応用地域学会（ARSC)
第１日目

第２5回研究発表大会プログラム

A会場

10:00(9:20)12:00

B会場

C会場

(B1)租税政策
(座長: 山崎 福寿(上智大学))
大城 淳 (大阪大学)
Does capital mobility lead to a resource curse or
blessing?: how, when and for whom?
討論者: 松本 睦 (立命館大学)

池田 清宏 (東北大学)
Self-Organizing Hexagons for Core-Periphery Models:
Central Place Theory and Group Theory
討論者: 田渕 隆俊 (東京大学)

橘 洋介 (早稲田大学)
松島 法明 (大阪大学)
The congestible road investment and optimal taxation in
Market size and vertical structure in the railway industry
the time allocation model
討論者: 鈴木 崇児 (中京大学)
討論者: 水野 敬三 (関西学院大学)

米本 清 （福島工業高等専門学校）
東日本大震災・原発事故が福島県浜通り地方の人口分
布に及ぼす影響
討論者: 小池 淳司(神戸大学)

谭 立力 (Lili TAN) (東北大学)
Developed and Developing Economies: A Synthesis of
First and Second Natures
討論者: 高塚 創(香川大学)

相浦 洋志 (大分大学)
文 世一 （京都大学）
Unit versus Ad Valorem Taxes in Tax Competition Model
Port competition and welfare effect of privatization
with Cross-border Shopping
討論者: 吾郷 貴紀 (専修大学)
討論者: 高橋 孝明 (東京大学)

石川 良文 （南山大学）
サプライチェーンの地域依存度と災害による経済波及の
分析
討論者: 岡本 信広(大東文化大)

(A2)中国経済
(座長: 井原 健雄 ((財)中部産業・地域活性化センター))
岡本 信広 (大東文化大学)
自国市場効果(Home Market Effect)と産業連関分析の
フィードバック効果(Feedback Effect)－中国の経済統合を
討論者: 井原 健雄 ((財)中部産業・地域活性化センター)

昼
食
(B2)応用ミクロ理論
(座長:小川 光(名古屋大学))
伊藤 亮 (名古屋市立大学)

(C1)インフラストラクチャー
(座長:高橋 孝明 (東京大学))
寺地 祐介 (帝塚山大学)
Inefficiency of Political Intervention and Alternative
Forms of Infrastructure Operation
討論者: 川﨑 晃央 (鹿児島大学)

D会場
(D1)東日本大震災の経済分析
(座長:梶谷 義雄（京都大学）)
大窪 和明 （東北大学）
震災時における家計のガソリン購入行動に関する研究
討論者: 梶谷 義雄 (京都大学)

(A1)NEG model
(座長: 田渕 隆俊 (東京大学))
Jian WANG (立命館大学)
Asymmetry of regions, trade costs and industry
agglomeration
討論者: 曽 道智 (東北大学)

(12:00～13:20）
13:20-15:20

(11月15日版）

12月3日(土曜日)

寺崎 友芳 （（株）日本政策投資銀行）
地域統計を用いた東日本大震災資本ストック被害推計
討論者: 唐渡 広志 (富山大学)

討論者: 織田澤 利守 (神戸大学)

(C2)CGE
(座長:奥田 隆明(名古屋大学))
佐藤 啓輔 ((株)復建調査設計)
経済均衡モデルのモデリング方法の相違による結果の比
較分析-完全競争型モデルと独占的競争型モデルの比
討論者: 河野 達仁 (東北大学)

(D2)空間統計
（座長:安藤 朝夫 (東北大学)）
横井 渉央 （東北大学）
空間自己回帰モデルにおける説明変数と相関のある除
外変数の影響
討論者: 加藤 尚史 (名古屋大学)

呉 蕾 (立命館大学)
Determinants of Urban Land and Housing Prices in
China:A Simultaneous Equations Approach
討論者: 隅田 和人 (金沢星稜大学)

髙塚 創 (香川大学)

小池 淳司 （神戸大学）

On the Price-Lowering Protection

地域間交易の代替の弾力性の推定

討論者: 広瀬 恭子 (九州産業大学)

討論者: 奥田 隆明 (名古屋大学)

瀬谷 創 （国立環境研究所）
空間パネルを用いた確率的フロンティアモデルのパラ
メータ推定
討論者: 福重 元嗣 (大阪大学)

Dan ZHENG (名古屋大学)
Public infrastructure, regional inequality and growth in
討論者: 坂本 博 ((財) 国際東アジア研究センター)

佐藤 泰裕 (大阪大学)
Excess entry, globalization and industrial policies
討論者: 小川 光 (名古屋大学)

榊原 仁 （名古屋大学）
リニア中央新幹線が及ぼす経済効果のＳＣＧＥ分析
討論者: 土谷 和之 (（株）三菱総合研究所)

TITHIPONGTRAKUL, Nontachai （南山大学）
地域環境税の応用一般均衡分析
討論者: 徳永 澄憲 (筑波大学)

Network structure and discrete choice

15:30-16:30

特別講演： 藤田昌久（（独）経済産業研究所） 「東日本大震災と復興政策－空間経済学の視点から」 -藤田昌久先生学士院会員選出記念講演- :司会 黒田達朗(名古屋大学)

16:40-17:20

坂下賞講演: 小川光(名古屋大学) 「Fiscal Competition and Political (Dis)Integration」 :司会 金本 良嗣(政策研究大学院大学)

17:20-18:00
総会
(懇親会会場へ移動)
懇親会
19:00

第２日目

12月4日(日曜日)

8:30(9:10)-9:50

A会場
(A3)EARLY BIRD 1
(座長: 佐藤 泰裕(大阪大学))
長町 康平 (東京大学)
Joint Distribution of City and Establishment Sizes
討論者: 森 知也 (京都大学)

10:00-12:00

C会場

D会場
(D3)EARLY BIRD 4
(座長:川嶋 辰彦)
小林 広和 （東京大学）
Stability in Competition with mail-order business
討論者: 相浦 洋志 (大分大学)

(C3)EARLY BIRD 3
(座長: 福重 元嗣 (大阪大学))
萩行 さとみ (早稲田大学)

大瀧 逸朗 (東京大学)

後藤 啓 (神戸大学)

Empirical analysis of suburbanization and reurbanization

企業の異質性と空間構造

討論者: 中川 訓範 (釧路公立大学)

討論者: 山本 和博 (大阪大学)

Eva Komlosi （鳥取大学）
The Competitiveness of Small and Medium-sized
市町村合併が情報化に与えた影響―北陸地方を例にし
Japanese Functional Urban Areas (JFUAs): Empirical
て―
Testing of the Pyramidal Model
討論者: 金坂 成通 (PHP総合研究所)
討論者: 川嶋 辰彦

(A4)集積の経済の実証分析
(座長: 黒田 達朗 (名古屋大学))
中島 賢太郎 (東北大学)

(B4)企業立地
（座長: 佐々木 公明 (尚絅学院大学)）
齋藤 久光 (九州大学)

(C4)航空の経済分析
(座長: 衣笠 達夫(追手門学院大学))
川﨑 晃央 (鹿児島大学)

共同研究の地理的特性:距離の壁と企業の壁

企業の異質性，海外直接投資と地域間経済格差

Vertically integrated or vertically separated airports

討論者: 黒田 達朗 (名古屋大学)

討論者: 佐藤 泰裕 (大阪大学)

討論者: 文 世一 (京都大学)

(D4)人口
(座長: 金本 良嗣（政策研究大学院大学))
大城 純男 （札幌大学）
地域間人口分配による『平成の大合併』の効果分析～北
海道と愛知県の場合
討論者: 福山 敬 (鳥取大学)

中島 賢太郎 (東北大学)
Transactions as a Source of Agglomeration Economies:
Buyer-Seller Matching in the Japanese Manufacturing
Industry
討論者: 伊藤 亮 (名古屋市立大学)

太田 充 （筑波大学）

大橋 忠宏 (弘前大学)

鶴田 伸介 （（株）地域計画連合）

大都市圏内における企業の分離立地と付け値地代を用
いた均衡都市構造分析

日本の国内航空旅客市場における規制緩和の効果:2000 Density Dependence of Population Distribution in Japan,
年と2005年の比較
its Modeling, and the Implications

討論者: 中村 大輔 ((財) 国際東アジア研究センター)

討論者: 太田 和博 (専修大学)

討論者: 金本 良嗣 (政研大)

高山 雄貴 (愛媛大学)

村上 大輔 （筑波大学）

日原 勝也 (国土交通省/東京大学)

新経済地理学モデルにおける中心法則性の創発

空間統計手法による東京都市圏の業務集積地の抽出

搭乗率保証契約のモデル分析

討論者: 岡本 亮介 (政策研究大学院大学)

討論者: 塚井 誠人 (広島大学)

討論者: 大西 正光 (京都大学)

川嶋 辰彦
我が国三大都市圏人口の再都心化現象－2010年国調
に基づくROXY指標分析－
討論者: 豊田 哲也 (徳島大学)

昼
食
(B5)企業立地(コンパクトシティ)
（座長 大澤 義明 (筑波大学)）
中村 大輔 ((財)国際東アジア研究センター)

(C5)都道府県経済
(座長:中村 良平（岡山大学))
坂本 博 ((財)国際東アジア研究センター)

Compact city, market access and consumer exclusion

確率モデルを用いた都道府県経済の変動予測

討論者: 太田 充 (筑波大学)

討論者: 石川 良文 (南山大学)

(12:00～13:00）
13:00-14:20

B会場
(B3)EARLY BIRD 2
(座長: 浜口 伸明(神戸大学))
近藤 恵介 (神戸大学)
Local Unemployment Rates and Migration under the
Structure of Spatial Dependence: Evidence from
Municipal Panel Data in Japan
討論者: 各務 和彦 (千葉大学)

(A5)保育・出生
（座長: 矢澤 則彦 (東京国際大学)）
山田 育穂 （東京大学）
Spatial inequality in the risk of low birthweight in the
Greater Los Angeles Area, California, USA
討論者: 坂西 明子 (奈良県立大学)

(D5)需要分析
(座長:松島 格也(京都大学))
田北 俊昭 （山形大学）
高級米における「地域ブランド」の価値評価-山形産の新
品種「つや姫」の優位性討論者: 岩田 和之 (高崎経済大)

河端 瑞貴 （東京大学）

河野 達仁 （東北大学）
豊田 哲也 （徳島大学）
野呂 純一 （学習院大学）
大学内NGOによるヴォランティア活動プログラムへの参
Access to childcare and desired employment of mothers Simultaneous Optimization of Building Size, Lot Size and 世帯規模と年齢構成を考慮した所得の地域格差―住宅・
加者に対する支援奨学金の最適支給金額 ― アンケート
with preschool children
Zonal Boundaries
土地統計調査匿名データを用いた分析－
に基づく外部経済性を内含する需要曲面分析 ―
討論者: 宅間 文夫 (明海大学)
討論者: 吉田 雄一朗 (政策研究大学院大学)
討論者: 中村 良平 (岡山大学)
討論者: 松島 格也 (京都大学)
14:3016:30(15:50)

(A6)環境
（座長 大河原 透 (（財）電力中央研究所)）
奥田 隆明 （名古屋大学）

(B6)立地理論
（座長 松島 法明 (大阪大学)）
中川 訓範 （釧路公立大学）

都市緑化のための開発権取引について

Fans and Product Differentiation

討論者: 高山 雄貴 (愛媛大学)

討論者: 松島 法明 (大阪大学)

(C6)住宅・土地
(D6)特定セッション:少子高齢社会の社会保障・教育・環
(座長:森泉 陽子 (神奈川大学))
境 (座長:大森 達也 (三重中京大学))
隅田 和人 (金沢星稜大学)
宮澤 和俊 (同志社大学)
Price competition in the spatial real estate market: Allies Healthy life expectancy, dynamic efficiency, and a
or rivals?
Pareto-improving subsidy for long-term care
討論者: 太田 充 (筑波大学)
討論者: 北浦 康嗣 (帝塚山大学)

矢澤 則彦 （東京国際大学）
ハーバード・サイモンの"Satisficing"概念による温室効果
ガス最適排出量モデル
討論者: 大河原 透 (（財）電力中央研究所)

水野 敬三 （関西学院大学）
Strategic Location Choice and Network Formation for
Entry
討論者: 大澤 義明 (筑波大学)

直井 道生 (東京海洋大学)
Asymmetric Consumption Response to the Housing
Wealth Changes
討論者: 浅田 義久 (日本大学)

平澤 誠 (名古屋大学)

田渕 隆俊 （東京大学）

宅間 文夫 (明海大学)

Hotelling Meets Weber

住環境質を考慮した空間的自己相関と地価関数の推定

討論者: 須田 昌弥 (青山学院大学)

討論者: 森泉 陽子 (神奈川大学)

大森 達也 (三重中京大学)
Treat the Earth: Natural Environment, Fertility, and
Government in an Overlapping Generations Economy
討論者: 平沢 誠 (名古屋大学)

人口高齢化、社会保障政策と環境政策
討論者: 大森 達也 (三重中京大学)

