣昭（九州大学）

An Attempt to Harmonize Creative Destruction
Deregulation on Entry under a Co-opetitive Mixed
and Natural Economy: Macro-economic Game and
Oligopoly Market
Pasinetti’s Vertically Integrated Analysis

報告者
討論者

松本昭夫 (中央大学), Ferenc
Szidarovszky (University of
Pecs), 薮田雅弘 (中央大学),中山
惠子（中京大学）
西垣泰幸(龍谷大学)

報告者

吉川丈（沖縄国際大学）

討論者

池田剛士（大東文化大学）

A Role Model of Monetary and Fiscal Policy Rules
in an Economy with Sovereign Risk: Evidence
from Indonesia

座長

藤田康範（慶応義塾大学）

Ad valorem capital tax competition

報告者

小川光（東京大学）
山岸敦（東京大学）

討論者

相浦洋志（南山大学）

Effects of Trade Liberalization on Growth and
Welfare through Basic and Applied Researches

座長

坂上智哉（熊本学園大学）

座長

ライフサイクル別にみた業績予想が資本コストに
及ぼす影響の実証分析

福澤勝彦（長崎大学）
機械学習と計量経済学

報告者

森敦子（青山学院大学）
森田充（青山学院大学）

報告者

林田実（北九州市立大学）
池田欽一（北九州市立大学）

討論者

坂上智哉（熊本学園大学）

討論者

宮崎毅（九州大学）

行動ファイナンスの視点を踏まえた個人投資家の
第3次産業活動指数のデータ改定に関する一考察
危険資産比率に関する実証分析

座長

内藤徹（同志社大学）

経済数学の基礎教育における数式処理システム
の活用（仮）
報告者

藤間真（桃山学院大学）

討論者

n.a.

経済学教育と Microsoft Mathematicsー学部基
礎理論から卒論活用法まで

報告者

岡野衛士（名古屋市立大学）
江口允崇（駒澤大学）

報告者

福田勝文（広島大学）

報告者

野方大輔（佐賀大学）
竹村敏彦（佐賀大学）

報告者

杉本良平（東京福祉大学）

報告者

小川健（専修大学）

討論者

中村周史（中央大学）

討論者

英邦広（関西大学）

討論者

森田充（青山学院大学）

討論者

村澤康友（甲南大学）

討論者

n.a.

