
第１日

11:00 理事会

セッション名
Chair Jinyoung Kim(Konkuk University) 座長 林田実（北九州市立大学） 座長 中村保（神戸大学） 座長 瀧井貞行（西南学院大学） 座長 木原隆司（獨協大学）

Presenter Sungmun Choi（Konkuk University） 報告者 松浦司(中央大学) 報告者 菊池悠矢(名古屋大学）
玉井寿樹(名古屋大学)

報告者 森田充(青山学院大学） 報告者 長岡貞男（東京経済大学）

Discussant Yuya Katafuchi(Research Institute of
Humanity and Nature) 討論者 浦川邦夫（九州大学） 討論者 森田薫夫(福岡大学) 討論者 瀧井貞行（西南学院大学） 討論者 薮田雅弘(中央大学)

Presenter Sungjin Cho(Seoul National University)
,Gong Lee(Korea Development
Institute),John Rust( Georgetown
University),Mengkai(Georgetown
University)

報告者 平賀一希(東海大学)
舟島義人(東北学院大学)

報告者 巽 一樹(兵庫県立大学）
橋本浩幸(兵庫県立大学)
木村真（兵庫県立大学）

報告者 花村信也（立命館大学） 報告者 森朋也（山口大学）
金承華（関東学園大学）
薮田雅弘(中央大学)

Discussant 調整中 討論者 中園善行(横浜市立大学) 討論者 焼田党(南山大学) 討論者 野崎竜太郎（久留米大学） 討論者 長岡貞男（東京経済大学）

セッション名
Chair 森田充（青山学院大学） 座長 　堀 宣昭（九州大学） 座長 伊ヶ崎　大理（日本女子大学） 座長 大内田康徳（広島大学） 座長 長岡貞男（東京経済大学）

報告者 孫明超(上智大学)
長谷部拓也(上智大学)
Gabriel Fuentes-Cordoba(上智大学)

報告者 虞 尤楠(九州大学) 報告者 内田秀昭(三重大学) 報告者 下津秀幸（公正取引委員会経済分析
チーム）
大宮俊吾（公正取引委員会経済分析
チーム）
上續高裕（公正取引委員会経済分析
チーム）

報告者 木原隆司（獨協大学）

討論者 倪彬(法政大学) 討論者 野崎華世（大阪経済大学） 討論者 田中 淳平（北九州市立大学） 討論者 宍倉学（長崎大学） 討論者 本西泰三（関西大学 )

報告者 岡安麗奈(青山学院大学) 報告者 井上寛規(久留米大学)
坂上智哉(熊本学園大学)
加藤康彦(熊本学園大学)

報告者 宮本拓郎(東北学院大学) 報告者 阿萬弘行（関西学院大学）
本西泰三（関西大学 )
山根智沙子（広島 経済 大学）

討論者 渋澤博幸(豊橋技術科学大学) 討論者 森田玉雪(桜美林大学) 討論者 山本雅資(富山大学) 討論者 木原隆司（獨協大学）

16:２0～17:１0 会長講演 司会 田中廣滋（前日本応用経済学会会長・中央大学名誉教授）

講演者 焼田党（日本応用経済学会会長・南山大学）
17:２0～18:１0 招待講演 司会 木原隆司（獨協大学）

講演者 中尾 武彦（みずほ総合研究所株式会社・理事長）

演題：育児、介護そして女性労働

演題：生産性をめぐる５つの神話

第4報告
15:３0～16:１0

CVMによる世界遺産の経済評価―日本遺産との比
較から―

経済成長を伴う経済連携協定ネットワーク形成過
程のシミュレーション分析

グリーン消費者とサプライチェーンの競争環境を
考慮したエコ製品の普及とグリーンイノベーション
の理論的考察

新型コロナ流行時におけるマスク市場の価格メカ
ニズム アンケート調査による分析

第３報告
14:40～15:20

Exposure to open defecation and child health:
Evidence from Timor-Leste

最低賃金の変化が労働者の健康および幸福度
に与える影響

Dynamics, Stability, and Openness in a Firm
Heterogeneity Endogenous Growth Model

イノベーションと競争 Covid-19対策の国際パネル分析 -経済活動・感
染・死亡への短期的影響の予備的推定-

セッション 1-1B セッション 1-2B セッション 1-3B セッション1-4B セッション1-5B
計量分析 社会保障 国際マクロ経済学 イノベーション コロナ企画II

新型コロナウイルス克服への創薬イノベーション

第２報告
13:50～14:30

 Optimal Dynamic Hotel Pricing International information disparity, sticky
information, and economic behavior: Tourist's
response to region-specific shocks

Reconsideration of Cipriani and Fioroni Model
(仮)

取締役会はプロ経営者をどのように使ったら良い
のか。　買収失敗を避けるための方法

新型コロナウイルス感染症と観光－観光移動の
変動パターン分析と観光政策

第１報告
13:00～13:40

Do Long-Term Contracts Harm Team Performance?
Evidence from Major League Baseball

単身高齢世帯と高齢者の生活保護受給割合：都
道府県別データを用いた検証

Nash Equilibria in Models of Fiscal Competition
with Unemployment

ESGと企業パフォーマンス・資本コストに関する実
証分析

JAAE-KAAE Joint Session 情報経済 財政問題 企業経済 コロナ企画I

2020年度日本応用経済学会秋季大会プログラム

＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

11月21日（土）

Session 1-1A セッション 1-2A セッション 1-3A セッション1-4A セッション1-5A



第2日

セッション名
Chair Hitoshi Osaka（Kyoto Sangyo

University）
座長 藤田康範（慶應義塾大学） 座長 安岡匡也（関西学院大学） 座長 内藤徹（同志社大学） 座長 内田秀昭（三重大学）

Presenter Sangho KIM(Ritsumeikan Asia Pacific
University)

報告者 後藤剛史(南山大学) 報告者 山田航汰(関西大学) 報告者 大森達也(中京大学） 報告者 焼田党（南山大学）

Discussant Takeshi Koba（Kumamoto Gakuen
University）

討論者 佐藤茂春(中京大学) 討論者 安岡匡也(関西学院大学) 討論者 楠山大暁（北陸大学） 討論者 池下研一郎（九州大学）

Presenter Li Wen(Kyushu University) 報告者 筒井潔（アジアパシフィックコーポレー
ション株式会社)
渡邉崇(同志社大学)
佐々木一彰(株式会社ノースウッド)

報告者 堀江進也(尾道市立大学) 報告者 楠山大暁（北陸大学）

Discussant Tsukasa Matsuura（Chuo University） 討論者 藤田康範(慶應義塾大学) 討論者 木下祐輔(一般財団法人アジア太平
洋研究所)

討論者 大森達也(中京大学）

11:00～11:50

12:50～13:40 学会賞授賞講演 司会 成生達彦（同志社大学）

演題： Elderly empowerment, fertility, and public pensions

講演者 宮澤和俊（同志社大学）

座長 　Minoru Hayashida(he University of
Kitakyushu）

座長 青木芳将（立命館大学） 座長 大川隆夫（立命館大学） 座長 大住康之（兵庫県立大学） 座長 永星浩一（福岡大学）、
佐藤茂春（中京大学）

座長 薮田雅弘（中央大学）

Presenter Fan Xiao(Kyushu University) 報告者 和田柊平(同志社大学) 報告者 河又裕士(筑波大学)
张晓泉(香港中文大学商学院)
秋山英三(筑波大学)

報告者 周　峰(兵庫県立大学) 報告者 永星浩一（福岡大学） 報告者 入江政昭（九州大学）

Discussant Claudia Gherghel(Hitotsubashi
University)

討論者 祝迫達郎(大阪大学) 討論者 上條良夫(早稲田大学) 討論者 池下研一郎(九州大学) 討論者 内藤徹（同志社大学） 討論者 田中廣滋（中央大学名誉教授）

Presenter MENDEZ Carlos(Nagoya University)
AGINTA Harry(Nagoya University)
GUNAWAN Anang(Nagoya University)

報告者 三宅裕介(日本文理大学) 報告者 平尾盛史(神戸大学） 報告者 桜内文城(慶應義塾大学)
藤田康範(慶應義塾大学)

報告者 内藤徹（同志社大学） 報告者 土居潤子（関西大学）
山田　航汰（関西大学）

Discussant Augusto Ricardo Delgado Narro(Waseda
University)

討論者 森田忠士（近畿大学） 討論者 服部圭介(青山学院大学) 討論者 内藤克彦(京都大学) 討論者 川崎晃央（大分大学） 討論者 入江政昭（九州大学）

Presenter Augusto Ricardo Delgado Narro(Waseda
University)
Yuya Katafuchi(Research Institute for
Humanity and Nature)

報告者 宮下稔規(大阪大学)
岡田光平(大阪大学)
高倉啓(大阪大学)

報告者 濵村 純平(桃山学院大学)
善如 悠介(神戸大学)

報告者 大住康之（兵庫県立大学） 報告者 大野正久（熊本大学）
熊谷啓希（熊本学園大学）
細江守紀（熊本学園大学）

報告者 田中廣滋（中央大学名誉教授）

Discussant Shogo Fukui(Yamaguchi University) 討論者 菅原晃樹(名古屋学院大学) 討論者 松島法明(大阪大学) 討論者 中村 英樹(大阪市立大学) 討論者 永星浩一（福岡大学） 討論者 土居潤子（関西大学）

報告者 佐藤茂春（中京大学）

討論者 大野正久（熊本大学）

The impact of relative income within households on
husband's subjective well-being: Gaps of potential
wages and gender roles

不実表示，損害賠償および訴訟費用負担 COVID-19下におけるマクロ経済分析について
~SIRモデルを中心に~

学会賞授与式

企画セッション コロナ企画III
セッション2-2A

原発の競争優位性と（山本七平の）「空気と水」

Decomposition of Productivity Growth and its
Determinant Factors for Japanese Manufacturing
Firms

封じ込め政策と出生率

セッション2-5A

11月22日（日）

セッション2-4A
English Session 法と経済

感染症の量的経済分析

第１報告
9:20～10::00

Money-Helping Behavior Effects on Subjective
Wellbeing Distinguished by Dissimilar Interpersonal
Relations: Empirical Evidence from China

労働分析English Session II ミクロ経済分析 マクロ経済学

第２報告
10：10～10：50

セッション2-3A

セッション2－4Bセッション2-3Bセッション2-2BSession 2-1B

コロナ禍における緊急事態宣言が介護サービス
市場に与えた影響について

Session 2-1A

景気循環変動によるGDP比債務残高の拡大を防
ぎ、債務に依存しない財政運営の在り方につい
て– コロナ禍等の非常時に対応した公的債務財
政管理手法の構築に向けて–

感染症の流行が所得分布に与える影響について
（仮）

コロナショックと第4次産業革命

コロナ企画VI

セッション2-6B

コロナ企画IV

新型コロナ感染症にかかる財政政策、債務支払
い拒否、および財政維持可能性

Structural Change, Service Sector Features,
and Aggregate Elasticity of Substitution

地域間移動と新型コロナウイルス感染症対策の
厚生効果

コロナ企画V

セッション2-5B

家庭内感染を考慮したマルチグループSIR モデ
ルにおける対象限定ロックダウンの効果

第4報告
16:20～17:00

第3報告
15:30～16:10

第２報告
14:40～15:20

Regional Income Disparities and Convergence Clubs
in Indonesia: New District-Level Evidence

失業と内生的要素バイアスの技術変化

Repositioning Strategy with Performance
Difference

国民経済体系を基礎とする資本蓄積と経済成長
の理論

Covid-19に伴い「特定警戒都道府県」指定が犯
罪発生に与える影響の経済分析

第１報告
13:50～14:30

COVID-19, state of emergency, and housing market Child Labor, Corruption, and Development

To tax labor or capital income for growth in an
aging society

Retailer Voluntary Investment Against a Threat
of Manufacturer Encroachment

新型コロナウイルス感染症対策としての接触禁
止政策の有効性

Why the Share of Skilled Workers Increased in
Stagnated Japan? –A Paradox of Skill-Biased
Technological Change

Expected search-engine revenue in dynamic
equilibrium: An empirical and theoretical analysis


