応用地域学会（ＡＲＳＣ）第２７回研究発表大会プログラム
第１日（12月14日（土曜日））

（於：京都大学）

A会場（法経済学部本館１階 ５番教室
航空交通1
座長
衣笠 達夫 (追手門学院大学)
A-1-1 発表題目

発表者
討論者
A-1-2 発表題目

10:00-12:00
発表者
討論者
A-1-3 発表題目

発表者
討論者

B会場（法経済学部東館１階 ３番教室）
C会場（法経済学部本館２階 6番教室）
D会場（法経済学部本館２階 ２番教室）
交通一般
空間統計
立地
座長
森杉 壽芳 (日本大学)
座長
森泉 陽子 (神奈川大学)
座長
田渕 隆俊 (東京大学)
潜在能力アプローチ」による地域交通システ
Endogenous determination of residential
Airport privatization competition including
B-1-1 発表題目 ムの評価Evaluation of Regional
C-1-1 発表題目 空間情報を利用した欠損データの復元
D-1-1 発表題目 landscape: Asymmetric effect of a consumers’
domestic airline networks
choice and multiple equilibria
Transportation System by the Capability
佐々木 公明(尚絅学院大学）,徳永(宮城大学),
発表者
発表者 瀬谷 創(国立環境研究所）,堤(筑波大学)
発表者 高橋 孝明(東京大学）
川﨑 晃央(鹿児島大学）
盧(東北大学)
討論者 小林 潔司 (京都大学)
討論者 隅田 和人 (東洋大学)
討論者 曽 道智 (東北大学)
寺地 祐介 (帝塚山大学)
Empirical Analysis on the Dynamics of
空間統計モデルを用いた建築物ストックの詳
D-1-2 発表題目 意志力、サービスと企業立地
Port privatization in an international oligopoly B-1-2 発表題目 Tourists with a Simple Stochastic Model: Case C-1-2 発表題目
細推計
of Okinawa
岩橋 培樹(琉球大学）,伊藤(ジェトロ・アジア
村上 大輔(筑波大学）,瀬谷(国立環境研究所),
発表者
発表者
発表者 張 陽(東北大学）,曽(東北大学),陳(東北大学)
松島 法明(大阪大学）,髙内(尾道市立大学)
経済研究所)
山形(国立環境研究所),堤(筑波大学)
討論者 大城 淳 (沖縄大学)
討論者 塚井 誠人 (広島大学)
討論者 高橋 孝明 (東京大学)
山崎 剛志 (新潟大学)
航空券の重複予約とスケジュール競争
主優待制度との関連について—

中川
学)
相浦

—株

訓範(釧路公立大学）,石井(愛知淑徳大
洋志

(大分大学)

B-1-3 発表題目

発表者
討論者

Measuring the Value of Time in Freight
Transportation

C-1-3 発表題目

成 知恩(京都大学）,小西(経済産業研究所),文
(京都大学),西山(京都大学)
安藤 朝夫 (東北大学)

空間計量経済モデルにおける空間重み行列設
定に関する検討

発表者

津田

敏明(広島大学）,塚井(広島大学 )

討論者

矢澤

則彦

12:00-13:00

昼

座長
B-2-1 発表題目
発表者
討論者
B-2-2 発表題目

13:00-15:00

下記 公開シンポジウム開催
発表者
討論者
B-2-3 発表題目

発表者
討論者

都市交通
赤松 隆 (東北大学)
座長
混雑課金領域の形状制約を考慮した最適設計
C-2-1 発表題目
手法の構築・適用と展開
円山 琢也(熊本大学）,高木(九電工),溝上(熊本
発表者
大学)
討論者
松島 格也 (京都大学)
Efficient levels of Car-Related Taxes and Toll
C-2-2 発表題目
Considering the Marginal Cost of Financing
Road Investment
河野 達仁(東北大学）,光廣(総務省),森杉(日本
大学)
吉田 雄一朗 (広島大学)
Anti-Congestion Policies in Cities with Public
Transportation
平松 燈(熊本学園大学）,Akin C.
Buyukeren(College of Business, Economics
Division, Texas A&M University)
川﨑 晃央 (鹿児島大学)

産業連関表の推定誤差と応用一般均衡分析に
おける予測誤差
細江

宣裕(政策研究大学院大学）

討論者

石川

良文

爲季

討論者

中澤

B-3-1 発表題目

15:10-16:30

下記 公開シンポジウム開催

発表者

中島
学)

討論者

織田澤

B-3-2 発表題目

発表者
討論者

座長
C-3-1 発表題目

賢太郎(東北大学）,伊藤(名古屋市立大
利守

(神戸大学)

環境関連特許の空間ネットワーク分析

16:40-17:30

17:30-18:10

和樹(筑波大学）,堤(筑波大学)
純治

５番教室

発表者

佐藤

討論者

佐藤 徹治 (千葉工業大学)
Trade and Labor Market Policy Competition
Under Offshoring Economy: The Role of
International Policy Agreements

E-1-3 発表題目

藤嶋 翔太(東京大学）,赤松(東北大学),高山(愛
媛大学)
尾山 大輔 (東京大学)

通勤率を用いた東京大都市圏の変容過程につ
いて

川田

恵介(広島大学）

討論者

小川

光

(高知大学)

空間経済学1
高橋 孝明 (東京大学)
History versus expectations revisited with
small uncertainty
伊藤

座長
E-2-1 発表題目

亮(名古屋市立大学）

大久保

敏弘

発表者

(慶應義塾大学)

討論者

Spatial patterns and size distributions of cities E-2-2
森 知也(京都大学）,Wen-Tai Hsu(シンガポー
ル経営大学),Tony E. Smith(ペンシルバニア大
学)
村田 安寧 (日本大学)

地域経済1
山崎 福寿 (日本大学)
出身地と移住によるソーティング効果と地域
間賃金格差
岡本 亮介(政策研究大学院大学）,中島(東北大
学)
唐渡 広志 (富山大学)

発表題目

産業別代替弾力性の計測に基づく地域ポテン
シャルと企業形成

発表者

渡邉

討論者

森田 学 (青森中央学院大学)
Jクラブスタジアム集客分析とその応用―鹿島
アントラーズと筑波大学との共同研究―

都市政策1
安藤 朝夫 (東北大学)
The Asymmetric Housing Wealth Effect on
Childbirth

米本

清(高崎経済大学）

発表者

小西 弘樹(鹿島アントラーズＦＣ）,二階堂(筑
波大学),大澤(筑波大学)

討論者

平澤

亨輔

討論者

山崎

(札幌学院大学)

開発/発展途上経済1
浜口 伸明 (神戸大学)

座長
D-3-1 発表題目

真一郎(富山大学）,直井(慶応大学)

討論者
福重 元嗣 (大阪大学)
On the ineffectiveness of Pigouvian policy in
D-3-2 発表題目
the economy with positive and negative
externalities
高山 雄貴(愛媛大学）,赤松(東北大学),藤嶋(東
発表者
京大学)
討論者
高塚 創 (香川大学)

発表者

中国の都市化は経済成長を支えるか？
岡本
鄭

座長

福寿

(日本大学)

E-3-1 発表題目

復興・震災1
多々納 裕一 (京都大学)
岩手県・宮城県・福島県への観光を目的とし
た再来訪需要に関する実証分析

信広(大東文化大学）

発表者

坂本 直樹(東北文化学園大学）,中嶌(兵庫県立大
学),奥山(長崎県立大学),野原(北星学園大学)生川(岡
山大学),瀧本(九州大学),阿部(東北大学),稲垣(岐阜聖
徳学園大学),林山(東北大学)

(立命館大学)

討論者

新納

小平

Indochinese Peninsula
宮越

龍義(法政大学）

浜口

伸明

(神戸大学)

E-3-2 発表題目

日本型クリエイティブ・サービスの地域展開

克広

(奈良県立大学)

被災3県を中心とした月次ＧＤＰの推計

発表者

山澤

成康(跡見学園女子大学）

討論者

林田

元就

憩〔16:30-16:40 〕

会 （京都大学吉田キャンパス 総合研究8号館3階NSホール）

公開シンポジウム〔14:00-16:20〕
開催趣旨説明 小林潔司 京都大学経営管理大学院経営センター長
基調講演 「日本型クリエイティブ・サービスの地域展開」
原良憲 京都大学経営管理大学院 教授
話題提供 「地域コンテクストと実践科学的サービス研究」
小林潔司 京都大学経営管理大学院 教授
「サービス提供者と顧客の相互作用―顧客満足と顧客ロイヤルティへの影響」
鈴木智子 京都大学経営管理大学院 特定講師
「鮨屋でふつうにふるまうこと: 相互行為のエスノメソドロジー分析」
山内裕 京都大学経営管理大学院 講師
総合討論

淳司(岡山大学）,中村(岡山大学)

発表者

司 会 2012 年度坂下賞選考委員会委員長 佐々木 公明 （尚絅学院大学）

親

(名古屋大学)

発表題目

総
会
（会場） 以下審議予定
（1）活動報告・活動方針 （2）会員動態 （3）決算・予算 （4）2013年度坂下賞 （5）2013年度応用地域学会論文賞
（6）2014年度研究発表大会 （7）2014年度アジア地域科学セミナー （8）ジャーナルの編集状況 （9）その他
懇

仁志(麗澤大学）

発表者

塚井誠人氏（広島大学工学研究院） 『社会基盤の可能性：時間・空間・長期記憶性／Potential of Infrastructure: time, space and long memory』

18:30-20:30

14:00-16:20

討論者
E-1-2 発表題目

佐藤 泰裕(大阪大学）,川田(広島大学),中島(東
北大学)
文 世一 (京都大学)

Preference for Diversity as a Centrifugal Force E-2-3

討論者

討論者

発表者

Working out the impacts of labor market
integration

憩〔15:00-15:10 〕

休

坂下賞講演（A会場（法経済学部本館１階

討論者
D-2-3 発表題目

岩田

発表者

16:30-16:40

発表者

発表者

C-3-2 発表題目

山形 与志樹(国立環境研究所）,瀬谷(国立環境
研究所)
中島 賢太郎 (東北大学)

D-2-2 発表題目

(南山大学)

LQ法による地域投入係数の推定精度の比較

発表者

On Stable Asymmetric Equilibria in Social
Interaction Models

E-1-1 発表題目

食〔12:00-13:00 〕

休

ネットワーク経済
佐藤 泰裕 (大阪大学)
Impact of supply chain network structure on
FDI: Theory and evidence

討論者

ＣＧＥ・産業連関表
小池 淳司 (神戸大学)
座長
General Equilibrium Assessment on a
D-2-1 発表題目
Compound Disaster in Northern Taiwan
黄 俊揚(政策研究大学院大学）,細江(政策研究
発表者
大学院大学)
討論者
阿久根 優子 (麗澤大学)

15:00-15:10

座長

発表者

(東京国際大学)

発表者

C-2-3 発表題目

D-1-3 発表題目

E会場（法経済学部東館Ｂ１階 みずほホール）
労働市場
座長
岡本 亮介 (政策研究大学院大学)

(（財）電力中央研究所)

第２日（12月15日（日曜日））

（於：京都大学）

A会場（法経済学部本館１階 ５番教室
Earlybird1
座長
金本 良嗣 (政策研究大学院大学)
A-4-1 発表題目

8:50-9:50

発表者
討論者
A-4-2 発表題目
発表者
討論者

災害リスク認知と防災対策効果に関するマル
チエージェント・シミュレーション分析
香川
細江

涼亮(筑波大学）
宣裕 (政策研究大学院大学)

Optimal regulation for taxi market
高橋
金本

達(早稲田大学）,片岡(早稲田大学)
良嗣 (政策研究大学院大学)

B会場（法経済学部東館１階 ３番教室）
C会場（法経済学部本館２階 6番教室）
D会場（法経済学部本館２階 ２番教室）
Earlybird2
Earlybird3
Earlybird4
座長
佐々木 公明 (尚絅学院大学)
座長
黒田 達朗 (名古屋大学)
座長
藤田 昌久 (甲南大学)
Do Workers Really Benefit from
都市における交通市場の地域特性に関する分
On Segregation Patterns in Cities: A New
B-4-1 発表題目 Agglomeration? The Case of Mexican Banking C-4-1 発表題目
D-4-1 発表題目
析―乗合バス市場への影響―
Economic Geography Approach
Sector
発表者 近藤 恵介(神戸大学）
発表者 松崎 朱芳(青山学院大学）
発表者 中川 万理子(東京大学）
討論者 中島 賢太郎 (東北大学)
討論者 寺田 一薫 (東京海洋大学)
討論者 藤田 昌久 (甲南大学)
企業と消費者の立地選択要因としての地代格
B-4-2 発表題目
C-4-2 発表題目 The airport Pricing in the Hub- Spoke Network
差
発表者 小林 広和(東京大学）
発表者 森本 裕(京都大学）,寺地(帝塚山大学)
討論者 瀬古 美喜 (武蔵野大学)
討論者 林 明信 (大阪経済大学)

9:50-10:00

休

座長
A-5-1 発表題目

地域経済2
交通と都市構造
貝山 道博 (埼玉大学名誉教授)
座長
須田 昌弥 (青山学院大学)
大都市圏における人口と就業地の変化―2000年
混雑を考慮した交通・立地統合均衡モデルの
B-5-1 発表題目
以降を中心に
定式化とその特性の考察

発表者

坂西

討論者

徳永 澄憲 (筑波大学)
市町村特性や観光客構成などと観光振興との
関係性

A-5-2 発表題目

10:00-12:00

明子(奈良県立大学）

発表者

山田

雄一(筑波大学）

討論者

岩橋

培樹

A-5-3 発表題目

(琉球大学)

地域景気循環の構造変化

発表者

林田

元就(電力中央研究所）

討論者

山澤

成康

(跡見学園女子大学)

発表者

中山

討論者

堤 盛人 (筑波大学)
Pitfalls in estimating “wider economic
benefits” of transportation projects

B-5-2 発表題目

C-5-1 発表題目

晶一朗(金沢大学）

発表者

金本

討論者

河野 達仁 (東北大学)
The location of manufacturing firms and
imperfect information in transport market

B-5-3 発表題目

座長

発表者
討論者
C-5-2 発表題目

良嗣(政策研究大学院大学）

発表者

後閑

利隆(ジェトロアジア経済研究所）

討論者

高山

雄貴

発表者
討論者
C-5-3 発表題目
発表者

(愛媛大学)

討論者

昼

発表者

藤嶋

翔太(東京大学）,尾山(東京大学)

討論者

土居

潤子

(関西大学)

地方分権と地域間用域税率競争

発表者

濵津

桃子(筑波大学）,大澤(筑波大学)

討論者

黒田

達朗

C-6-2 発表題目

(名古屋大学)

発表者
討論者

大窪 和明(埼玉大学）,奥村(東北大学
学国際研究所)
碓井 健寛 (創価大学)
休

A-7-1 発表題目

14:30-15:50

発表者
討論者
A-7-2 発表題目
発表者
討論者

森

集積の経済2
知也 (京都大学)

Assessing Dynamic Externalities from a
Cluster Perspective: The Case of the Motor
Metropolis in Japan

座長

B-7-1 発表題目

山田 恵里(名古屋大学）,河上(近畿大学経済学
発表者
部)
討論者
亀山 嘉大 (香川大学)
Testing for localization using micro-geographic
B-7-2 発表題目
data: A New Approach
田村 龍一(一橋大学）,村田(日本大学),中嶋(慶
発表者
應義塾大学)
討論者
岡本 亮介 (政策研究大学院大学)

石倉

航空交通2
智樹 (首都大学)

Flight cancellation as a reaction to the tarmac
C-7-1
delay rule: an unintended consequence of
enhanced passenger protection

座長

発表題目

福井 秀樹(愛媛大学）,永田(University of
発表者
Maryland)
討論者
大橋 忠宏 (弘前大学)
Airport privatization in international inter-hub
C-7-2 発表題目
and spoke networks
林 明信(大阪経済大学）,Benny
発表者
Mantin(University of Waterloo)
討論者
松島 法明 (大阪大学)

樋野

誠一(計量計画研究所）

長町 康平 (東京大学)
防災性向上に資する都市基盤整備に関する便
益計測手法
牧 浩太郎(三菱総合研究所）,今野(三菱総合研
究所),堀江(三菱総合研究所)
直井

道生

E-5-1 発表題目

高塚

集積の経済1
創 (香川大学)

Spatial Agglomeration and Demographics

発表者

後藤

討論者

山本 和博 (大阪大学)
The Home Market Effect---Beyond the
Constant Elasticity of Substitution

E-5-2 発表題目

発表者

曽

(慶應義塾大学)

討論者

田渕

開発/発展途上経済2
信広 (大東文化大学)

座長

啓(神戸大学）,南村(神戸大学)

道智(東北大学）,陳(東北大学)
隆俊

(東京大学)

食〔12:00-13:00 〕

廃棄物リサイクルにおけるロバスト最適化手
法を応用した契約形態

14:20-14:30

座長

空間経済分析の多地域化に関する理論的研究

座長

矢田 晃一(筑波大学）,盆子原(筑波大学),小林
(東京工業大学),大澤(筑波大学)
奥村 誠 (東北大学)

都市政策2
環境経済
座長
曽
座長
瀬古 美喜 (武蔵野大学)
座長
藤原 徹 (明海大学)
Efficiency of Indirect Taxes with Cross-border
2次元多都市CPモデルの集積挙動における境界
Coalition-Proof Overlapping International
A-6-1 発表題目
B-6-1 発表題目 Shopping in the Short-run and the Long-run: A C-6-1 発表題目
条件の影響評価について
Green R&D Agreements
Monopolistic Competition Approach
池田 清宏(東北大学大学院）,秋吉(東北大学),
相浦 洋志(大分大学）,小川(名古屋大学 大学
山口 力(広島修道大学）,Emilson C.D.
発表者
発表者
発表者
室田(東北大学),赤松(東北大学),河野(東北大学)
院経済学研究科)
Silva(University of Alberta)
13:00-14:20
討論者 森 知也 (京都大学)
討論者 吾郷 貴紀 (専修大学)
討論者 篠原 隆介 (法政大学)
B-6-2 発表題目

シンクタンクセッション
大河原 透 (（財）電力中央研究所)

老朽化したインフラの選択と集中

空間経済学2
道智 (東北大学)

Growth and Spatial Agglomeration in an
Overlapping Generations Economy

みずほホール）

憩〔9:50-10:00 〕

インフラストラクチャー
水野 敬三 (関西学院大学)
座長
維持・廃止計画のための多時点最適施設配置
D-5-1 発表題目
モデル
奥村 誠(東北大学）,大窪(埼玉大学),吾妻(東北
発表者
大学)
討論者
藤嶋 翔太 (東京大学)
バンコクおよび周辺地域の電力供給にかかる
D-5-2 発表題目
水需要
岡寺 智大(国立環境研究所）,Jaruwan
発表者
Chontanawat(King Mongkut’s University of
Technology Thonburi)
討論者
大西 正光 (京都大学)

12:00-13:00

A-6-2 発表題目

E会場（法経済学部東館Ｂ１階

坂本

災害科

座長
D-6-1 発表題目

岡本

GVC and Technology Structure of China’s
Exports

発表者

黒岩

討論者

討論者
坂本 博 ((財）国際東アジア研究センター)
The Relative Positions of Countries in
Regional Supply Chains in East Asia: Using a E-6-2 発表題目
Model of Average Propagation Length
猪俣 哲史(ジェトロアジア経済研究
発表者
所）,Nasim Fathi(ジェトロアジア経済研究所)
討論者
奥田 隆明 (南山大学)

D-6-2 発表題目

発表者
討論者

郁雄(ジェトロアジア経済研究所）

憩〔14:20-14:30 〕

博

開発/発展途上経済3
((公財）国際東アジア研究センター)

Economic Integration, Location of Industries,
and Frontier Regions: Evidence from
Cambodia

座長

D-7-1 発表題目

坪田 建明(アジア経済研究所）,黒岩(アジア経
発表者
済研究所)
討論者
伊藤 亮 (名古屋市立大学)
多国籍企業の参入が地域経済に与える影響−イ
D-7-2 発表題目
ンドネシアを事例に−
齋藤

久光(九州大学）

坪田

建明

(ジェトロアジア経済研究所)

E-6-1 発表題目

復興・震災2
小林 潔司 (京都大学)
東日本大震災と「他者への共感」の変容：“絆”
の強さに関する統計的分析The Eastern Japan
Great Disaster and a change in the values of
the Japanese: a statistical analysis of the
strength of kizuna
佐々木

公明(尚絅学院大学）,横井(東北大学)

多々納 裕一 (京都大学)
Household’s disaster prevention activities,
agglomeration, and economic growth

発表者

内藤

徹(徳島大学）,大森(中京大学)

討論者

北浦

康嗣

(法政大学)

発表者

都市構造
文 世一 (京都大学)
Effectiveness Range of the Agglomeration and
Equilibrium Land Use in the Metropolitan
Areas
太田

充(筑波大学）

猪原

龍介

(亜細亜大学)

密集市街地の外部費用と家賃関数
宅間 文夫(明海大学）,山崎(日本大学),浅田(日
本大学)
山鹿 久木 (関西学院大学)

