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2022 年 6 月 4 日 

会 員 各 位 

2022 年度日本応用経済学会春季大会実行委員長 

熊本大学 池田 康弘 

 

 

2022 年度日本応用経済学会春季大会のご案内 

 

拝啓 新緑の候，ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

  さて，2022 年度日本応用経済学会春季大会を，2022 年 6 月 25 日（土），26 日（日）の両

日にわたり，熊本大学（黒髪北地区，文法学部棟）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。 

今大会の実施方法につきましては，基本，対面での実施です（＊ただし，6月 25 日（土）

のセッション 1-1A と 1-1B の A1 教室，および両日の「招待講演」（A1 教室）は対面方式と

リアルタイム Zoom 遠隔方式によるハイブリッドでの実施とします）。 

  ご参加に関しまして，後掲の留意事項をよく読み，また，来訪におかれましては「会場，

および交通アクセス」，「会場までのアクセス概要」，および「熊本大学黒髪北地区までの交

通案内」等をご覧ください。なお，今回，新型コロナウィルス感染予防の観点から，懇親会

の開催はいたしません。ご了承下さい。 

敬具 
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留意事項 

 

1． 参加について 

新型コロナウィルス感染防止のため，大会当日に体温が 37.5℃以上あるの方，体調不

良の方は参加をご遠慮下さい。大会会場となる建物の入り口に非接触型の体温計があり

ますので，計測をお願いします。また，入り口にあるアルコール消毒液にて手指消毒を

行った上で，入館下さい。さらに，建物内ではマスクの着用をお願いいたします。 

 大学構内の駐車場の利用はできませんので，自家用車での来場はご遠慮ください。 

 

2． 受付について 

熊本大学にて，6月 25 日（土）は午前 11 時 30 分から，6月 26 日（日）は午前 8時

30 分から受付を開始いたします。受付にて，大会参加費 2,000 円を徴収いたします。 

 

3． 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。市中心部にホテルなど

の宿泊施設がございます。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」または熊本大学ホームページにてご確認くだ

さい。 

 

4． 昼食について 

 昼食につきましては，勝手ながら各自でお手配くださいますようお願いいたします。

近隣のコンビニエンス・ストア，レストランなどをご利用下さい。 

 

5．報告者・討論者の皆様へ 

(1) 会場でパソコン（PowerPoint，PDF ファイル）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 10，Office のバージョンは 2016 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。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。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。
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会場，および交通アクセス 

会 場：熊本大学（黒髪北地区，文法学部棟） 

所在地：〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2丁目 40 番 1 号 

 

構内図 

 

 
理事会会場：文法学部棟共用会議室 

受 付：文法学部棟 1階入口付近（エントランス） 

セッション会場：文法学部棟 1階および 2階（A1，A2，A3，B2，B3 の各教室） 

招待講演，総会，学会賞授与式：文法学部棟 2階 A1 教室  

 
 
 

 

 

学会会場 

文法学部棟 
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会場までのアクセス概要 
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熊本大学黒髪北地区までの交通案内 
 
 熊本駅前（2番のりば）から 

産交バス等：楠団地，光の森産交行き等（子飼経由） 「熊本大学前」下車 

 

 阿蘇くまもと空港から 
空港リムジンバス：「通町筋」（水道町のりかえ）または「桜町バスターミナル」（16 番

のりば，Ｅ）経由 「熊本大学前」下車 
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乗り換え案内（リムジンバス→市内バス） 

 

 



第１⽇
10:30 理事会 会場： 共⽤会議室

受付開始：11時30分
受付場所：⽂法学部棟1階エントランス

セッション名
Chair Junichi Watanabe（Fukuoka University) 座⻑ 坂上智哉（熊本学園⼤学） 座⻑ 潘 聡（京都産業⼤学） 座⻑ ⼩川光（東京⼤学） 座⻑ ⽯川路⼦（甲南⼤学）

Presenter Ki-Dong Lee(Keimyung Univ),
Kangsik Choi( Pusan National Univ.)

報告者 ⼤野裕之(東洋⼤学) 報告者 丹野忠晋(拓殖⼤学)
池⽥剛⼠(⼤東⽂化⼤学)
⽮崎敬⼈(⼯学院⼤学)

報告者 倉⽥ 洋(東北学院⼤学)
柳瀬明彦(名古屋⼤学)
Lin Yaqiong(名古屋⼤学)

報告者 平賀⼀希(名古屋市⽴⼤学）
⾈島義⼈(東北学院⼤学)

Discussant Katsuzo Yamamoto
（Kanto Gakuin University）

討論者 伊藤伸介(中央⼤学) 討論者 飯島裕胤(弘前⼤学) 討論者 藤⽥敏之(九州⼤学) 討論者 新関 剛史(千葉⼤学)

Presenter Yang Seung Lee
 (Kunsan National University)

報告者 ⼩川健(専修⼤学) 報告者 奥⼭鈴⾹(⼤阪⼤学） 報告者 柳瀬明彦(名古屋⼤学)
須賀宣仁(北海道⼤学)
多和⽥眞(名古屋⼤学)

報告者 ⽚渕結⽮(総合地球環境学研究所)
芝 啓太(九州産業⼤学)

Discussant Kenichi Kurita(Kyushu University) 討論者 神野真敏(南⼭⼤学) 討論者 ⼩寺俊樹(明星⼤学) 討論者 篠崎剛(東北学院⼤学) 討論者 岡本千草（中央⼤学）

セッション名
Chair Takashi Kihara（Dokkyo University) 座⻑ 堀 宣昭（九州⼤学） 座⻑ 永星浩⼀（福岡⼤学） 座⻑ 相浦洋志（南⼭⼤学） 座⻑ ⼤内⽥康徳(広島⼤学)

Presenter Yong-Kyun Bae(Pusan national University) 報告者 畠⼭哲太郎(慶應義塾⼤学)
栗野盛光(慶應義塾⼤学)

報告者 松浦 司(中央⼤学) 報告者 盧 秋⾬(⼤阪⼤学) 報告者 松本昭夫(中央⼤学)
Ferenc Szidarovszky(Corninus University)

Discussant Konari Uchida（Kyushu University） 討論者 平⽥ ⼤祐(⼀橋⼤学) 討論者 ⼯藤健（⻑崎⼤学） 討論者 潘 聡(京都産業⼤学) 討論者 平井秀明(⻄南学院⼤学)

Presenter WooPyeong Yi (Busan innovation Institute
of Industry)
Yoonjung Jung(Science & Technology
Planning)

報告者 ⼭⽥⿇以(明海⼤学)
濵村純平(桃⼭学院⼤学)

報告者 伊藤伸介(中央⼤学)
出島敬久(上智⼤学)
村⽥磨理⼦((公財)統計情報研究開発セン
ター)

報告者 池⽥剛⼠(⼤東⽂化⼤学) 報告者 筒井 潔(⼀般社団法⼈クリーンエネルギーイニシ
アティブ，慶應義塾⼤学KGRI)
渡邉 崇(同志社⼤学，⼀般社団法⼈クリーンエネ
ルギーイニシアティブ)
佐々⽊⼀彰(⼀般社団法⼈クリーンエネルギーイニ
シアティブ)

Discussant Sadao Nagaoka（Tokyo Keizai University） 討論者 森⽥公之(専修⼤学) 討論者 林⽥ 実(北九州市⽴⼤学) 討論者 ⼆替 ⼤輔（奈良県⽴⼤学） 討論者 ⾼島伸幸（広島⼤学）

Presenter WooYoung Kim(Kongju National
University)

報告者 王 ⽴(九州⼤学) 報告者 沈 家皓(名古屋⼤学)
加藤 尚史(名古屋⼤学)
鈴⽊ 笙太(名古屋⼤学)

Discussant Kunio Urakawa(Kyushu University） 討論者 栗⽥ 健⼀(九州⼤学) 討論者 松浦 司(中央⼤学)

16:40〜17:30 招待講演（会場：A1教室） 司会：依⽥⾼典（京都⼤学）

講演者 ⽥⼝聡志（同志社⼤学）
17:40〜18:10  

第１報告
13:00〜13:40

Uniform Versus Discriminatory Tariffs with
Endogenous Vertical Structure

確定拠出年⾦と⾦融教育

Optimal Environmental Policy for NPS Pollution under
Cournot Duopoly

Covid-19の経済政策分析

Where to Go: The Japanese Government's Travel
Subsidy during COVID-19

国際経済分析English Session I ⾦融教育

環境・エネルギー政策

産業組織I

第２報告
13:40〜14:20

Mixture of Large and Small firms in General
Equilibrium

外貨建て保険の教育：為替変動の教材としてと保
険機能の⼿段として

Effect of COVID-19 Related Policy Intervention
on Land Price

Session 1-1B (A1教室)

2022年度⽇本応⽤経済学会春季⼤会プログラム     

6⽉25⽇（⼟）

Session 1-1A (A1教室) セッション 1-2A (A2教室) セッション 1-3A (A3教室) セッション1-5A (B3教室)

＜報告時間30分、討論はフロアからの質疑を含めて１0分＞

セッション 1-2B (A2教室)

第1報告
14:30〜15:10

セッション 1-3B (A3教室)

MBA教育を受けたメンバーはどのタイミングで
チームでの仕事に取り組めばよいのか

English Session II

Intellectual Property Rights Policy against Imitations
of Product Innovations under Vertical Product
Differentiation

内⽣的な消費者帰属によるプラットフォームライセン
シング

セッション1-5B (B3教室)
産業組織II教育の経済分析 計量経済分析

Do Unions Provide Employment Protection in
Times of Economic Crisis? : A Natural Experiment
of COVID-19

Cultural Dynamics and Great Divergence: Effect
of Universal Education and Socialization

総会（会場：A1教室）

「緩やかなパレート最適性」を持つゲーム理論と
エネルギー政策への応⽤

市区町村データを⽤いた⼈⼝移動に関する空間計
量経済分析

Inter-attribute equity in assignment problems:
leveling the playing field by priority design

第2報告
15:10〜15:50

未婚状態が主観的厚⽣に与える影響の男⼥差につ
いて

世帯主と配偶者の所得が家計消費の⼗⼤費⽬に与
える効果に関するミクロデータ分析

How Do Influenced Recalls Have Lower Vehicle
Owners' Correction Rates?

Effect of Customer Diversification on R&D
Investment: Evidence from Korean Primary
Automotive Parts Suppliers

演題：企業組織・証券市場と⼈⼯知能：⼈×テクノロジーの未来

第3報告
15:50〜16:30

セッション1-4A (B2教室)

セッション1-4B (B2教室)

Welfare effects of intensifying competition in the
presence of an innovator

Agreements on Product Standards in a three-
country model of international oligopoly

Public Intermediate Good and Endogenous Ricardian
Comparative Advantage

Behavior-based price discrimination and elastic
demand

報告キャンセル



第2⽇
8:30〜 受付開始：8時30分

受付場所：⽂法学部棟1階エントランス

セッション名
Chair Taro Takimoto（Kyushu University） 座⻑ 細江守紀(熊本学園⼤学) 座⻑ 林⽥実（北九州市⽴⼤学） 座⻑ 安岡匡也(関⻄学院⼤学) 座⻑ 福澤勝彦（⻑崎⼤学）

Presenter Ruiwu Liu (Kyushu University) 報告者 熊⾕啓希(熊本学園⼤学)
後藤剛史(南⼭⼤学)

報告者 虞 尤楠(⻑崎県⽴⼤学)
浦川邦夫(九州⼤学）

報告者 安岡匡也(関⻄学院⼤学)
神野 真敏(南⼭⼤学)

報告者 南ホチョル(北星学園⼤学)

Discussant Augusto Delgado(Waseda Univesity) 討論者 川崎晃央(⼤分⼤学) 討論者 橋本由紀(経済産業研究所) 討論者 迫 ⼀光(広島修道⼤学) 討論者 花村信也（⽴命館⼤学）

Presenter Augusto Ricardo Delgado Narro(Waseda
University）

報告者 ⼤野正久(熊本⼤学) 報告者 江⼝允崇(駒澤⼤学)
⿊⽊裕鷹（Sansan株式会社）、
佐藤進（⼀橋⼤学）、
寺本和弘（⼀橋⼤学）

報告者 伊藤健宏(岩⼿県⽴⼤学) 報告者 ⾹村尚輝（名古屋⼤学）

Discussant Hitoshi Osaka(Kyoto Sangyo University) 討論者 佐藤茂春(中京⼤学) 討論者 室賀貴穂(九州⼤学) 討論者 安岡 匡也(関⻄学院⼤学) 討論者 野⽅⼤輔（佐賀⼤学）

10:30〜11:20

11:30〜12:20 学会賞受賞講演（会場：A1教室） 司会：⻑岡貞男（東京経済⼤学）
演題：⾮対称な複数市場競争下での部分⺠営化政策

講演者：川崎晃央（⼤分⼤学）

13:20〜14:10 招待講演（会場：A1教室） 司会：渡邉淳⼀（福岡⼤学）

演題：社会的選択における嘘つき問題
講演者：佐藤伸（福岡⼤学）

Chair Tohru Naito（Doshisha University） 座⻑ 池⽥剛⼠（⼤東⽂化⼤学） 座⻑ 藤⽥康範（慶應義塾⼤学） 座⻑ 秋本耕⼆（久留⽶⼤学） 座⻑ 濵村純平（桃⼭学院⼤学）

報告者 Chenmei Lyu(Meiji Gakuin University) 報告者 関⼝ 格(京都⼤学)
Zhonghao SHUI(Hubei Business College)

報告者 岡野衛⼠(名古屋市⽴⼤学)
江⼝允崇(駒澤⼤学)

報告者 宮下⼤輔(名古屋⼤学) 報告者 花村信也（⽴命館⼤学）

討論者 Makoto Hirazawa(Chukyo University) 討論者 中川訓範(兵庫県⽴⼤学) 討論者 井⽥⼤輔(桃⼭学院⼤学) 討論者 上⼝晃(近畿⼤学) 討論者 野崎⻯太郎（久留⽶⼤学）

報告者 Fan  Xiao(Kyushu University)
Kunio Urakawa(Kyushu University）

報告者 松島法明(⼤阪⼤学)
⽔野倫理(神⼾⼤学)
潘 聡(京都産業⼤学)

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

報告者 万 軍⺠(福岡⼤学)

討論者 Masato Shikata
(Kwansei Gakuin University)

討論者 川﨑晃央(⼤分⼤学) 討論者 三宅裕介（⽇本⽂理⼤学） 討論者 池下研⼀郎（九州⼤学）

企業分析社会保障制度のマクロ経済分析

企業組織

単⼀企業の三つのバブル

Session 2-1B (A1教室) セッション2-2B (A2教室) セッション2-3B (A3教室) セッション2-4B (B2教室)

Impact of Social Capital and Prosocial Behaviors
on Subjective Poverty: Evidence from Japan

The role of a child tax policy: population, human
capital, and economic growth

コンテンツ企業へのリスクマネー供給とそのイン
パクト

親⼦間における双⽅向の利他⼼が介護に及ぼす影
響

セッション2-5A (B3教室)

マクロ経済分析

セッション2-4A (B2教室)

Public debt and income inequality in an
endogenous growth model with elastic labor
supply

市場分析

労働経済学

最低賃⾦が労働者の賃⾦⽔準に与える影響―保育
⼠・幼稚園教諭の賃⾦⽔準を中⼼に―

Managerial Human Capital and Internal Labor
Market Job Turnover: Evidence from Japanese
Business-Card Data

⾦融政策

Target Effect on the Determinant of Accounts
Payable

Immigration policy in two sectors model

第２報告
9:40〜10:20

第１報告
9:00〜9:40

6⽉26⽇（⽇）

English Session III
Session 2-1A (A1教室) セッション2-2A (A2教室) セッション2-3A (A3教室)

第２報告
15:00〜15:40

Suicide, divorce, and criminal behavior in Japan
under the context of economic crisis and Covid-
19: a time-series analysis.

有限合理性、価格政策、デフォルト決定−製品の
品質が消費者の情報構造に与える影響に注⽬した
分析−

Personalized pricing with heterogeneous mismatch
costs

第１報告
14:20〜15:00

有限合理性、価格政策、コミットメント

社会会計マクロ経済学から⾒た通貨防衛政策につ
いて

セッション2-5B (B3教室)

排出権取引と会計部⾨

学会賞授与式（会場：A1教室）

The Effects of Money-financed Fiscal Stimulus
in a Small Open Economy

Developing a new instrumental variable in the
study of health and economic development

価格コミットメント、デフォルトサービス決定、
および限定合理性

Second-Price Auctions with a Buy Price: A Full
Characterization for Equilibrium Existence

English Session IV


