
第１日 2021.10.22 現在

10:30〜 理事会(オンライン開催（別途お知らせします））

セッション名
Chair  Sung-Jin Cho（President of KAAE） Chair 中村保（神⼾⼤学） 座⻑ ⻑岡貞男（東京経済⼤学） 座⻑ 松島法明(⼤阪⼤学) 座⻑ 川崎晃央（⼤分⼤学）

Presenter Renee Bowen (UCSD)
Ilwoo Hwang (Seoul National University)
Stefan Krasa (U of Illinois - Urbana &
Champaign)

Presenter Junmin Wan(Fukuoka University) 報告者 巽 ⼀樹(兵庫県⽴⼤学) 報告者 報告者 安達貴教(京都⼤学)
佐藤進(⼀橋⼤学)
マーク・トレンブリィ(マイアミ⼤学)

Discussant 堀 宣昭(九州⼤学) Discussant Biung-Ghi Ju (Seoul National University) 討論者 池下研⼀郎(九州⼤学) 討論者 善如悠介(神⼾⼤学)

Presenter Sungmun Choi (Konkuk University) Presenter Fan  Xiao(九州⼤学)
浦川邦夫(九州⼤学)

報告者 池下研⼀郎(九州⼤学) 報告者 報告者 橘⾼勇太(神⼾⼤学)
佐藤 進(⼀橋⼤学)

Discussant ⽊原隆司(獨協⼤学) Discussant ⽵部成崇(⼤妻⼥⼦⼤学） 討論者 ⼤住康之（兵庫県⽴⼤学） 討論者 潘 聡(京都産業⼤学）

セッション名
Chair  Sung-Jin Cho（President of KAAE） 座⻑ 瀧本太郎（九州⼤学） 座⻑ 坂上智哉(熊本学園⼤学) 座⻑ 松島法明(⼤阪⼤学) 座⻑ 堀宣昭（九州⼤学）

Presenter Sangho Kim (Ritsumeikan Asia Pacific
University)

報告者 林⽥実(北九州市⽴⼤学)
⼤野裕之(東洋⼤学)

報告者 荒井壮⼀(秋⽥⼤学) 報告者 報告者 相浦洋志(南⼭⼤学）
⼩寺俊樹(⻘森公⽴⼤学)

Discussant Sejin Min (Dongguk University) 討論者 難波了⼀(中部圏社会経済研究所) 討論者 伊藤健宏(岩⼿県⽴⼤学) 討論者 中川訓範(静岡⼤学)

報告者 桜内⽂城(桜内⽂城事務所)
藤⽥康範(慶應義塾⼤学)
筒井 潔(慶應義塾⼤学)

報告者 中村周史(中央⼤学) 報告者 濵村純平(桃⼭学院⼤学)

討論者 ⽥中淳平（北九州市⽴⼤学） 討論者 平賀⼀希(名古屋市⽴⼤学） 討論者 松井建⼆(神⼾⼤学)

16:20〜17:10 招待講演 司会： 野原克仁（北星学園⼤学）、渡邉稔（北星学園⼤学）

講演者 ⽇引聡（東北⼤学）演題：気候変動の農業影響と適応策

第３報告
14:40〜15:20

第4報告
15:30〜16:10

The Nonlinear Relationship between
Entrepreneurship and Natural Resource Rents.

第２報告
13:50〜14:30

Rural-to-Urban Migration and Agricultural
Productivity Gaps

第１報告
13:00〜13:40

Agenda-Setter Power Dynamics: Learning in
Multi-Issue Bargaining

English Session III
Session 1-1B

秋⼭海⼈(公正取引委員会)

久保研介(慶應義塾⼤学)

Robots Capital, Traditional Capital, Labor Share,
and Inequality

Non-performing Loans and Branch Deregulation

セッション1-4B

五⼗嵐俊⼦(公正取引委員会)

機械学習による有価証券保有額、確定拠出型年⾦
への加⼊の分析〜 性別を処置変数としたCausal
Treeによる解析結果 〜

討論者有　＜報告時間25分、討論10分、フロアからの質疑を5分＞

11月13日（土）

2021年度日本応用経済学会秋季大会プログラム　　　　　

討論者無　＜報告時間35分、フロアからの質疑を5分＞

Session 1-1A Session 1-2A セッション1-3A セッション1-4A
English Session I English Session II 競争政策における経済学の活⽤とエコノミストの育成

⾃動化に対する補助⾦政策は経済成⻑を促進する
のか？

Disclosure policy for relative performance
indicators under product market competition

Why has Japan's inflation rate not risen?社会会計からのマクロ経済学の再構築（II）

セッション1-3B
マクロ経済分析

セッション1-2B

セッション1-5A

⾦融資産分析

プラットフォーム企業分析

産業組織論I

⾃動化の経済成⻑分析

競争政策における経済学の活⽤とエコノミストの育成

競争政策分野におけるエコノミストとしてのキャ
リア形成について

Cournot Platform Competition and Multi-homing:
Implications for Merger Analysis

公正取引委員会の業務における経済分析の活⽤事
例

Dual Role of the Platform and Search Order
Distortion

競争政策における経済学の重要性及び公正取引委
員会における経済分析の取組

セッション1-5B

Product and price competition in Industry 4.0 era

Effects of social capital related to human
resources on donation behaviors in Japan

賃⾦と物価の好循環のための最適インフレ率



第2⽇

セッション名
座⻑ 渡邉 稔(北星学園⼤学） 座⻑ ⼟居 潤⼦（関⻄⼤学） 座⻑ 迫 ⼀光（広島修道⼤学) 座⻑ 平井秀明(⻄南学院⼤学)

報告者 報告者 松浦 司(中央⼤学)
江 天瑶(お茶の⽔⼥⼦⼤学)

報告者 近藤春⽣(⻄南学院⼤学)
⼩川顕正(京都先端科学⼤学)

討論者 出島敬久（上智⼤学） 討論者 真鍋雅史(嘉悦⼤学)

報告者 報告者 宮澤 和俊(同志社⼤学) 報告者 虞  尤楠(九州⼤学)
内⽥⼤輔(九州⼤学)
浦川邦夫(九州⼤学)

報告者 三上 亮（⼤阪⼤学）
島⽥夏美（⼤阪⼤学）
橘⾼勇太（神⼾⼤学）

討論者 焼⽥党(南⼭⼤学) 討論者 河⻄卓弥(熊本県⽴⼤学) 討論者 ⾇⽥武仁(信州⼤学）

12:30-14:20 招待講演（テーマ：CSRの経済分析） 司会： 松島法明（⼤阪⼤学）

演題：寡占市場におけるCSR導⼊効果の理論的考察 講演者 広瀬浩介（⼤阪経済⼤学）
講演者 ⽩須洋⼦（⻘⼭学院⼤学）

14:30〜16:00

座⻑ 栗⽥健⼀（九州⼤学） 座⻑ 焼⽥ 党（南⼭⼤学） 座⻑  ⼤川隆夫（⽴命館⼤学） 座⻑ 野崎⻯太郎（久留⽶⼤学）

報告者 ⽚渕結⽮(総合地球環境学研究） 報告者 上⼝ 晃(近畿⼤学) 報告者 李江南(法政⼤学) 報告者 吉⽥友紀(佐賀⼤学)

討論者 芝啓太(信州⼤学） 討論者 渡邉 稔(北星学園⼤学) 討論者 川崎晃央(⼤分⼤学) 討論者 王 鏡凱（⿅児島⼤学）

報告者
栗⽥健⼀（九州⼤学）
⽚渕結⽮(総合地球環境学研究）

報告者 橋本浩幸(兵庫県⽴⼤学)
内藤徹(同志社⼤学)

報告者 潘 聡(京都産業⼤学）
Michael Kopel (University of Graz)
吉⽥翔平 (獨協⼤学)

報告者 花村信也(⽴命館⼤学)

討論者 多⿅智哉(北星学園⼤学) 討論者 伊ヶ崎⼤理(⽇本⼥⼦⼤学) 討論者 善如 悠介(神⼾⼤学) 討論者 野崎⻯太郎（久留⽶⼤学）

第２報告
10:50〜11:30

第１報告
10:00〜10:40

11⽉14⽇（⽇）

セッショ2-1A

The difference of policy effect between Ramsey
model and overlapping generation model

シミュレーションを⽤いたマクロ経済分析

神野真敏(南⼭⼤学)
安岡匡也(関⻄学院⼤学)

Managing Self-Investments When An Original
Equipment Manufacturer Competes with Its
Contract Manufacturer

アナリスト情報と証券会社と投資家 ‒ESG投資へ
の応⽤‒

第１報告
14:30〜15:10

国有企業における研究開発に対する混合所有制改
⾰の影響 中国⽯油企業を例として

経済成⻑論 企業投資の経済分析 企業組織分析

取締役会の多様性をもたらす能⼒開発投資への政
策効果

第２報告
15:20〜16:00

Uncertainly Available Public Childcare, Regional
Migration, and Welfare in an OLG Model.

Human capital, population aging, and PAYG
pensions in the OLG model

COVID-19, stigma, and habituation: Theory and
evidence from mobility data

セッション2-3A セッション2-4A
⼈的資本の経済分析 労働問題 ミクロ経済学

セッション2-2A

労働組合の賃⾦に与える影響の⽇中⽐較

セッション2-4B

演題：⻑期投資としてのESG、ESG投資に関わる問題点

COVID-19禍における⾏動変容分析と経済評価

Residential land price fluctuations caused by
behavioral changes on work-from-home based
on COVID-19

地⽅⾃治体による財務書類の活⽤と財政⾏動

Passive or Active? Behavioral Changes in
Different Designs of Search Experiments

セッション2-3B

Economic benefits of immigration to natives -
The effects of immigrants through the pension
and school system

Higher education, performance pay, and the
polarization of wages

セッション2-1B セッション2-2B

男性の育児休業取得が企業業績に与える影響−⽇
本の企業データを⽤いた実証分析−

安岡匡也(関⻄学院⼤学)
渡邉 稔(北星学園⼤学）

昼休み


