
大会2日目（2013年5月26日） as of 2013/5/13

5号館523号室 5号館524号室 5号館531号室 5号館532号室 5号館533号室

午前① セッション1-1 セッション1-2 セッション1-3 セッション1-4

09:00-10:45 市場情報と企業 座長 内山敏典 社会保障制度 座長 小林甲一 震災復興 座長 野村宗訓 地域経済と環境 座長 鳥居昭夫

題目

報告者 久保さな子 立教大学（※） 後藤孝夫 近畿大学 藤本典嗣 福島大学 程天敏 中央大学（※）

討論者 誉清輝 城西大学 宮野敏明 九州産業大学 長峯純一 関西学院大学 竹歳一紀 桃山学院大学

題目

報告者 石島博 中央大学 加藤巌 和光大学 日向健 山梨学院大学 渡邉聡 名古屋大学

討論者 塚原康博 明治大学 小峰隆夫 法政大学 村松幹二 駒澤大学 森岡洋 三重短期大学

題目

報告者 戸塚裕介 立教大学（※） 任琳 桃山学院大学（※） 野呂拓生 青森公立大学 寺西都晃 鈴鹿国際大学

討論者 明石芳彦 大阪市立大学 久下沼仁笥 京都学園大学 黒倉壽 東京大学 狩野秀之 宮崎大学

午前② セッション2-1 セッション2-2 セッション2-3 セッション2-4 セッション2-5

10:55-12:40 産業組織 座長 土井教之 厚生と持続性 座長 永合位行 住宅政策 座長 酒井邦雄 エネルギー政策 座長 田中廣滋 企業イノベーション 座長 村上亨

題目

報告者 前田隆二 九州大学（※） 伊代田光彦 桃山学院大学 有賀平 MS&AD基礎研究所 秋山健太郎 星城大学 西川浩平 摂南大学

討論者 河野敏鑑 富士通総研 吉田良生 椙山女学園大学 角本伸晃 椙山女学園大学 谷口洋志 中央大学 村上由紀子 早稲田大学

題目

報告者 松野由希 一般財団法人運輸調査局 丸谷冷史 京都産業大学 廣野桂子 日本大学 前田章 東京大学 和田美憲 同志社大学

討論者 後藤孝夫 近畿大学 千田亮吉 明治大学 矢口和宏 東北文化学園大学 渡邉聡 名古屋大学 矢野浩一 駒澤大学

題目

報告者 田中拓朗 神戸大学（※） 村田慶 静岡大学 高倉博樹 静岡大学 西川雅史 青山学院大学 吉田友紀 九州大学（※）

討論者 村上礼子 近畿大学 水野英雄 椙山女学園大学 隅田和人 東洋大学 野村宗訓 関西学院大学 鈴木伸枝 駒澤大学

昼食

12:40-13:40

午後 セッション3-1 セッション3-2 セッション3-3 セッション3-4 企画セッション

13:40-15:25 情報と通信 座長 井手秀樹 家計行動 座長 荒山裕行 国際経済 座長 千田亮吉 経済発展と開発 座長 小柴徹修 地域再生と交通 座長 小淵洋一

企画Sのみ13:40-16:00

題目

報告者 鈴木章浩 立教大学／早稲田大学（※） 増田幹人 内閣府 伴ひかり 神戸学院大学 藤田輔 上武大学 庭田文近 城西大学

討論者 宍倉学 長崎大学 和泉徹彦 嘉悦大学 伊藤俊泰 名古屋学院大学 大平哲 慶應義塾大学 古川克
埼玉県立上尾橘高
校

題目

報告者 高木聡一郎 東京大学（※） 松浦司 中央大学 松本和幸 立教大学 連宜萍 麗澤大学 柳澤智美 城西大学

討論者 竹村敏彦 佐賀大学 佐藤晴彦 平成国際大学 中澤正彦 京都大学 國本康寿 梅光学院大学 古川克
埼玉県立上尾橘高
校

題目

報告者 田中秀幸 東京大学 坂西明子 奈良県立大学 蟹澤啓輔 明治大学（※） 駿河輝和 神戸大学
大場智子／庭田文
近

城西大学／文教大
学

討論者 春日教測 甲南大学 小崎敏男 東海大学 平賀一希 東海大学 足立文彦 金城学院大学 維田隆一
地球環境情報セン
ター

題目

報告者 田村正文 八戸大学

討論者 （※）は学生会員を表す 小淵　洋一 城西大学

地域振興と鉄道サービス

地域における高齢者の移動を考える～共助の視点から

地域活性化と税制度～現状と課題～

地域再生における交通部門の役割

スピンオフと事業譲渡における企業インセンティブと社会的効率
性

企業再生支援政策と産業構造

職務発明報奨制度はイノベーションの質を高めるか？

日本の生活保護制度について－大阪市の生活保護を中心に－

中国の民間有力企業の社会的責任の動向と今後の展望

地域におけるCO2削減策とその経済効果推計に関する考察：都
道府県のシミュレーション研究

日本の農業部門の再生に向けた分析と政策提言

エネルギー政策と発送電分離後の企業形態

東日本大震災における復興予算配分とその空間性

原子力損害の賠償に関する法律：我妻原案とその修正

県間産業連関表から見た被災地漁業の重要性と復興の方向性

政策目的実現のために、より有効な補助金給付先に関する考察

方向性のある価格付けの理論と電力取引への適用

原子力発電所に対する評価の変化：福島第一原子力発電所の
事故の前後を比較する

東アジアの貿易自由化と経済構造変化

わが国の為替政策について

為替レート及び実質利子率が日本企業の設備投資に与える影響
－財務データに基づくパネルデータ分析－

アジア途上国の経済成長要因の検証―ASEAN後発諸国での対
外開放及び産業構造の高度化―

圧縮型経済発展と中国の成長―台湾の経験との比較を通して―

ラオス北部における中国投資の農業と貧困削減に与える影響

中古住宅の流通促進に関する考察

ドイツの借家人保護と転居行動―SOEPによるサバイバル分析
―

Macroeconomic Analysis of Cloud Computing

情報セキュリティ・インシデントによる経済損失の推計に関する研
究

An Aging Society with the Declining Birthrate: Japan (Moving
toward a Sustainable Society)

満足度の要因分析－A.Senの厚生主義批判によせて

教育選択, 所得制限, および人的資本蓄積

家計の子育て負担と教育支出

希望子ども数が出生行動に与える影響

有配偶女性就業者の時間配分モデルについての考察

産業財メーカーの対顧客に対するブランディング効果に関する研
究　―顧客の顧客の視点から―

市場センチメント・インデックスの構築と株価説明力の分析：日次
データによる検証

医療サービスの質に関する競争と診療報酬制度

通信業における外資系企業の雇用と政策について

観光・レジャー分野における第三セクターを対象にしたソフトな予算制約問題の検
証－地方公共団体による補助金交付・損失補償契約・貸付は第三セクターのパ
フォーマンスに影響を及ぼしているか？－

改正高年齢者雇用安定法の施行と企業の「第二定年」の取り扱
いについて　－望ましい雇用延長のあり方とはー

広告宣伝費と企業業績の関係

タクシーの規制緩和に伴う料金と需要の動向

ブランド内競争の促進は消費者余剰を改善させるのか：国内自
動車産業における予測


