
2012 年 5 月 11 日  

各 位  

 

2012 年度日本応用経済学会春季大会実行委員長  

福岡大学 永星浩一  

 

 

2012 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喜

び申し上げます。  

  さて、日本応用経済学会の 2012 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 2012 年 6 月 9 日（土）、 10 日（日）  の両日にわたり、

福岡大学七隈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 6 月 9 日（土）  18 時 30 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  

 

1．  受付について  

 福岡大学七隈キャンパス 2 号館 1 階ホールにて、 6 月 9 日（土）は 12 時

00 分から、 6 月 10 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。

博多駅及び天神周辺に多くのホテルがございます。博多駅から会場までは、

地下鉄空港線天神駅下車後、天神地下街を地下鉄七隈線天神南駅まで徒歩 8

分。七隈線に乗換え福大前駅下車後徒歩 10 分です。天神周辺から会場まで

は、同じく地下鉄七隈線福大前駅下車後徒歩 10 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。 9 日（土）はキャンパス内の学生食堂が利用できますが、 10 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）会場でパソコン（ PowerPoint）および OHC によりプロジェクターが

使用できます。パソコンは  Windows XP のみで、Office2003 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

持参くださいますようお願いいたします。  

（ 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 案 内  

 

 

会場入口（２号館商学部棟  １階）  

 

 

 

学会賞講演、招待講演会場（２号館商学部棟 地階）  

 

 

懇 親 会 場
（新 図 書 館 １Ｆ）
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セッション会場（２号館商学部棟  ２階）  

 

 

セッション会場（２号館商学部棟 ３階）  

 

 

 

セッション会場

休 憩 室  

セッション会場  

学会事務局  

休 憩 室



年度 本応 経済学会春 会プ グ 福 学2012年度日本応用経済学会春季大会プログラム（福岡大学）2012年度日本応用経済学会春季大会プログラム（福岡大学）

＜報告時間30分 討論時間10分（フロアからの質疑を含めて）＞＜報告時間30分、討論時間10分（フロアからの質疑を含めて）＞

第１日 6月9日（土）第１日 6月9日（土）

12：00 受付開始 10:30-12:30 （会場）会議室1（会場）会議室
受付場所： 理事会理事会

13：00～14：20 セッション1-5A (２２Ａ) セッション1-6A (２２１教室)セッション1-1A (２３Ｃ) セッション1-2A (２３D) セッション1-4A (２２２教室)セッション1-3A (２３E)13：00～14：20

セッション名 English Session Ⅰ English Session Ⅱ 寡占市場と公共政策

セッション1 5A (２２Ａ) セッション1 6A (２２１教室)セッション1 1A (２３Ｃ) セッション1 2A (２３D) セッション1 4A (２２２教室)セッション1 3A (２３E)

ゲーム理論計量経済地方財政の実証分析セッション名
Chair Tamotsu Nakamura (Kobe University) Chair Pyeongtak Nahm (Kyungil University) 座長 平澤誠（名古屋大学） 座長 近藤春生（西南学院大学） 座長 福重元嗣（大阪大学） 座長 西原宏（福岡大学）

English Session　Ⅰ English Session Ⅱ 寡占市場と公共政策 ゲ ム理論計量経済地方財政の実証分析
Chair Tamotsu Nakamura (Kobe University) Chair Pyeongtak Nahm (Kyungil University) 座長 平澤誠（名古屋大学） 座長 近藤春生（西南学院大学） 座長 福重元嗣（大阪大学） 座長 西原宏（福岡大学）

Economic Growth and Employment in the Equilibrium The comparison between specific and ad valoremThe Relationship between Moral Hazard and Insurance Aggregation bias in segregation index: anSpatial Patterns of Flypaper Effects for Local On nonbossy matching rules in two-sided matching

第１報告 Labor Market taxion under vertically differentiated oligopolyFraud international comparison using four indicesExpenditure by Policy Objective in Japan: A problems第 報告
Bayesian Approach

Presenter Mahito Okura (Nagasaki University) Presenter Chang Kon Choi (Chonbuk National 報告者 荒川潔（大妻女子大学） 報告者 各務和彦（千葉大学） 報告者 伊佐勝秀（西南学院大学） 報告者 近郷匠（福岡大学）
University)
発表キ セ ( )発表キャンセル (canceled)

Di T k N k i i (K G k i Di S k Y ki (Gif K i i U i i ) 討論者 李友炯（福岡女子大学） 討論者 増田淳矢（中京大学） 討論者 石川路子(甲南大学) 討論者 小寺俊樹（名古屋大学）Discussant Takuya Nakaizumi (Kanoto Gakuin
University)

Discussant Sayaka Yakita (Gifu Keizai University) 討論者 李友炯（福岡女子大学） 討論者 増田淳矢（中京大学） 討論者 石川路子(甲南大学) 討論者 小寺俊樹（名古屋大学）
University)

Th Eff t f I f ti & T l i ti (IT) Wh h ld t l th bli fi t l l lI t ti f N ti l H i M k t i t th W ld Ch l f St bili ti i S t f L l I f P ti l C lit i th F 囚人のジレンマにおける協力の選択に対する非協

第２報告

The Effects of Information & Telecommunication (IT)
Capabilities on Trade: the Case of China Japan Korea

Who should control the public firm; central or local
government?

Integration of National Housing Market into the World
Housing Market -Case of Korea and Japan

Channels of Stabilization in a System of Local
Public Health Insurance: The Case of the National

Inference on Partial Causality in the Frequency
Domain

囚人のジレンマにおける協力の選択に対する非協
力探知型情報構造の効果についての実験的研究第２報告 Capabilities on Trade: the Case of China, Japan, Korea,

and the U.S.
government?Housing Market Case of Korea and Japan Public Health Insurance: The Case of the National

Health Insurance in Japan
Domain 力探知型情報構造の効果についての実験的研究

P t D G H (Y U i it ) P t T k D Y (Y U i it ) 報告者 W h L (F k k W ' 報告者 林正義（東京大学） 報告者 瀧本太郎(九州大学） 報告者 鍵原理人（福岡大学） 渡邉淳 （福岡大

and the U.S. Health Insurance in Japan

Presenter Dong Geun Han (Yeungnam University),
Pyeong Tak Nahm (Kyungil University)

Presenter Taek-Dong Yeo (Yeungnam University)
発表キャンセル (canceled)

報告者 Woohyung Lee (Fukuoka Women's
University) Kidong Lee (Keimyung

報告者 林正義（東京大学） 報告者 瀧本太郎(九州大学）
細谷雄三(明星大学)

報告者 鍵原理人（福岡大学）、渡邉淳一（福岡大
学） 西原宏（福岡大学）Pyeong Tak Nahm (Kyungil University) 発表キャンセル (canceled) University), Kidong Lee (Keimyung

University)
細谷雄三(明星大学) 学）、西原宏（福岡大学）

University)

Di t Hi hi S k t (ICSEAD) Di t K k Hi (K h S U i it ) 討論者 内藤徹（徳島大学） 討論者 浦川邦夫（九州大学） 討論者 姚峰（香川大学） 討論者 上條良夫（早稲田大学）Discussant Hiroshi Sakamoto (ICSEAD) Discussant Kyoko Hirose (Kyushu Sangyo University) 討論者 内藤徹（徳島大学） 討論者 浦川邦夫（九州大学） 討論者 姚峰（香川大学） 討論者 上條良夫（早稲田大学）

14：20～14：3014：20～14：30 　
14：30～15：50 セッション1-3B (２３E)セッション1-1B (２３Ｃ) セッション1-2B (２３D) セッション1-4B (２２２教室) セッション1-5B (２２A) セッション1-6B (２２１教室)14：30～15：50

セッション名 English Sessioｎ Ⅲ English Session Ⅳ

セッション1 3B (２３E)セッション1 1B  (２３Ｃ) セッション1 2B (２３D) セッション1 4B (２２２教室) セッション1 5B (２２A)

公営企業

セッション1 6B (２２１教室)

産業組織Ⅰ 出生行動環境資源政策セッション名
Chair Sungoan Choi (Andong National University) Chair Masahiro Yabuta (Chuo University) 座長 成生達彦（京都大学） 座長 今泉博国（福岡大学） 座長 坂上智哉(熊本学園大学） 座長 板倉理友（日本文理大学）

English Sessioｎ　Ⅲ English Session Ⅳ 公営企業産業組織Ⅰ 出生行動環境資源政策
Chair Sungoan Choi (Andong National University) Chair Masahiro Yabuta (Chuo University) 座長 成生達彦（京都大学） 座長 今泉博国（福岡大学） 座長 坂上智哉(熊本学園大学） 座長 板倉理友（日本文理大学）

W lf A l i f C t T P li i KTh C ti St ti f St h ti D i 湖内水質の動態を考慮した霞ヶ浦における総合的 PFIを活用した公立病院の経営改革に関する経済分Di i i t i i d ti l titi i T f d d d b i i

第３報告
Welfare Analysis of Corporate Tax Policy in KoreaThe Comparative Statics for Stochastic Dominance

Changes under Risk Aversion
湖内水質の動態を考慮した霞ヶ浦における総合的
流域管理政策

PFIを活用した公立病院の経営改革に関する経済分
析：医療・介護の連携にシナジー効果が存在する

Discriminatory pricing and spatial competition in
two-sided media markets

Tax reform and endogenous gender bargaining
power第３報告 Changes under Risk Aversion 流域管理政策 析：医療・介護の連携にシナジー効果が存在する

ケース
two-sided media markets power

Presenter Iltae Kim (Chonnam National University) Presenter Chongung Kim (Daegu Haany University) 報告者 小寺俊樹（名古屋大学） 報告者 中村中（東京大学） 水野谷剛（筑波大 報告者 古村聖（名古屋大学） 報告者 三浦功（九州大学）

ケ ス

Presenter Iltae Kim (Chonnam National University),
Suyeol Ryu (Andong National University)

Presenter Chongung Kim (Daegu Haany University),
Shunming Zhang (Renmin University)

報告者 小寺俊樹（名古屋大学） 報告者 中村中（東京大学）、水野谷剛（筑波大
学） 徐峰（筑波大学） 氷鉋揚四郎（筑波

報告者 古村聖（名古屋大学） 報告者 三浦功（九州大学）
Suyeol Ryu (Andong National University),
Arthur Snow (University of Georgia)

Shunming Zhang (Renmin University)
発表キャンセル (canceled)

学）、徐峰（筑波大学）、氷鉋揚四郎（筑波
大学）Arthur Snow (University of Georgia) 発表キャンセル (canceled) 大学）

Discussant Yasunori Fujita (Keio University) Discussant Satoko Maekawa (Kansai University) 討論者 相浦洋志（大分大学） 討論者 渋澤博幸(豊橋技科大学) 討論者 焼田党（名古屋市立大学） 討論者 高尾健朗（九州産業大学）

Standards and Innovation Vaccination priority for minimizing economic losses 流通業者の費用削減投資：規模効果と戦略効果 消費者政策と資源管理問題―海のエコラベルのコン Can child allowances stop decreasing fertility? 林業公社の債務問題に関する理論分析

第４報告

p g
during a pandemic influenza outbreak ジョイント分析―

p g

第４報告

Presenter Reiko Aoki (Hitotsubashi University) Presenter Saaya Lim Tsutsué （University of Tokyo） 報告者 王海燕（京都大学） 報告者 村上佳世（東京都市大学）、行本雅（京都 報告者 安岡匡也（北九州市立大学） 報告者 萩原史朗（大阪経済大学）Presenter Reiko Aoki (Hitotsubashi University),
Yasuhiro Arai (Aomori Public College)

Presenter Saaya Lim Tsutsué （University of Tokyo）
発表キャンセル (canceled)

報告者 王海燕（京都大学） 報告者 村上佳世（東京都市大学）、行本雅（京都
大学）、丸山達也（消費者庁）

報告者 安岡匡也（北九州市立大学） 報告者 萩原史朗（大阪経済大学）
( g ) 発表キ ( ) 大学）、丸 （消費者庁）

Discussant Takeshi Ebina (Tokyo University of Discussant Shun-ichiro Bessho (Keio University) 討論者 松島法明（大阪大学） 討論者 浦川邦夫（九州大学 討論者 塩津ゆりか（同志社大学） 討論者 三浦功（九州大学）Discussant Takeshi Ebina (Tokyo University of
Science)

Discussant Shun ichiro Bessho (Keio University) 討論者 松島法明（大阪大学） 討論者 浦川邦夫（九州大学 討論者 塩津ゆりか（同志社大学） 討論者 三浦功（九州大学）
Science)

15：50～16：0015：50～16：00 　

学会賞講演 （会場：２Ｂ１教室） 司会：田中廣滋（中央大学）16：00～16：50 学会賞講演 （会場：２Ｂ１教室） 司会：田中廣滋（中央大学）

演題 F l i i d l b li i

16：00 16：50

演題
講演者 佐藤泰裕（大阪大学）

Free entry, regulatory competition, and globalization
講演者：佐藤泰裕（大阪大学）

招待講演 （会場：２Ｂ１教室） 司会：青木玲子（一橋大学）17：00～17：50 招待講演
演題 科学における発見過程：日米科学者サーベイからの知見演題

講演者 長岡貞男（ 橋大学）

科学における発見過程：日米科学者サ ベイからの知見
講演者：長岡貞男（一橋大学）

総会 会場 教室17：55～18：25 総会 会場：２Ｂ１教室
18：30～20：00 　　　　　　　　＜　懇　親　会　＞　　　　会場：陽だまり＜ 懇 親 会 ＞ 会場 陽だまり



第2日 6月10日（日）第2日 6月10日（日）

8：30～ 受付開始8：30 受付開始
受付場所：２号館１階ロビー場

9:00～10：20 セッション2-3A (２３E) セッション2-4A (２２２教室)セッショ2-1A (２３C) セッション2-2A （２３D) セッション2-5A (２２A) セッション2-6A (２２１教室)9 00 0 0

セ シ ン名
English Sessioｎ Ⅴ: Coporate Governance in China (1) 産業組織Ⅱ 都市経済財政の実証分析 インフラ投資と地域経済公企業の民営化

セッション名
g p ( ) 産業組織 都市経済財政の実証分析 インフラ投資と地域経済公企業の民営化

Chair Konari Uchida (Kyushu University) 座長 林正義（東京大学） 座長 渡辺淳一（福岡大学） 座長 木原隆司（アジア開発銀行） 座長 楠田康之（日本福祉大学） 座長 慶田收（熊本学園大学）

The Economics of Cordon Tolling: GeneralControlling shareholder Split-share structure reform An economic analysis of asymmetric complements日本の財政赤字累積の要因 Privatization of public firm and urban unemployment Endogenous timing in tax and public investment
　第１報告

The Economics of Cordon Tolling: General
Equilibrium and Welfare Analysis

Controlling shareholder, Split share structure reform
and cash dividend payments in China

An economic analysis of asymmetric complements日本の財政赤字累積の要因 Privatization of public firm and urban unemployment
in a dualistic economy

Endogenous timing in tax and public investment
competition第 報告

（ ) 報告者 焼 党（名古屋市立大学） 報告者 海老名剛（東京理科大学） 報告者 松燈（熊本学園大学） 報告者 内藤徹（徳島大学） 報告者 地啓介（ 重大学）

q yp y y p

Presenter Chunyan Liu（Kyushu University), Konari
U hid (K h U i it ) Y f Y

報告者 焼田党（名古屋市立大学） 報告者 海老名剛（東京理科大学） 報告者 平松燈（熊本学園大学） 報告者 内藤徹（徳島大学） 報告者 川地啓介（三重大学）
Uchida (Kyushu University), Yufeng Yang
(China University of Mining and(China University of Mining and
Technology)Technology)

Discussant Mamoru Matsumoto (University of 討論者 山田光男（中京大学） 討論者 清水大昌(学習院大学） 討論者 下山朗（釧路公立大学） 討論者 大野正久（九州大学） 討論者 森田圭亮（京都学園大学）Discussant Mamoru Matsumoto (University of
Kitakyushu)

討論者 山田光男（中京大学） 討論者 清水大昌(学習院大学） 討論者 下山朗（釧路公立大学） 討論者 大野正久（九州大学） 討論者 森田圭亮（京都学園大学）

How much is tax revenue elasticity rate?: Bayesian A Theoretical Analysis of the Dumping ProblemBlock trade targets in China Investment in Infrastructure and Effects of TourismAnother Look at the Optimality of Partial内生的ネットワーク分断リスクと戦略的ネットワーク
　第２報告

y y
DSGE investigation

y p g
under Asymmetric Information
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P t D LiPi （K h U i it ） K i 報告者 平賀 希（慶應義塾大学） 報告者 髙原豪（大阪大学） 報告者 宇野木広樹（熊本学園大学） 報告者 中村保（神戸大学） 報告者 柳瀬明彦（東北大学）Presenter Dong LiPing（Kyushu University）, Konari
Uchida (Kyushu University） Xiaohong Hou

報告者 平賀一希（慶應義塾大学） 報告者 髙原豪（大阪大学） 報告者 宇野木広樹（熊本学園大学） 報告者 中村保（神戸大学）
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Uchida (Kyushu University）, Xiaohong Hou
(China University of Mining and
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Discussant Hiroyuki Aman (Kwansei Gakuin University) 討論者 溜川健一（明治大学） 討論者 尾川僚（広島大学） 討論者 井上寛規（京都大学） 討論者 村田省三（長崎大学） 討論者 岡村薫（熊本学園大学）

10：20～10：25 　

推薦講演（会場：231教室） 司会：岡村誠（広島大学） 推薦講演（会場：221教室） 司会：小西葉子（経済産業研究所）10：25～11：05 推薦講演（会場：231教室）      司会：岡村誠（広島大学） 推薦講演（会場：221教室）  司会：小西葉子（経済産業研究所）
演題 The existence of low-end firms may help vertically differentiated high-end firms 演題 Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor-Augmented Vector Autoregressions演題 The existence of low end firms may help vertically differentiated high end firms 演題 Bootstrap Inference for Impulse Response Functions in Factor Augmented Vector Autoregressions

講演者：松島法明（大阪大学） 講演者：山本庸平（一橋大学）講演者：松島法明（大阪大学） 講演者：山本庸平（一橋大学）
11 05～11 1011：05～11：10 　

招待講演 （会場 231教室） 司会：氷鉋揚四郎（筑波大学）11：10～12:00 招待講演 （会場：231教室） 司会：氷鉋揚四郎（筑波大学）

演題
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演題 東日本大震災からの復興、その課題と展望－日本学術会議からの提言を踏まえて

講演者：大西隆(日本学術会議会長）講演者：大西隆(日本学術会議会長）
12：00～13：00 昼 食12：00 13：00 昼　　食
13：00～15：00 セッション2-1B(２３C) セッション2-2B(２４D) セッション2-3B(23E) セッション2-5B(２２A)セッション2-4B(２２２教室) セッション2-6B (２２１教室)13：00 15：00
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English Sessioｎ Ⅵ: Coporate Governance in China (2) 金融の実証分析 法と経済

セッション2 1B(２３C) セッション2 2B(２４D) セッション2 3B(23E) セッション2 5B(２２A)
環境・資源経済

セッション2 4B(２２２教室)
応用ミクロ経済

セッション2 6B (２２１教室)
マクロ経済

セッション名
English Sessioｎ Ⅵ: Coporate Governance in China (2) 金融の実証分析 法と経済環境 資源経済応用ミク 経済 マク 経済

Chair Konari Uchida (Kyushu University) 座長 永田邦和（鹿児島大学） 座長 堀宣昭（九州大学） 座長 大住圭介（福岡女子大学） 座長 中山恵子（中京大学） 座長 柳川範之（東京大学）

Corporate governance, discretionary accruals and Transaction tax and stock return volatility: cross- Exclusive Contracts with Options Bubbly Saving 拡大産業連関分析に基づく地域環境税政策に関す 買収防衛策としてMBO-ライツプランとMBOとの比較
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