2017年度応用地域学会研究発表大会プログラム
第1日：11月25日（土）

9:00-10:20

第1会場（3F第3教室）
Earlybird1

第2会場（3F第4教室）
Earlybird2

座長
大澤義明（筑波大学）
公共交通機関の設計が都市構造および社会
厚生に与える影響
1-1A 報告者 田口麻人（福島県立図書館）
共著者 文世一（京都大学）
討論者 大澤義明（筑波大学）
Foreign Direct Investment in Ready Made
Garments Sector of Bangladesh: Implications
for Household Welfare
1-1B
報告者 Sharif Mosharraf Hossain（GRIPS）
共著者 Nobuhiro Hosoe（GRIPS）
討論者 阿久根優子（麗澤大学）

座長
安藤朝夫（東北大学）
Shrinking Metropolitan Area: Costly
Homeownership and Slow Spatial Shrinkage
2-1A 報告者 鈴木雅智（東京大学）
共著者 浅見泰司（東京大学）
討論者 河野達仁（東北大学）
The Home Market Effect on Agglomerations in
Knowledge-Intensive Business Services -- A
Case from Japan
2-1B
報告者 福井紳也（神戸大学）

第3会場（5F513号室）

討論者 川田恵介（東京大学）

休憩
都市

10:20-10:30
経済効率性1

集積の経済1
座長
赤松隆（東北大学）
異質な労働者の居住選択と世代交代を通じた
都市集積
1-2A

10:30-11:50

報告者 猪原龍介（亜細亜大学）
討論者 高塚創（香川大学）
群論的スペクトル解析の有意性検定

報告者 恩田幹久（東北大学）
1-2B 共著者 村上大輔（統計数理研究所），池田清
宏（東北大学），高山雄貴（金沢大
学），大澤実（東北大学）
討論者 中島賢太郎（一橋大学）

座長
佐藤泰裕（東京大学）
Cities and roads as pattern formation on
landscape
2-2A 報告者 中川訓範（静岡大学）
3-2A 報告者 青木高明（香川大学）
共著者 中垣俊之（北海道大学），藤原直哉
共著者 石井良輔（帝京大学）
（東京大学）
討論者 川地啓介（三重大学）
討論者 森知也（京都大学）
Housing inheritance, financial assistance, and a
Stability analysis of a co-evolution model of
reciprocal interdependence
cities and roads
座長
吾郷貴紀（専修大学）
Government Expenditure on Research Plans
and their Optimal Diversity

2-2B 報告者 岩田真一郎（富山大学）
共著者 行武憲史（日本大学）
討論者 石野卓也（金沢星稜大学）

3-2B 報告者 藤原直哉（東京大学）
共著者 青木高明（香川大），中垣俊之（北海
道大）

集積の経済2
中村良平（岡山大学）

企業間取引ネットワークが立地集積に及ぼす
影響に関する実証分析
1-3A 報告者 大平悠季（鳥取大学）
共著者 織田澤利守（神戸大学），Jos van
Ommeren（VU University FEWEB）
討論者 斎藤有希子（経済産業研究所）

13:00-15:00

Wasting Time in Vehicles?: Carpooling in the
Hispanic Immigrant Families in the U.S.
2-3A
報告者 松尾美和（神戸大学）
討論者 河端瑞貴（慶應義塾大学）

都市空間形状と企業の集積関数に関する一考
察
1-3B

阿久根優子（麗澤大学）

県外大学進学率のパネル分析
2-3B

報告者 太田充（筑波大学）
討論者 岡本亮介（政策研究大学院大学）
Quantitative Analysis of Location Externalities
Considering Transportation Network
1-3C 報告者 河野達仁（東北大学）
共著者 庄田幸亮（東北大学），中島賢太郎
（一橋大学）
討論者 齋藤久光（北海道大学）

報告者 田村一軌（アジア成長研究所）
討論者 直井道生（慶應義塾大学）
Natural Hazard Information and Migration
across Cities: Evidence from the Nankai
Trough Earthquake
2-3C 報告者 直井道生（慶應義塾大学）
共著者 佐藤慶一（専修大学），田中陽三（国
土交通大学校），松浦広明（松蔭大
学），永松伸吾（関西大学）
討論者 中西勇人（神奈川大学）

座長

座長
長町康平（香川大学）
An Inter-regional Input-Output Analysis with
aAgglomeration Economies: Isard Meets
Krugman
1-4A
報告者 伊藤亮（東北大学）

3-3A 報告者 松島法明（大阪大学）
共著者 海老名剛（明治大学），西出勝正（一
橋大学）
討論者 浅野貴央（岡山大学）
Price Competition of Airports in Transit
Markets and its Effect on the Airlines’
Network
3-3B
報告者 寺地祐介（帝塚山大学）

2-4A

15:10-16:30

1-4B

岡本亮介（政策研究大学院大学）

個人情報保護と経済効率性のトレードオフに関
する研究－最適な集計単位の追求－
報告者 難波洸子（筑波大学）
共著者 大澤義明（筑波大学）

討論者 細江宣裕（政策研究大学院大学）

討論者 浅田義久（日本大学）

状態依存型効用関数と時空間モデル

航空企業の生産性分析

報告者 米本清（高崎経済大学）

2-4B

報告者 山口勝弘（東京大学）

座長

地方活性化２
座長
松島格也（京都大学）
深川市屯田宅地の農用地転換事例 を用いた
割当費用変化型複数ナップサック問題による土
地利用集約プロセスのモデル化
5-3A
報告者 植村哲士（野村総合研究所）

4-3A
報告者 瀬木俊輔（京都大学）

4-3B

討論者 山崎雅人（名古屋大学）

討論者 松島格也（京都大学）

円環都市での通過交通量に関する解析研究

地方創生交付金配分の地理重心による計量分
析

4-3C

3-4A 報告者 山崎雅人（名古屋大学）
共著者 小池淳司（神戸大学）,曽根好徳（名古
屋大学）
討論者 瀬木俊輔（京都大学)
携帯GPSデータを用いたwalkabilityの統計解析
山形与志樹（国立環境研究所）
3-4B 報告者
共著者 村上大輔（統計数理研究所）Yihan Wu
討論者 島根哲哉（東京工業大学）

5-3B

報告者
共著者

萩行さとみ(明治安田生活福祉研究所)
大澤義明（筑波大学）

討論者 亀山嘉大（佐賀大学）
非接触充電によるエネルギーシェアと地方活性
化
5-3C

報告者 仁科克己（幻想経済研究所）

報告者 若林優妃（筑波大学）
共著者 大澤義明（筑波大学）

討論者 城所幸弘（政策研究大学院大学）

討論者 花田真一（金沢星稜大学）

休憩
交通３

貿易１
座長

CGEモデルにおける交通投資のモデリング手
法の検討

討論者 藤田昌久（甲南大学）

小池淳司（神戸大学）

一般均衡モデルにおける貨物輸送費用の表
現がもたらす結果の差異に関する考察

討論者 文世一（京都大学）

堤盛人（筑波大学）

5-2B 報告者 近藤恵介（経済産業研究所）
共著者 浜口伸明（神戸大学）

交通２

労働過剰経済における道路新設の経済波及
効果 -過疎地域の道路維持管理への含意-

座長

討論者 片岡光彦（立教大学）
Regional Employment and Artificial Intelligence
in Japan

討論者 大橋忠宏（弘前大学）

大規模小売店舗の出店が既存店舗の撤退・売
上げに与える影響

(Tonjii U.), Perry Yang (Georgia I. T.)
討論者 奥田隆明（南山大学）
討論者 吉田雄一朗（広島大学）
坂下賞受賞講演（BF第一教室） 司会：2016年度坂下賞選考委員会委員長 曽道智
16:40-17:40 報告者： 相浦 洋志 （南山大学） 地域医療の空間経済学的考察
17:40-18:20 総会（BF第一教室）
18:40-20:40 懇親会（会場：Capo PELLICANO Hongo (カポ・ペリカーノ本郷店)）

4-2B 報告者 森本裕（甲南大学）
共著者 文世 一（京都大学）

討論者 瀬谷創（神戸大学）

3-3C 報告者 瀬谷創（神戸大学）
共著者 泊将史（神戸大学），力石真（広島大
学）

5-2A 報告者 田北俊昭（山形大学）
共著者 曽道智（東北大学）

討論者 髙山雄貴（金沢大学）

報告者 長晃（筑波大学）
共著者 大澤義明（筑波大学）
討論者 円山琢也（熊本大学）

経済効率性2
座長

文世一（京都大学）

地方活性化１
座長
曽道智（東北大学）
The Patriot Effect and National Branding of
Regional Agricultural Goods

Hub Port Competition with Scale Economy

Demand Uncertainty, Product Differentiation,
and Entry Timing under Spatial Competition

15:00-15:10
集積の経済3

4-2A 報告者 坂井勝哉（神戸大学）
共著者 日下部貴彦（東京大学）

昼食
空間競争１

地域経済の現状１
座長

交通１
座長
黒田達朗（名古屋大学）
出発時刻選択均衡モデルを用いた観光施設
周辺の交通混雑分析モデル

討論者 藤嶋翔太（東京理科大学）

11:50-13:00
座長

第5会場（5F515号室）

第4会場（5F514号室）

藤田昌久（甲南大学）

Interactions of Trade and Investment Policies
4-4A
報告者 髙塚創（香川大学）
討論者 佐藤泰裕（東京大学）
How do trade and communication costs shape
the spatial organization of firms?
4-4B 報告者 後閑利隆（JETRO）
共著者 S. Kichko（HSE），J.-F. Thisse
（JETRO）
討論者 赤松隆（東北大学）

第2日：11月26日（日）
第1会場（3F第3教室）
Earlybird３

9:00-10:20

座長
小川光（東京大学）
Quality or Quantity: Problem of Local
Governments under Asymmetric Tax
Competition
1-5A
報告者 福村晃一（大阪大学）

第2会場（3F第4教室）
Earlybird４
座長

報告者 吉田惇（東北大学）

報告者 王驥（立命館大学）

討論者 織田澤利守（神戸大学）

報告者 村山透（筑波大学）
討論者 山本和博（大阪大学）

報告者 河又裕士（筑波大学）
共著者 秋山英三（筑波大学）
討論者 毛利雄一（計量計画研究所）
広域連携に着目した自治体の歳出削減効果

3-5B 報告者 馬場弘樹（東京大学）
共著者 浅見泰司（東京大学）
討論者 林正義（東京大学）

休憩
立地・地価１

10:20-10:30
集積の経済４

林正義（東京大学）

ガソリン小売価格のエッジワース・サイクルと、
その局所的な同期現象
3-5A

討論者 伊藤亮（東北大学）
２制約ミクロ経済モデルの一般化と応用--時間
制約のある消費者問題-2-5B

第4会場（5F514号室）

第3会場（5F513号室）
Earlybird５
座長

City Scale, Specialization and Industrial
Structure
2-5A

討論者 小川光（東京大学）
Conflict between Human and Wildlife in a City:
Spatial Efficiency of Land Use
1-5B

山本和博（大阪大学）

地域経済の現状２

座長
座長
井原健雄（中部圏社会経済研究所）
太田充（筑波大学）
Knowledge Bases of Industrial Clusters in
The Effect of Nuclear Accident on Land
Precautionary Public Health, Aging and Urban
Japan: Evidence from the Automobile Supply
Prices: Evidence from the Fukushima-Daiichi
Agglomeration
Chain
Nuclear Power Plant Accident
1-6A 報告者 内藤徹（同志社大学）
2-6A 報告者 山田恵里（名古屋市立大学）
3-6A
報告者 及川雅斗（東京大学）
共著者 大森達也（中京大学），伊ヶ崎大理（日
共著者 河上哲（近畿大学），Pierre-Alexandre
共著者 西村仁憲（東京大学）
本女子大学）
Balland（ユトレヒト大学）
10:30-11:50
討論者 米本清（高崎経済大学）
討論者 浜口伸明（神戸大学）
討論者 行武憲史（日本大学）
Proposing a New Categorization Approach for
Routine, Non-Routine, and Manual
カーシェアリングステーション立地の計量分析
Economic Geography in an Aging Society
Occupations with Analysis of Polarization
1-6B
2-6B Phenomena in Japan
3-6B
報告者 杉本理（慶應義塾大学）
報告者 高橋孝明（東京大学）
報告者 島根哲哉（東京工業大学）
共著者 安藤朝夫（東北大学）
座長

田渕隆俊（東京大学）

討論者 内藤徹（同志社大学）

討論者 神林龍（一橋大学）

討論者 山形与志樹（国立環境研究所）

昼食
立地・地価２

11:50-13:00
地域経済の現状３

観光
座長

奥田隆明（南山大学）

座長

討論者 大城淳（沖縄大学）
Productivity, Efficiency, and Technical Change
in Indonesia's Provincial Economies for 1990–
2010

訪日外国人を対象にした周遊型観光モデルの
開発～独占的競争モデルを用いて～

1-7C

報告者 奥田隆明（南山大学）
共著者 長谷川高則（南山大学）

2-7B
報告者 片岡光彦（立教大学）

討論者 森本裕（甲南大学）

討論者 福重元嗣（大阪大学）

On the Competition of Cross-Border Tourism

Spatial Spillovers in Job Matching: Evidence
from the Japanese Local Labor Markets

報告者 陳凱帆（名古屋大学）
共著者 黒田達朗 （名古屋大学）
討論者 石川利治（中央大学）

報告者 東雄大（神戸大学）
討論者 近藤恵介（経済産業研究所）

貿易２
座長

高塚創（香川大学）

Corporate Tax Competition in the Presence of
Unemployment
4-7A

討論者 隅田和人（東洋大学）

報告者 森田忠士（近畿大学）
共著者 小川禎友（近畿大学），小野善康（大
阪大学）
討論者 相浦洋志（南山大学）

The Effect of Housing Inheritance on Heirs'
Tenure Choice

Tariff and Productivity in a Two-Country
Model

3-7B 報告者 石野卓也（金沢星稜大学）
共著者 瀬古美喜（武蔵野大学），隅田和人
（東洋大学），直井道生（慶應義塾大
学）
討論者 岩田真一郎（富山大学）

4-7B
報告者 田所篤（大阪大学）
討論者 加藤隼人（慶應義塾大学）

Spatio-Temporal ARCH Models and Their
Applications to Land Price Data in Kanto Area
3-7C

2-7C

瀬古美喜（武蔵野大学）
母集団の多重共線性を考慮したヘドニック・ア
プローチによる集合住宅における中古・賃貸市
場の価格形成因子の定量的評価に関する研
究

報告者 北垣亮馬（東京大学）
共著者 片桐由希子（首都大学東京）

報告者 森田学（青森中央学院大学）

討論者 森川正之（経済産業研究所）

1-7B

3-7A

2-7A
報告者 齋藤久光（北海道大学）
共著者 João Romão（University of Algarve）

13:00-15:00

座長

代替の弾力性が間接輸出比率に与える影響の
検討-産業・都道府県レベルデータによる分析-

観光需要の季節変動と地域経済
1-7A

浜口伸明（神戸大学）

報告者 佐藤宇樹（東北大学）
共著者 松田安昌（東北大学）
討論者 井出多加子（成蹊大学）

The Impact of a Natural Disaster on Foreign
Direct Investment and Vertical Linkages
4-7C

報告者 加藤隼人（慶應義塾大学）
共著者 大久保敏弘（慶應義塾大学）
討論者 森田忠士（近畿大学）

第5会場（5F515号室）

