2015年度応用地域学会研究発表大会プログラム
第１日

11月28日（土）
第1会場（524教室）
Earlybird 1
座長 文 世一（京都大学）
家賃設定を通した個人住宅の賃貸流通に関
する考察
1-1A

9:00-10:20

第2会場（522教室）
Earlybird 2
座長 田渕隆俊（東京大学）
Cities and biological dynamics: spatial
efficiency of land use
2-1Ａ

報告者 鈴木雅智（東京大学）
報告者 吉田 惇（東北大学）
討論者 岩田真一郎(富山大学)
討論者 田渕隆俊（東京大学）
不動産業者の取引態様が不動産市場に与
Market Integration and Tariff Cooperation
える影響
between Asymmetric Countries
1-1B 報告者 遠藤圭介（日本大学）
2-1Ｂ 報告者 津布久将史（名古屋大学）
討論者 山口 力（広島修道大学）
討論者 直井道生（慶應義塾大学）

10:20-10:30

10:30-11:50

11:50-13:00

13:00-15:00

15:00-15:10

15:10-16:30

インフラストラクチャ
座長 細江宣裕(政策研究大学院大学)
Sharing Infrastructure Ownership:
Investments with Asymmetric Regional
1-2Ａ Markets
報告者 水野敬三（関西学院大学）
討論者 城所幸弘（政策研究大学院大学）
Joint Provision of International Transport
Infrastructure
1-2B
報告者 文 世一（京都大学）
討論者 岡本亮介（政策研究大学院大学）

18：30-20：30

報告者 佐久間翔（東京外国語大学）

討論者 高塚 創（香川大学）

討論者 松本睦（立命館大学）

第5会場（526教室）

報告者 小谷将之（日本大学）

討論者 菊池正（帝京大学）
討論者 亀山嘉大（佐賀大学）
労働組合と企業の立地 寡占一般均衡モデ
「中所得国の罠」と人的資本蓄積の関係性
ル
―クロスセクションデータを用いた実証分析
3-1Ｂ 報告者 佐野穂先（大阪大学）
4-1Ｂ 報告者 佐藤惣哉（青山学院大学）
討論者 川田恵介（広島大学）
討論者 岩橋倍樹（琉球大学）
休憩
地域の実証分析
航空（１）
座長 松浦寿幸（慶應義塾大学）
座長 福井秀樹（国土交通省）
移住を伴う地域間交流人口の地理的分布と
Privatized airport or locally managing airport:
社会格差指標の関係性
The influence of hub-spoke airline network
3-2Ａ
4-2A

報告者 佐藤 遼（東京大学）
報告者 川﨑晃央（鹿児島大学）
討論者 森田 学（青森中央学院大学）
討論者 松島法明（大阪大学）
A Simple Approach to Measuring Value of a
The effect of competition on the flight
Statistical Life by Revealed Preference
schedule and the social welfare
3-2B
4-2B
報告者 森杉壽芳（日本大学）
報告者 森本 裕（京都大学）
討論者 横松宗太（京都大学）
討論者 中川訓範（静岡大学）
昼食
ネットワーク分析
都市経済（１）
自然・災害と地域
住宅・不動産
座長 伊藤 亮（東北大学）
座長 森 知也（京都大学）
座長 多々納裕一（京都大学）
座長 浅田義久（日本大学）
Inter-firm Transaction Networks and
Labor Pooling, Labor Availability, and
都道府県別人口統計に見る自然災害から
高齢者世帯の住替え：健康・介護施設の観点
Location in a City
Growth Stages of Metropolitan Areas: A
の回復力
から
Comparison
of
Four
U.S.
Metropolitan
Areas
1-3Ａ
2-3Ａ
3-3Ａ
4-3A
報告者 織田澤利守（神戸大学）
報告者 松尾美和（早稲田大学）
報告者 奥村誠（東北大学）
報告者 隅田和人（東洋大学）
小島克久（国立社会保障・人口問題
討論者 齊藤有希子（経済産業研究所）
討論者 広瀬恭子（九州産業大学）
討論者 唐渡広志（富山大学）
討論者
研究所）
複数の管理主体を考慮したネットワークの脆
Economic Restructure Posed by Emerging
SNSを利用した住民意識に関する実証的研
二世帯住宅の経済分析
弱性評価
IoT Era
究
1-3B
2-3B
3-3B
4-3B
報告者 大窪和明（埼玉大学）
報告者 杉本理（慶應義塾大学）
報告者 芥川一則（福島工業高等専門学校）
報告者 石野卓也（金沢星稜大学）
討論者 和田健太郎（東京大学）
討論者 伊藤匡（アジア経済研究所）
討論者 桑野将司（鳥取大学）
討論者 井出 多加子（成蹊大学）
まちづくりネットワークの動的分析
Industrial Structure in Urban Accounting
地球温暖化による日本の農作物の収量変
住宅ローン債務不履行と金融リテラシー
動が地域経済に及ぼす影響
1-3C 報告者 木村公哉（同志社大学）
2-3C 報告者 大城淳（沖縄大学）
3-3C 報告者 沖山 充（麗澤大学）
4-3Ｃ 報告者 遠藤秀紀（日本福祉大学）
討論者 阿久根優子（麗澤大学）
討論者 平松燈（熊本学園大学）
討論者 石川良文（南山大学）
討論者 沓澤 隆司（政策研究大学院大学）
休憩
空間経済
都市経済(2)
都市と交通インフラ
航空（２）
座長 藤嶋翔太（東京大学）
座長 古川章好（中京大学）
座長 堤 盛人(筑波大学)
座長
大西正光（京都大学）
The Impact of High speed Railway on
Convenient Flight Connections vs. Airport
The Labor Share---A Genome of Footloose
Optimal Taxation on Immobile and Mobile
Residential Land Price
Congestion Modeling the ‘Rolling Hub’
Capital Models
Commodities in a Spatial Setting
3-4Ａ
4-4Ａ
1-4A
2-4Ａ
報告者 曽道智（東北大学）
報告者 河野達仁（東北大学）
報告者 牛島光一（筑波大学）
報告者 林明信（大阪経済大学）

Cities as Solitons: Analytic Solutions to
Models of Agglomeration and Related
1-4B 報告者 Michal Fabinger（Univ. of Tokyo）
討論者 村田安寧（日本大学）
坂下賞受賞講演：第5会場（526教室）
16：40-17：30
17：30-18：10

立地分析（１）
座長 山崎福寿（日本大学）
東京都区部における近隣の不動産取引や
土地利用の変化が価格に与える影響の分
2-2Ａ 析
報告者 沓澤隆司(政策研究大学院大学)
討論者 唐渡広志（富山大学）
Emergence of hexagonal patterns in urban
agglomerations
2-2B
報告者 池田清宏（東北大学）
討論者 猪原龍介（亜細亜大学）

第3会場（525A教室）
第4会場（525B教室）
Earlybird 3
Earlybird 4
座長 井原健雄（中部圏社会経済研究所）
座長 徳永澄憲（麗澤大学）
PSDの観点を中心とした南西バルカンの経
工業等制限法の製造業に与えた影響に関す
済開発分析 ―海外直接投資・雇用との連
る研究 －横浜市臨海部における実証分析
3-1Ａ 関―
4-1Ａ －

討論者 瀬谷創(広島大学)

Telecommuting Has Changed Equilibrium
幹線交通網が都市成長に及ぼす影響の分
and Optimal Urban Spatial Structure
析：時空間統計モデルを用いて
2-4Ｂ 報告者 太田充（筑波大学）
3-4Ｂ 報告者 村上大輔（国立環境研究所）
討論者 田北俊昭（山形大学）
討論者 井上 亮（東北大学）
報告者
円山琢也（熊本大学） 「交通行動調査手法と交通政策分析技術の展開」
総会 第5会場（526教室）
懇親会＜ 会場：山食

＞

チュートリアルセッション
座長 内藤 徹
都市・地域経済分析におけるGISと空間デー
タの活用法

5-2Ａ

報告者 河端瑞貴（慶應義塾大学）

シンクタンクセッション
座長 豊田哲也（徳島大学）
オランダ・リンブルフ州ブライエルハイデにお
ける空き家の減築・再生の取組み
5-3Ａ
報告者 植村哲士（野村総合研究所）
討論者 豊田哲也（徳島大学）
英国の道路整備の新しい評価方法の考え方
とその適用例について
報告者 樋野誠一(計量計画研究所)
討論者 新納克広（奈良県立大学）
都市鉄道の運賃システムにおける通算制適
用の検討
5-3C 報告者 北野喜正（運輸政策研究所）
討論者 高橋孝明（東京大学）
5-3B

サプライチェーン
座長 中村良平（岡山大学）
Recent global upstreamness and analysis for
Japan
5-4Ａ
報告者 菅沼健司（日本銀行）
遠香尚史（三菱UFJリサーチ&コンサ
討論者 川森智彦（名城大学）
討論者
ルティング）
Input-Output Linkages of Japanese Affiliates
A General Equilibrium Analysis of Airport
in Mexico within NAFTA
Pricing, Capacity and Regulation
4-4B 報告者 城所幸弘（政策研究大学院大学）
5-4B 報告者 近藤恵介（RIETI）
討論者 川崎晃央（鹿児島大学）
討論者 齋藤久光（北海道大学）
司会：2014年度坂下賞選考委員会委員 中村良平（岡山大学）

2015年度応用地域学会研究発表大会プログラム
第2日

11月29日（日）
第1会場（524教室）
Earlybird 5
柏谷増雄（えひめ地域政策研究セン
座長
ター）
メインバンク関係が企業移転に及ぼす影響
1-5A

9:00-10:20

第2会場（522教室）
Earlybird 6
座長 瀬古美喜（武蔵野大学）

2-5Ｂ

10:20-10:30
生産要素移動と地域経済
座長 安藤朝夫（東北大学）
Do Larger Countries Have Higher Welfare?
1-6Ａ

2-6Ａ
報告者 高塚創（香川大学）
討論者 山本和博（大阪大学）
Illegal immigration and multiple destinations

10:30-11:50

1-6B

2-6B
報告者 佐藤泰裕（大阪大学）
討論者 玉井寿樹（近畿大学）

1150-13:00
輸送・通勤と都市構造
座長 藤田昌久（経済産業研究所）
Equilibrium Commuting
1-7Ａ

2-7Ａ
報告者 田渕隆俊（東京大学）
討論者 森 知也 （京都大学）
Self-organizing urban spatial structure with
transportation

13：00-15：00
1-7B

第4会場（525B教室）
Earlybird 8

座長 黒田達朗（名古屋大学）

座長

第5会場（526教室）

大森達也（中京大学）

The Hazard Map Publication and Land
Prices: A Case of small and medium-sized
2-5Ａ rivers in Tokyo's 23 wards

報告者 福田崚（東京大学）
討論者 福重元嗣(大阪大学)
日本のIT分野の外国人労働者が日本のIT
企業に与える影響
1-5B 報告者 小林すみれ（東京外国語大学）
討論者 戴二彪（アジア成長研究所）

第3会場（525A教室）
Earlybird 7

2-7B
報告者 高橋孝明（東京大学）
討論者 佐藤泰裕（大阪大学）
On the location and connection of new
transport facility and the emergence of new
1-7C city under monocentric city
2-7C
報告者 後閑利隆（アジア経済研究所）
討論者 大城 淳(沖縄大学)

Investigating the Relationship of Disparity in
Population aging and social issues in West
Income, Private investment and wage rate in
Africa: A comparative analysis of Benin and
3-5Ａ Indian states: A Panel Cointegration
4-5Ａ Japan.
Approach
Bakumyna SEKPON (Univ. of
報告者
報告者 香川涼亮（筑波大学）
報告者 Jagannath Mallick（日本学術振興会）
Tsukuba)
討論者 梶谷義雄（電力中央研究所）
討論者 宇野公子（東京外国語大学）
討論者 近藤恵介（経済産業研究所）
人口減少地域における道の駅の利用状況
Research on the Land Market in aｎ Era of
Increasing returns, Comparative Advantages
Urbanization: A Case of Chongqing
and Regional Industrial Structures
3-5Ｂ
4-5B
報告者 カク ロウショウ（筑波大学）
報告者 川岸卓司（筑波大学）
報告者 王驥（立命館大学）
討論者 濱口伸明(神戸大学)
討論者 米本 清（高崎経済大学）
討論者 曽道智（東北大学）
休憩
応用ミクロ経済分析
交通と立地
都市システム
都市と農村
座長 須田昌弥（青山学院大学）
座長 赤松隆（東北大学）
座長 平澤亨輔（札幌学院大学）
座長 林 明信（大阪経済大学）
鉄道事業者の兼業を考慮した沿線立地均衡
都市産業構造変遷の分析：北九州市と福岡
京都市における木密地域の外部費用の推定
Do poor procurement conditions always lead
モデル
3-6Ａ 市の事例を通して
4-6A
5-6Ａ to poor performances?
報告者 鈴木崇児（中京大学）
報告者 奥山恭英（北九州市立大学）
報告者 安田昌平（慶應義塾大学）
報告者 松島法明（大阪大学）
討論者 河野達仁（東北大学）
討論者 野崎道哉(岐阜経済大学)
討論者 伊藤 亮（東北大学）
討論者 水野敬三（関西学院大学）
Spatial competition among retail gasoline
3階層都市システムの特徴と安定性：中規模
都市・農村計画としての高級米「つや姫」の地
Role of tolerance in communication with
stations in Japan
都市の今後
域ブランド価値評価－ロジットモデルを使用し
diverse people
3-6B
4-6B た地域ブランド評価
5-6B
報告者 瀬谷 創（広島大学）
報告者 米本 清（高崎経済大学）
報告者 田北俊昭（山形大学）
報告者 猪原龍介（亜細亜大学）
討論者 中嶋 亮（慶應義塾大学）
討論者 内藤 徹（徳島大学）
討論者 宅間文夫（明海大学）
討論者 吾郷貴紀（専修大学）
昼食
アジア地域の諸問題
立地分析（２）
空間計量
特定セッション
座長 秋田隆裕（立教大学）
座長 小池淳司（神戸大学 ）
座長 奥村誠（東北大学）
座長 大澤義明（筑波大学）
新しい産官学連携のあり方-筑波大学での革
ウランバートルの発電に伴う地域水資源へ
労働者の早着インセンティブを考慮した出発
Revisit to spatial weight matrix in
新的取り組みの影響
時刻・駐車位置選択モデル
econometric model
3-7Ａ
4-7A
5-7Ａ
内田史彦(筑波大学国際産学連携本
報告者 岡寺智大（国立環境研究所）
報告者 高山雄貴（東北大学）
報告者 塚井誠人（広島大学）
報告者
部)
討論者 奥田隆明（南山大学）
討論者 福田大輔（東京工業大学）
討論者 星野 匡郎（早稲田大学）
討論者 佐々木公明（尚絅学院大学）
新シルクロードの陸上輸送競争力について
事業所単位での取引関係の推定および取
地方創生にソーシャル・キャピタルが与える
これからのクルマと社会-社会的資本として
引距離からみた産業の集積
影響の空間計量分析
の次世代車両の機能価値と課題3-7B
4-7B
5-7B
報告者 呉 逸良（日本大学）
報告者 菊川康彬（筑波大学）
報告者 田中勝也(滋賀大学)
報告者 高原勇(筑波大学)
討論者 松浦寿幸（慶應義塾大学）
討論者 中島賢太郎（東北大学）
討論者 横井渉央（東北大学）
討論者 金本良嗣（政策研究大学院大学）
Interprovincial differences in the endowment
and utilization in labor force by educational
attainment in Indonesia’s post-crisis
3-7C
報告者 片岡光彦（千葉経済大学）
討論者 秋田隆裕（立教大学）

リードタイムに配慮した企業施設配置のモデ
ル化

マイニングによる共集積産業の組み合わせ
発見手法の提案
4-7Ｃ

報告者 瀬木俊輔（京都大学）
討論者 大窪和明(埼玉大学)

低炭素エネルギーの活用と次世代高度交通
システム
5-7C

報告者 井上 亮（東北大学）
討論者 中嶋 亮（慶應義塾大学）

報告者 川本雅之(筑波大学)
討論者 黒田達朗（名古屋大学）

