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2018 年度日本応用経済学会秋季大会のご案内
拝啓

新秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、日本応用経済学会の 2018 年度秋季大会を、同封の大会プログラムにありますように 2018
年 10 月 27 日（土）、28 日（日）の両日にわたり、大東文化大学板橋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 10 月 27 日（土） 18 時 15 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
大東文化大学板橋キャンパスにて、10 月 27 日（土）は 11 時 30 分から、10 月 28 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。会場近隣にホテルなどの宿泊施
設はございますが、近年は、予約が取りづらい状況でありますので、お早目のご予約をお願いい
たします。会場までのアクセスについての詳細は下記「会場へのアクセス」または大東文化大学
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。27 日（土）
はキャンパス内の学生食堂が利用できますが、28 日（日）は利用できません。28（日）は大学周
辺にレストラン、コンビニエンスストアなどがございますので、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。
（接続端子は HDMI およ
び、D-Sub15Pin（RGB)です。）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、および交通アクセス
会

場：大東文化大学 板橋キャンパス

所在地： 〒175-8571

東京都板橋区高島平 1－9－1

板橋キャンパス全域図

西台駅方面
⇑

⇓
東武練馬駅方面

受

付：3 号館 1 階ロビー

セッション： 3 号館 1 階、2 階の各教室
招待講演、会長講演、特別講演： 3 号館 1 階 30111 教室
懇 親 会：中央棟カフェテリア

会場までのアクセス概要

電車を利用
・東武東上線を利用の場合
東武練馬(大東文化大学前)駅北口下車
無料スクールバスで約 7 分（スクールバス乗り場まで徒歩 5 分）
・都営三田線を利用の場合
西台(大東文化大学前)駅西口下車

徒歩 9 分

電車と路線バスを利用
・東武東上線を利用の場合
成増駅北口下車後、赤羽駅西口行（国際興業バス）に乗車、大東文化大学バス停で下
車。（約 12 分）
・JR を利用の場合
赤羽駅西口下車後、成増駅北口行（国際興業バス）に乗車し、大東文化大学バス停に
て下車（約 20 分）

日本応用経済学会 2018年度秋季大会プログラム
報告時間は30分、討論はフロアからの質疑を含めて10分
第1日目（10月27日(土））
11:00～
11:30～
13:00～14:20

理事会：30101教室
受付開始
受付場所：受付場所：3号館1階ロビー
Session 1-1A（30201教室）

Session 1-2A（30202教室）

セッション 1-3A（30203教室）

セッション 1-4A（30208教室）

Anniversary Session1A

Anniversary Session2A

公共経済

著作権の経済分析

Chair：Biung-Ghi Ju （Seoul National University）

Chair: Tomoya Sakagami (Kumamoto Gakuen
University)

座長：玉井寿樹（名古屋大学）

座長：後藤剛史（南山大学）

座長：土居潤子（関西大学）

Measuring rising income polarization with a legit
based GINI coefficient

Reviving Small-Scale Reservation: Evidence from
the Korean Ready-Mixed Concrete Industry

Tax, spend, and political support rates in
Japan

著作権における表現とアイデアの分離可能性
と再創造への影響

Fertility, Income Growth and Inflation

セッション名

第１報告

Presenter

Hang Keun Ryu (Chung Ang University)

Presenter

Hyunbae Chun （Sogang University）

報告者

Takashi Kihara (Dokkyo University)

Capitalization and Municipal Mergers: An Evaluation
of the Heisei Territorial Reform in Japan
第２報告

Presenter

Masayoshi Hayashi (University of
Tokyo)

報告者

中泉拓也(関東学院大学）

報告者

討論者

加賀見一彰（東洋大学）

討論者

安岡 匡也（関西学院大学・クイーン
ズ大学）

瀧本太郎(九州大学)

Daniel J. Slottje (Chung Ang University)
Hyeok Yong Kwon (Chung Ang
University)

Discussant

坂本直樹(山形大学)

セッション 1-5A（30209教室）
企画：少子高齢社会における経済分析(企画セッ
ションのため、討論者はなし)

Discussant

Katsufumi Fukuda (Hiroshima
Universiry)

Dynamic Factor Adjustment and Corporate Tax
Reduction for the Japanese Manufacturing
Industry

討論者

Differential fertility, intergenerational
mobility and income inequality

Sangho Kim (Ritsumeikan Asia Pacific 報告者
University)

Presenter

坂井吉良(日本大学)

The effects of abolition of offense subject to
prosecution only on complaint in Copyright
Law

Households' Recovery from 1995 Kobe
Earthquake and 2011 Tohoku Earthquake

麻生裕貴(神戸大学）

報告者

畠中薫里(政策研究大学院 報告者
大学)

池下研一郎（九州大学）

討論者

新井泰弘(高知大学)

堀江 進也(神戸大学）

Takafumi Suzuki (University of Tokyo)
Discussant

Hojin Jung（Chonbuk National
University）

Discussant

Ryutaro Nozaki (Kurume
University)

討論者

討論者

<<休憩>>

14:20～14:30
14:30～15:50

Session 1-1B（30201教室）

Session 1-2B（30202教室）

セッション 1-3B（30203教室）

セッション 1-4B（30208教室）

セッション 1-5B（30209教室）

セッション名

Anniversary Session1B

Anniversary Session2B

応用ミクロ経済学Ⅰ

環境経済

企業経営の実証分析

Chair: Junichi Watanabe（Fukuoka University）

座長：赤羽根靖雅（福岡大学）

座長：藤田康範（慶應義塾大学）

座長：福山博文（鹿児島大学）

座長：大川隆夫（立命館大学）

Training choice by firm for general or firm specific
human capital in incomplete contract situation

Skill-Biased Innovation, Growth, and Inequality

Prices versus Quantities with Strategic
Communication between Government and
Polluting Industry

日本におけるグリーンツーリズムの展開と地
純粋持株会社による経営統合の事後評価に関す
域コミュニティ：2015農林センサスによる実証
る実証分析
分析

第１報告
Presenter

Discussant

Takuya Nakaizumi (Kanto Gakuin
University)

Presenter

In Huh （Catholic University of Korea）

Discussant Hideaki Uchida (Mie University)

Presenter

Discussant

報告者

宮岡暁(関西大学)

Hojin Jung(Chonbuk National University)

Effect of Trust in Government on Sovereign
Credit Rating
Presenter

Jiyoun An (Kyung Hee University)

討論者

森大建(立教大学)

Competitive Personalized Pricing
報告者

松島法明（大阪大学）

Georgia Kosmopoulou(University of
Oklahoma)

In Huh (The Catholic University of Korea)

Zhijun Chen（モナシュ大学）

Richard Sicotte(University of Vermont)

Hyungna Oh (Kyung Hee University)

Chongwoo Choe（モナシュ大学）

Masanori Tsuruoka (Yokohama National
Discussant Sung-Jin Cho (Seoul National University) 討論者
University)

善如悠介（神戸大学）

招待講演（会場：3号館1階30111教室）
16:００～17:00

演題：
講演者：

演題：
講演者：

18:15～

金承華(関東学園大学)

討論者

井田貴志（熊本県立大学）

環境汚染の国際的協調と囚人のジレンマ
報告者

報告者

林祖宝(久留米大学)

討論者

長島正治(埼玉大学)

Automation and Unemployment: Help is on the Way
Joint work with Joseph Zeira
中村英樹（大阪市立大学）
司会： 薮田雅弘(中央大学)
The Mechanism of Sustainability on Multi Stakeholders Communities
田中廣滋（日本応用経済学会長・中央大学）
懇親会（会場：中央棟カフェテリア）

川本真哉(南山大学)
河西卓弥（熊本県立大学)

討論者

山下 知晃（福井県立大学）

日本市場におけるアナリストカバレッジが無
い企業の分析
報告者

秋本耕二(久留米大学)

司会： 池田剛士（大東文化大学）

会長講演（会場：3号館1階30111教室）
17:10～18:10

報告者

高尾美鈴(中央大学)
薮田雅弘(中央大学)

Contract Renegotiation in Public Procurement

第２報告

Yasuyuki Osumi (University of Hyogo)

二連木将一(株式会社オプトラン)
森田充（青山学院大学）

討論者

加藤政仁（亜細亜大学）

第2日目（10月28日（日））
受付開始
8:30受付場所：受付場所：3号館1階ロビー
Session2-1A（30201教室）
9:00-10:20
Rural public infrastructure and agricultural
セッション名
development

第１報告

Session2-2A（30202教室）

セッション2-3A（30203教室）

セッション2-4A（30208教室）

Anniversary Session３

介護と社会保障

計量分析

労働経済Ⅰ

Chair : Xiaochun Li (Nanjing University)

座長： 津布久将史（大東文化大学）

室和伸（明治学院大学）

野田 顕彦（京都産業大学）

座長 ：齋藤隆志(明治学院大学)

Environment and International Factor Movement
under Agricultural Dualism

Discriminatively Redistributive Policy and Regional
Dynamics under a Populism

Educational Subsidy, Public Pension and
Income Growth

報告者

報告者

Yunyun Wua（Nanjing University）

討論者

Masayuki Okawa (Ritsumeikan University)

Does the Increase of Industrial Output Necessarily
Deteriorate Environment?
第２報告

報告者

討論者

内藤徹（同志社大学）

報告者

三宅裕介（志學館大学）

少額投資非課税制度（NISA）の計量経済学的研
解雇規制、関係特殊的投資及び汎用的（AI）
究～『個人投資家の証券投資に関する意識調
投資
査』多年度個票データを用いて～

報告者

細江守紀（熊本学園大学）

Xiaochun Li（Nanjing University）

討論者

報告者

Xiaochun Li（Nanjing University）
Zheyu Dong（Ludong University）

Katsufumi Fukuda (Hiroshima
University)

焼田紗（名古屋経済大学）

Welfare Effects of Public Education and
National Security

討論者

大森達也（中京大学）
伊ヶ崎大理（日本女子大学）

セッション2-5A（30209教室）

林田実(北九州市立大学)

報告者

大野裕之(東洋大学)
安岡匡也(関西学院大学)
討論者

大住康之（兵庫県立大学）

Sibling competition for bequests and longterm care policy
報告者

討論者

焼田党（南山大学）
塩津ゆりか（愛知大学）

討論者

伊藤伸介(中央大学)

三浦功(九州大学）
眞田英明（九州大学）

討論者

丹野忠晋(拓殖大学)

地方自治体の債務がGDP成長率に与える影 Is the equilibrium with less training in temporary
jobs socially inefficient ?
響
報告者

入江 政昭(九州大学)
浦川邦夫(九州大学)

報告者

討論者

近藤春生（西南学院大学）

討論者

増井淳（創価大学）

北浦康嗣（法政大学）

10:20～10:３0
10:30～12：10

司会：石川路子（甲南大学）

特別セッション「健康経済学の実証分析」（会場：3号館1階30111教室）
演題１(10:30-11:20)： 介護の経済分析: 実証研究による知見

報告者： 菅原慎矢（東京理科大学）

演題2（11:20-12:10）： 経済発展とBMIの男女差：なぜ途上国では女性、先進国では男性の方が太っているのか？

報告者： 中村さやか（名古屋大学）

昼休み

12:10～13:10
13:10～14:10

招待講演（会場：3号館1階30111教室）

司会：木原隆司（獨協大学）
演題：

講演者：
14:20～15:40

セッション名

第１報告

生産性：誤解と真実
森川正之（経済産業研究所 副所長)

Session2-1B（30201教室）
Rural public infrastructure and agricultural
development

セッション2-2B（30202教室）

<<休憩>>
セッション2-3B（30203教室）

セッション2-4B（30208教室）

セッション2-5B（30209教室）

応用ミクロⅡ

労働経済Ⅱ

企業と経済

企業の統合・再編

Chair :Xiaochun Li (Nanjing University)

座長：岡田知久（大東文化大学）

座長：古村聖（武蔵大学）

座長：野田英雄(東京理科大学）

座長：友田 康信（広島大学）

Rural public infrastructure and agricultural development
under the "manufacturing supporting agriculture" policy in
developing countries

Endogenous Stackelberg Leadership in Vertical
Structure

報告者

Dianshuang Wang（Nagoya University）

報告者

丹野忠晋(拓殖大学)
鈴木浩孝(静岡文化芸術大学)

報告者

討論者

Tohru Naito (Doshisha University)

討論者

松島法明(大阪大学）

討論者

The Dynamic Stability with the effect of Ambient
Charges in Cournot Oligopoly
第２報告

正規雇用部門の賃金引上げは労働階級の 組織編成、経営インセンティブ、および株主代 企業再編における短期利益と長期投資－資
家計所得と厚生を改善するか？
表訴訟の経済学
金調達の視点から（仮）

報告者

報告者

討論者

討論者

佐藤佑一(中央大学)

佐藤茂春（中京大学）

田中淳平（北九州市立大学）

報告者

熊谷啓希(九州大学)

報告者

吉田友紀（九州共立大学）

伊ヶ崎大理（日本女子大学）
討論者
中泉拓也(関東学院大学)
討論者
座主祥伸(関西大学）
広告は過剰なのか、過小なのか？－広告へ
保守主義会計は企業投資行動に影響を及ぼ
日本の最低賃金の要因分析―隣接都府県
の抵抗感が広告量に与える影響に関する分
間の相互的影響を中心に―
すのか ?
析－
報告者
虞 尤楠(九州大学)
報告者
宍倉学（長崎大学）
報告者
花村信也（立命館大学）
浦川邦夫(九州大学)
春日教測(甲南大学)
中村彰宏(横浜市立大学)
討論者

齋藤隆志(明治学院大学)

討論者

内山 隆（青山学院大学)

討論者

野崎竜太郎（久留米大学）

