応用地域学会（ARSC)
第１日目

第26回研究発表大会プログラム （2012年10月26日更新）

１１月１７日(土曜日)
A会場（講義棟5階 545）

10:00-12:00

B会場（講義棟5階 544）

(C1)インフラストラクチャー
座長: 水谷 文俊（神戸大学）

(D1)震災（I）
座長: 竹内 哲治（和歌山大学）

発表者：宮越 龍義（法政大学）

発表者：宅間 文夫（明海大学）

発表者：松島 法明（大阪大学）

発表者：米本 清（高崎経済大）

Who are colleagues in forming territory ?

大規模住宅団地は住民の年齢構成を偏らせるか？：小地域コ
ホート分析の応用

Regulated input price, vertical separation, and leadership in free
entry markets

福島県浜通り・茨城県県北の人口移動とその要因：震災・原発事
故前後の変化

討論者：河野 達仁（東北大学）

討論者：小林 隆史（東京工業大学）

討論者：水野 敬三 （関西学院大学）

討論者：山鹿 久木（関西学院大学）

発表者：奥村 誠（東北大学）

発表者：岩田 真一郎（富山大学）

発表者：水野 敬三（関西学院大学）

発表者：磯山 啓明（上智大学）

Homeownership assistance programs and intergenerational
transfers: evidence of crowding out
討論者：森泉 陽子（神奈川大学）

Infrastructure Upgrades and Foreclosure with Coexistence of
Service-Based and Facility-Based Firms
討論者：水谷 文俊（神戸大学）

J̲REIT における東日本大震災の影響-HJD によるリスク要因の
測定-（仮）
討論者：竹内 哲治（和歌山大学）

発表者：岡本 亮介（政策研究大学院大学）

発表者：隅田 和人（金沢星陵大学）

発表者：土谷 和之（（株）三菱総合研究所）

発表者：小林 隆史（東京工業大学）

移住による人的資本のソーティングと地域間格差

Do Housing Loan Tax Credits Really Reduce User Cost of
Housing?

地域間産業連関表にもとづく名古屋港の経済波及効果に関する 東日本大震災被災地茨城県の人口推定 ‐人口減・高齢化の加
分析
速‐

討論者：奥村 誠（東北大学）

討論者：岩田 真一郎（富山大学）

討論者：大澤 義明（筑波大学）

討論者：坂本 博（国際東アジア研究センター）
昼

12:00〜13:20

討論者：米本 清（高崎経済大学）

食 [12:00-13:20]

(A2)環境
座長: 相浦 洋志（大分大学）

(B2)応用ミクロ
座長: 佐藤 泰裕 （大阪大学）

発表者：孟 渤（アジア経済研究所）
Chinaʼs Inter-regional Spillover of Carbon Emissions and
Domestic Supply Chains: An Input‒Output Analysis

発表者：川嶋 辰彦（学習院大学）
発表者：曽 道智（東北大学）
外部経済性を内含する需要曲面 ― 効用曲面からの導出並びに
The Impact on Spatial Inequality of Capital Mobility
純社会便益の最大化 ―

発表者：石川 良文（南山大学）

討論者：岡本 信広（大東文化大学）

討論者：金本 良嗣 （政策研究大学院大学)

討論者：坪田 建明（アジア経済研究所）

討論者：猪俣 哲史（アジア経済研究所）

発表者：松浦 宏之（太成学院大学）
Can we Address Village Alaskaʼs Solid Waste Problem? -Some
comments on a vital element of rural Alaska sustainability-

発表者：鄭 丹（名古屋大学）

発表者：高橋 孝明（東京大学）
Spatial competition in a city: Hotelling revisitied in an AlonsoMills-Muth city

発表者：石倉 智樹（首都大学東京）
マルチ・スケール国際経済における交通政策の応用一般均衡分
析

討論者：矢澤 則彦（東京国際大学）

討論者： 鄭 小平 （立命館大学）

討論者：山本 和博（大阪大学）

討論者：安藤 朝夫（東北大学）

発表者：川崎 晃央（鹿児島大学）

発表者：川田 恵介（広島大学）
Explicit Spatial Friction and Workers Heterogeneity in Urban
Search-Matching Models

発表者：香川 涼亮（筑波大学）

発表者：岡本 信広（大東文化大学）
生産工程の分散化（フラグメンテーション）の測定‐先行研究の
整理と比較

討論者：相浦 洋志（大分大学）

(C2)立地（I）
座長: 赤松 隆（東北大学）

Local Amenities and Wage Compensation in Chinese Cities

Crossboader Consumption, Environmental Regulation, and Tariff

討論者：佐藤 泰裕（大阪大学）

坂下賞講演 （講堂）:

所得の不確実性に関する情報の普及と均衡土地利用
討論者：赤松 隆（東北大学）

休

15:20-15:40
15:40-16:30

D会場（講義棟4階 423）

(B1)住宅（I）
座長: 森泉 陽子（神奈川大学）

災害リスク低減を加味した移住計画モデル

13:20-15:20

C会場（講義棟5階 543）

(A1)人口
座長: 河野 達仁（東北大学）

(D2)特定セッション（Ｉ）
座長: 石川 良文（南山大学）

国際日本地域間産業連関表の作成手法と応用可能性

討論者：亀山 嘉大（香川大学）

憩 [15:20-15:40]

山本 和博（大阪大学） 「Economic geography, endogenous fertility, and agglomeration」

16:30-17:10

総会 （講堂）

18:00-20:00

懇親会 （わいん倶楽部）

公開シンポジウム ： 「日本大震災からの復興と震災リスクへの対応」 （講堂）
コーディネーター： 中村良平（岡山大学）

パネリスト： 有路正浩（東北経済産業局）、奥村 誠（東北大学）、浜口伸明（神戸大学）、 深井勝美（日本政策投資銀行）

Ⅰ．復興の現状について
（１）復興の現局面について

13:20-15:20

（２）銀行から企業への融資、援助の実情
（３）意見交換：復興の問題点や課題について
Ⅱ．震災リスクへの対応について
（１）サプライチェーン・マネジメント、リスク分散と集積
（２）生活圏の安全、ライフラインの確保
（３）意見交換：震災リスクへの対応、今後の東北地方のあり方について

第２日目

１１月１8日(日曜日)
A会場（講義棟5階 545）
(A3)EARLY BIRD（I）
座長:佐々木 公明 （尚絅学院大学）

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

B会場（講義棟5階 544）

(D3)EARLY BIRD（IV）
座長 中山 晶一郎（金沢大学）

発表者：小林 広和（東京大学）

発表者：大瀧 逸朗（東京大学）

Can remarketer purchase from direct sales firms?

The Effects of Non-Tradeable Goods on the Core Periphery
Structure

討論者：吾郷 貴紀（専修大学）

討論者：曾 道智（東北大学）

発表者：石川 慎之助（（株）つくばＦＣ）
地域型サッカークラブとステークホルダーとの協力関係深化に関
する概念モデルの確立―中規模都市（20万人程度）のクラブの事
例から―
討論者：福山 敬（鳥取大学）

発表者：森本 裕（京都大学）

発表者：原田 峻平（一橋大学）

発表者：堤 静子（青森公立大学）

交通アクセス改善が観光サービス産業の集積に与える影響

フランチャイズ入札理論の政策適用に関する一考察

パネルデータによる出生行動分析

討論者：高塚 創（香川大学）

討論者：松島 法明（大阪大学）
休

(A4)集積の経済（I）
座長: 森 知也（京都大学）

発表者：Hangtian Xu（東北大学）
Highway Placement and Industrial Performance in Peripheral
Regions---Evidence From Chinaʼs County Level Data
討論者：中山 晶一郎（金沢大学）

(C4)立地（II）
座長: 須田 昌弥（青山学院大）

(D4)震災（II）
座長: 多々納 裕一（京都大学）

発表者：田渕 隆俊（東京大学）
発表者：城所 幸弘（政策研究大学院大学）
Are NEG Models Capable of Simulating Agglomeration in the Real Cost‒benefit analysis for transport projects in an agglomeration
World?
economy
討論者：森 知也（京都大学）
討論者：文 世一（京都大学）

発表者：高森 賢司（筑波大学）

討論者：岡本 亮介（政策研究大学院大学）

発表者：佐々木 公明（尚絅学院大学）
東日本大震災と日本人の価値観の変容：「慶応義塾パネルデー
タ」による統計的分析
討論者：多々納 裕一（京都大学）

発表者：田中 清泰（アジア経済研究所）
Spatial Spillovers from FDI Agglomeration: Evidence from the
Yangtze River Delta in China
討論者：横井 渉央（東北大学）

発表者：成 知恩

討論者：城所 幸弘（政策研究大学院大学）

発表者：小川 亮（大阪産業経済リサーチセンター）
工場立地決定と企業属性：2000年代の日本の工場立地データに
よる実証研究
討論者：須田 昌弥（青山学院大学）

発表者：沖山 充（（株）現代文化研究所）
被災地域経済への効果的な復興財源・政策に関する応用一般均
衡モデル分析─2地域間ＣＧＥモデルを用いて─
討論者：藤原 徹（明海大学）

発表者：猪原 龍介（青森公立大学）
Does labor diversity cause agglomeration in Japan? An NEG
approach with a covariance structure analysis

発表者：中山 晶一朗（金沢大学）

発表者：鈴木 崇児（中央大学）

混雑を考慮した交通・立地統合均衡モデルとその最適化問題

小売業の駅前立地への鉄道高度利用の影響分析

発表者：阿久根 優子（麗澤大学）
東日本大震災による水産クラスターでの損失と復興シナリオの定
量化：動学的応用一般均衡モデルの適用

討論者：佐藤 泰裕（大阪大学）

討論者：小池 淳司（神戸大学）

Determinants of Transportation Costs for Inter-regional Trade

自治体内・外からのアクセスを考慮した庁舎移転に関する研究

討論者：山崎 清（（株）価値総合研究所 ）
昼

討論者：細江 宣裕（政策研究大学院大学）

食 [12:00-13:00]

(A5)集積の経済（II）
座長: 高橋 孝明（東京大学）

(B5)空間統計
座長： 堤 盛人（筑波大学）

(C5)地域間交易
座長: 山鹿 久木（関西学院大学）

(D5)C.G.E.
座長: 小池 淳司（神戸大学）

発表者：坪田 建明（アジア経済研究所）

発表者：津田 敏明（広島大学）

発表者：野崎 道哉（中部圏社会経済研究所）

発表者：細江 宣裕（政策研究大学院大学）

Agglomeration and directional imbalance of transport costs: the
role of density economies

空間的異質性を考慮した空間計量経済モデルの開発

討論者：高橋 孝明（東京大学）

討論者：堤 盛人(筑波大学)

Rethinking about the interregional trade structure : “the regional
原子力発電所の脱落の影響と代替電源導入の効果-9地域電力
industrial classification ” and “the industrial regional breakdown”
市場モデルによる分析
in a Case Study for Chubu region
討論者：石川 良文（南山大学）
討論者：石倉 智樹（首都大学東京）

発表者：森 知也（京都大学）

発表者：横井 渉央（東北大学）

発表者：伊藤 匡（アジア経済研究所）

Spatial Approach to Identifying Agglomeration Determinants

都市経済学からの道州制への提言: 空間計量経済学による財政
Product quality and Intra-Industry Trade Index, Revisited
外部性評価

旅行費用法と整合的な応用一般均衡モデルの開発：二酸化炭素
排出量の導入

討論者：中島 賢太郎（東北大学）

討論者：塚井 誠人（広島大学）

討論者：武藤 慎一（山梨大学）

討論者：奥田 隆明（中部圏社会経済研究所）
休

14:20-14:30
(A6)地域経済
座長： 田北 俊昭（山形大学）

14:30-16:30

討論者：石野 卓也（慶応義塾大学）
憩 [9:50-10:00]

(B4)交通
座長: 文 世一（京都大学）

12:00〜13:00

13:00-14:20

D会場（講義棟4階 423）

(C3)EARLY BIRD（III）
座長: 曾 道智（東北大学）

9:50-10:00

10:00-12:00

C会場（講義棟5階 543）

(B3)EARLY BIRD（II）
座長: 水野 敬三 （関西学院大学）

発表者：中嶌 一憲（兵庫県立大学）

憩 [14:20-14:30]
(C6)人口と土地利用
座長： 有田 智一 （筑波大）

(D6)特定セッション（ＩＩ）
座長： 大森 達也 (三重中京大学)

発表者：小林 伸生（関西学院大学）
発表者：瀬古 美喜（慶應義塾大学）
地域における知識のスピルオーバー効果の実証分析〜デジタル
The Term Structure of Cancellable Lease Rates
伝送技術特許を例に〜
討論者：太田 充（筑波大学）
討論者：瀬下 博之（専修大学）

発表者：池田 清宏（東北大学）

発表者：宮澤 和俊
Sibling rivalry and fertility dynamics in the gift economy

線分都市経済の人口集積メカニズム

討論者：大森 達也（三重中京大学）

討論者：高塚 創（香川大学）

発表者：北浦 康嗣

発表者：太田 充（筑波大学）

発表者：河野 達仁（東北大学）

発表者：亀山 嘉大（香川大学）

Public infrastructure, Regional Spillovers and Economic Growth
討論者：平澤 誠（名古屋大学）

Equilibrium Land Use in a Multicentric City

Optimal property tax structure in a congested monocentric city

中四国・九州における自動車産業の立地展開と輸送の関係

討論者：田北 俊昭（山形大学）

討論者：平澤 亨輔（札幌学院大学）

討論者：有田 智一（筑波大学）

発表者：田北 俊昭（山形大学）

発表者：奈良 卓（八戸大学）
税収配分が地域間人口分布と住宅地を含む土地利用に及ぼす
影響

発表者：森田 学（青森中央学院大学）

発表者：平澤 誠
Pollution, Public Investment in Healthcare, Ageing and
Environmental Policy
討論者：北浦 康嗣（岐阜大学）
発表者：大森 達也

持家の帰属家賃と借家家賃の差異が居住水準に与える影響

Urban Pollution and Rural Declining

討論者：浅田 義久（日本大学）

討論者：隅田 和人（金沢星陵大学）

討論者：宮澤 和俊（同志社大学）

西洋なしの高級品種「ラ・フランス」の地域ブランド価値
討論者：宅間 文雄（明海大学）

(B6)住宅(II)
座長： 浅田 義久 (日本大学）

