
　第1日（11月29日（土曜日））

Earlybird1 Earlybird2 Earlybird3 Earlybird4 Earlybird5 Earlybird6
座長 井原健雄（中部圏社会経済研究所） 座長 佐々木公明（尚絅学院大学） 座長 小林潔司（京都大学） 座長 田渕隆俊（東京大学） 座長 小川光（名古屋大学） 座長 徳永澄憲（麗澤大学）

A-1-1
発表題目 浸水危険度が地価に与える影響：東京

23区における中小河川の場合 B-1-1
発表題目 The endogenous decisions of unionization

and international trade in general
oligopolistic equilibrium

C-1-1
発表題目 Globalization and cooperation in

trade policy D-1-1
発表題目 ランダム付け値理論のマクロ的適用

E-1-1
発表題目 Linguistic distance and economic

development G-1-1
発表題目 The welfare effects of tradable

bottleneck permits scheme with
heterogeneous income profiles

発表者 香川涼亮(筑波大学)、橋本（防衛省）、
太田（筑波大学）

発表者 佐野穂先（大阪大学） 発表者 津布久将史（名古屋大学） 発表者 池田真洋（東北大学） 発表者 中川万理子（東京大学） 発表者 坂井勝哉（東京工業大学）

討論者 唐渡広志（富山大学） 討論者 曽道智（東北大学） 討論者 森田忠士（近畿大学） 討論者 大澤義明（筑波大学） 討論者 伊藤亮（名古屋市立大学） 討論者 赤松隆（東北大学）

A-1-2
発表題目 地域アメニティ近接性と人口移動パター

ン分析 C-1-2
発表題目 「東アジアの奇跡」後の人的資本の役

割 D-1-2
発表題目 Crime, search, and rehabilitation

E-1-2
発表題目 Dynamic tax competition in an

agglomeration economy G-1-2
発表題目 大気汚染物質の減少が地価に与える

影響

発表者 當麻雅章(大阪大) 発表者 佐藤惣哉（青山学院大学） 発表者 大津優貴（大阪大学） 発表者 加藤隼人（一橋大学） 発表者 姜哲敏（筑波大学）
討論者 近藤恵介（経済産業研究所） 討論者 金広文（京都大学） 討論者 河野達仁（東北大学） 討論者 藤嶋翔太（東京大学） 討論者 徳永澄憲（麗澤大学）

10:00-10:10 　　休　　憩

都市経済1 地域経済1 重複世代の経済 輸送ハブ 沖縄県の経済振興を考える
座長 池田清宏（東北大学） 座長 広瀬恭子（九州産業大学） 座長 岩田真一郎（富山大学） 座長 文世一（京都大学） 座長 中村良平（岡山大学, RIETI）

A-2-1

発表題目 Relationship between urban
population and utility level of
workers with income heterogeneity:
Who bears urban costs?

B-2-1

発表題目 市町村経済モデルの開発と運用―福岡県

の事例―
C-2-1

発表題目 Does agglomeration discourage
fertility? Evidence from Japanese
general social surveys cumulative
data 2000—2010

D-2-1

発表題目 Uniform or discriminatory pricing
in the international hub airport

発表者 平岡規之（三菱総合研究所）、太田（筑
波大学）

発表者 坂本博（アジア成長研究所） 発表者 近藤恵介（経済産業研究所） 発表者 川﨑晃央（鹿児島大学）

討論者 村田安寧（日本大学） 討論者 沓澤隆司（政策研究大学院大学） 討論者 荒渡良（名古屋大学） 討論者 山口力（広島修道大学）

A-2-2

発表題目 Cordon pricing and road investment
under optimal land use regulation

B-2-2

発表題目 オペラなどパフォーミング・アーツと創造都
市

C-2-2

発表題目 子育て費用の時間を通じた変化　―日
本のパネルデータを用いた等価尺度
の計測― D-2-2

発表題目 複数空港の収益分配スキームと地域
投資インセンティブ

発表者 河野達仁（東北大学）、川口（東北大学） 発表者 大城純男（名古屋市役所） 発表者 荒渡良（名古屋大学）、宮本（名城大
学）

発表者 大西正光（京都大学）、小林（京都大
学）、萬谷（神戸夙川学院大学）

討論者 佐藤泰裕（大阪大学） 討論者 太田充（筑波大学） 討論者 石野卓也（金沢星稜大学） 討論者 寺地祐介（帝塚山大学）

A-2-3

発表題目 居住者の属性に注目した付け値地代の
分離推定 B-2-3

発表題目 Revisiting the silk road: Speeding-up
of railways and exports C-2-3

発表題目 The prodigal son: Does the
younger brother always care for
his parents in old age?

D-2-3

発表題目 Economic analysis of integrated
tariff system in public transport

発表者 伊藤亮（名古屋市立大学）、宅間（明海
大学）

発表者 徐航天（東北大学） 発表者 小川光（名古屋大学）、古村（名古屋
大学）

発表者 高橋孝明（東京大学）

討論者 直井道生（慶應義塾大学） 討論者 広瀬恭子（九州産業大学） 討論者 岩田真一郎（富山大学） 討論者 米本清（高崎経済大学）
12:10-13:00

労働市場 地域経済2 都市計画 交通1 インフラ老朽化とモデル分析1
座長 中島賢太郎（東北大学） 座長 吾郷貴紀（専修大学） 座長 太田充（筑波大学） 座長 塚井誠人（広島大学） 座長 大澤義明（筑波大学）

A-3-1

発表題目 Gender difference in tertiary
enrollment: An international
perspective on social factors B-3-1

発表題目 幹線交通網が都市成長に及ぼす影響の
分析：時空間統計モデルを用いて

C-3-1

発表題目 転用を考慮した地域公共施設再編の
数理モデル

D-3-1

発表題目 Bottleneck congestion and
distribution of work start times:
The economics of staggered work
hours revisited

E-3-1

発表題目 最も近い施設と２番目に近い施設まで
の距離の同時分布および和・差の分布

発表者 加藤真紀（横浜国立大学） 発表者 村上大輔（国立環境研究所）、山形（国立
環境研究所）

発表者 鈴木勉（筑波大学）、西沢（筑波大学） 発表者 高山雄貴（愛媛大学） 発表者 宮川雅至（山梨大学）

討論者 坂西明子（奈良県立大学） 討論者 高塚創（香川大学） 討論者 横井渉央（東北大学） 討論者 吉田雄一朗（広島大学） 討論者 田中健一（慶應義塾大学）

A-3-2

発表題目 A regional analysis on labor market
participation of married women in
Japan B-3-2

発表題目 The evolving role of seaports in the
Japanese manufacturing system:
Focus on the post-bubble era (1990-
2010)

C-3-2

発表題目 住民の地域への意識と非利用価値の
大きさとの関連に関する研究～救急救
命の効果に着目して D-3-2

発表題目 Marginal social cost of travel time
variability in a bottleneck with
random delay E-3-2

発表題目 Considerations about the Strategy
that cut down the cost to maintain
sideway trees’ function

発表者 坂西明子（奈良県立大学） 発表者 伊藤秀和（関西学院大学）、Guerrero
（IFSTTAR）

発表者 阪田和哉（宇都宮大学）、中嶌（兵庫
県立大学）、坂本（山形大学）、瀧本
（九州大学）、生川（岡山大学）

発表者 肖禹（東京工業大学）、Coulombel（É
cole des ponts ParisTech）、福田（東
京工業大学）

発表者 張心笛（筑波大学）、大澤（筑波大
学）、雨宮（筑波大学)

討論者 小川光（名古屋大学） 討論者 沖山充（麗澤大学） 討論者 大西正光（京都大学） 討論者 文世一（京都大学） 討論者 小市俊悟（南山大学）

A-3-3
発表題目 How urbanization affect

employment and social interactions B-3-3
発表題目 小地域データに基づく多地域コホートモデ

ルの構築と検証；東京都の国勢調査・小地
域データへの適用

C-3-3
発表題目 Municipal sizes and municipal

restructuring in Japan D-3-3
発表題目 広告の対象範囲と情報の混雑

E-3-3
発表題目 交通規制を伴う道路修繕のスケジュー

リング問題 -利用者均衡配分を考慮し

て-
発表者 佐藤泰裕（大阪大学）、Zenou

（Stockholm University）

発表者 宅間文夫（明海大学）、安藤（東北大学） 発表者 中川訓範（釧路公立大学） 発表者 地主遼史（神戸大学）、井料（神戸大
学）

発表者 小市俊悟（南山大学）

討論者 川田恵介（広島大学） 討論者 矢澤則彦（東京国際大学） 討論者 森知也（京都大学） 討論者 和田健太郎（東京大学） 討論者 宮川雅至（山梨大学）
15:00-15:10

都市経済2 都市経済3 航空産業 交通2 CGE
座長 黒田達朗（名古屋大学） 座長 佐藤泰裕（大阪大学） 座長 川﨑晃央（鹿児島大学） 座長 松島格也（京都大学） 座長 小池淳司（神戸大学）

A-4-1
発表題目 技術経営の空間的範囲と中小企業の存

続・成長－諏訪・岡谷と北九州の事例か
ら－

B-4-1
発表題目 Pareto optimality in a discrete choice

model C-4-1
発表題目 Monopoly or duopoly; Policy of

air-transportation D-4-1
発表題目 データ重み付けによる交通機関選択

モデルの空間的な安定性 E-4-1
発表題目 階層的な空間構造を対象とする

FEVL-SCGEモデル

発表者 亀山嘉大（佐賀大学） 発表者 藤嶋翔太（東京大学） 発表者 森本裕（京都大学）、武田（京都大学） 発表者 林遼平（広島大学）、塚井（広島大学） 発表者 石倉智樹（首都大学東京）、高山（愛
媛大学）、赤松（東北大学）

討論者 正岡利朗（高松大学） 討論者 鈴木勉（筑波大学） 討論者 大橋忠宏（弘前大学） 討論者 村上大輔（国立環境研究所） 討論者 細江宣裕（政策研究大学院大学）

A-4-2

発表題目 コンパクト・シティが地方財政に与える影
響 B-4-2

発表題目 Competition between cities and their
spatial structure C-4-2

発表題目 日本発着データを利用した国際航空
旅客市場特性の検討と課題 D-4-2

発表題目 コミュニティ抽出法を用いたODフロー
のクラスター検出手法の検討 E-4-2

発表題目 沖縄振興のための財政措置と産業クラ
スターの形成：多地域間CGEモデルを
用いて

発表者 沓澤隆司（政策研究大学院大学） 発表者 吾郷貴紀（専修大学） 発表者 大橋忠宏（弘前大学） 発表者 爲季和樹（筑波大学）、堤（筑波大学） 発表者 沖山充（麗澤大学）、徳永（麗澤大
学）、阿久根（麗澤大学）

討論者 黒田達朗（名古屋大学） 討論者 平澤亨輔（札幌学院大学） 討論者 川﨑晃央（鹿児島大学） 討論者 井上亮（東北大学） 討論者 小池淳司（神戸大学）
16:30-16:40

17:30-18:10

19:00-21:00 懇親会　(Tギャラリア沖縄DFS, Pine Tree Bless)

13:00-15:00

　　休　　憩

15:10-16:30

16:40-17:30

　　休　　憩

パネルディスカッション　【13：30～15：50】
沖縄経済振興のこれまでとこれから：

県民所得は上げられるか

　
パネリスト（アイウエオ順、敬称略）
　　　安里昌利（沖縄県経営者協会会長、沖縄銀行会
長）
　　　上原良幸（沖縄観光コンベンションビューロー
　　　　　　　　　　会長）
　　　富川盛武（沖縄国際大学　教授）
　　　長浜真吾（沖縄タイムス　経済班キャップ）

　コーディネータ
　　　中村良平（応用地域学会会長、岡山大学教授）

坂下賞受賞講演 (F会場)

隅田和人 （東洋大学経済学部） ｢住宅価格変動の計量経済分析｣
司会 2013年度坂下賞選考委員会委員長 瀬古美喜（武蔵野大学）

総会 (F会場)

　　昼　　食

G会場

9:00-10:00

10:10-12:10

E-2-1

　
E-2-2

E-2-3

　
E-2-4

発表題目

 
発表者
　

発表題目

 
発表者
　
　

発表題目
 

発表者

発表題目
 
発表者

沖縄県の産業政策の現状と展望
　

秋山仁（三菱UFJリサーチ）
　

　

沖縄経済振興を探る構造改革と政策
シミュレーション
石川良文（南山大学）、中村（岡山大
学）、阿久根（麗澤大学）

日本の輸送玄関、那覇ハブ空港の可
能性
伊藤匡（JETROアジア経済研究所）、
岩橋（琉球大学）

沖縄本島における経済的東西格差に
関する考察
松原昌彦（沖縄県庁）

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場



　第2日（11月30日（日曜日））

都市経済4 都市経済5 都市経済6 交通3 観光・娯楽産業1
座長 森知也（京都大学） 座長 曽道智（東北大学） 座長 金本良嗣（政策研究大学院大学） 座長 矢澤則彦（東京国際大学） 座長 平澤亨輔（札幌学院大学）

A-5-1

発表題目 Harris-Wilson(1978)モデル再考：集
積の経済を考慮した商業立地モデル
の分岐解析

B-5-1

発表題目 A simple model of functional
specialization of cities C-5-1

発表題目 円周空間における公共財の最適供給
と分布 D-5-1

発表題目 調査参加選択行動モデルによる交通
調査データの補正 E-5-1

発表題目 訪日外国人の訪問地多様性指標の
検討 －北海道を事例に－

発表者 大澤実（東北大学）、赤松（東北大
学）、高山（愛媛大学）

発表者 長町康平（香川大学） 発表者 呉逸良（日本大学） 発表者 円山琢也（熊本大学） 発表者 小林隆史（東京工業大学）、川岸（筑
波大学）、川口（日本交通社）、大澤
（筑波大学）

討論者 田渕隆俊（東京大学） 討論者 高橋孝明（東京大学） 討論者 吾郷貴紀（専修大学） 討論者 塚井誠人（広島大学） 討論者 安藤朝夫（東北大学）

A-5-2

発表題目 Small business and self-
organization of a marketplace B-5-2

発表題目 Stable economic agglomeration
patterns in two dimensions:
Beyond the scope of central place
theory

C-5-2

発表題目 習慣形成と地域間人口移動　世代重
複モデルによる分析

D-5-2

発表題目 Efficiency of bus transportation
in the U.S.: Data envelopment
analysis of fiscal and operation
data

E-5-2

発表題目 観光施設における利用客のロイヤル
ティと利用客数との関係

発表者 後閑利隆（JETROアジア経済研究

所）、丁（JETROアジア経済研究所）、

Zhu（Zhejiang University）

発表者 池田清宏（東北大学）、室田（東京大
学）、高山（愛媛大学）

発表者 米本清（高崎経済大学） 発表者 松尾美和（早稲田大学） 発表者 山田雄一（筑波大学）

討論者 大城淳（沖縄大学） 討論者 尾山大輔（東京大学） 討論者 奥田隆明（南山大学） 討論者 松島格也（京都大学） 討論者 中川訓範（釧路公立大学）
10:20-10:30 　　休　　憩

防災 NEG 資源・環境 国際経済1 インフラ老朽化とモデル分析2
座長 河野達仁（東北大学） 座長 伊藤亮（名古屋市立大学） 座長 内藤徹（徳島大学） 座長 高塚創（香川大学） 座長 鈴木勉（筑波大学）

A-6-1

発表題目 Recovery policy simulations on a
compound disaster in Taiwan: A
dynamic general equilibrium
approach

B-6-1

発表題目 補完性を考慮した新経済地理モデル
の開発

C-6-1

発表題目 輸送リスクを考慮したエネルギー資源
の輸入計画決定モデル

D-6-1

発表題目 Endogenous labor supply and
international trade E-6-1

発表題目 ネットワークの段階的縮小計画のため
の数理モデル

発表者 黄俊揚（政策研究大学院大学）、細江
（政策研究大学院大学）

発表者 奥田隆明（南山大学） 発表者 稲田啓佑（中央大学）、鳥海（中央大
学）

発表者 森田忠士（近畿大学）、吾郷（専修大
学）、田渕（東京大学）、山本（大阪大
学）

発表者 田中健一（慶應義塾大学）

討論者 阿久根優子（麗澤大学） 討論者 後閑利隆（JETROアジア経済研究所） 討論者 岡寺智大（国立環境研究所） 討論者 長町康平（香川大学） 討論者 高山雄貴（愛媛大学）

A-6-2

発表題目 空間difference in differences法を用
いた土砂災害警戒区域・特別警戒区
域の指定が地価に与える影響の定量
化

B-6-2

発表題目 Firm selection, trade costs, and
international inequalities C-6-2

発表題目 中国の地域別発電特性と水資源への
影響

D-6-2

発表題目 Carry trades and Asian stock
prices E-6-2

発表題目 既存建築ストック更新に向けたBIM
による設計図書電子データ化とその
利用可能性 --接続情報を用いた複

数要素の関連付け--
発表者 瀬谷創（広島大学） 発表者 曽道智（東北大学）、Xi（厦門大学） 発表者 岡寺智大（国立環境研究所） 発表者 宮越龍義（法政大学）、島田（青山学

院大学）、Li（City University of
Hong Kong）

発表者 松林道雄（筑波大学）、渡辺（筑波大
学）

討論者 山崎福寿（日本大学） 討論者 池田清宏（東北大学） 討論者 岡本信広（大東文化大学） 討論者 浜口伸明（神戸大学） 討論者 小林隆史（東京工業大学）

A-6-3

発表題目 Supply chain, transportation, and
spatial risk B-6-3

発表題目 Technological progress and
economic geography C-6-3

発表題目 The impacts of an aviation fuel
tax on fuel consumption and
carbon emissions: the case of the
US airline industry

D-6-3

発表題目 Price and quality changes in
outsiders of regional trade
agreement

E-6-3

発表題目 インフラ施設廃止と住民投票 －
シャープレイ指数を用いた解析研究
－

発表者 黒田達朗（名古屋大学） 発表者 田渕隆俊（東京大学）、Thisse
（Université catholique de
Louvain）、Zhu（Zhejiang
University）

発表者 福井秀樹（愛媛大学）、三好（クラン
フィールド大学）

発表者 松浦寿幸（慶應義塾大学）、早川
（JETROバンコク研究センター）、

Laksanapanyakul（Thai
Development Research
Institute）、渡部（慶應義塾大学）

発表者 大澤義明（筑波大学）、松枝（日本信
号）

討論者 中島賢太郎（東北大学） 討論者 田中亨憲（大阪大学） 討論者 内藤徹（徳島大学） 討論者 斎藤久光（北海道大学） 討論者 福山敬（鳥取大学）
12:30-13:20

アジア経済 経済集積 不動産市場 国際経済2 観光・娯楽産業2
座長 後閑利隆（JETROアジア経済研究所） 座長 高橋孝明（東京大学） 座長 山崎福寿（日本大学） 座長 浜口伸明（神戸大学） 座長 亀山嘉大（佐賀大学）

A-7-1

発表題目 東南アジアのSNA-SIOT構造仮定の
適用整合性に関する実証分析：ベトナ
ムを例にして B-7-1

発表題目 On the spatial scale of industrial
agglomerations C-7-1

発表題目 Income risk and mortgage choice
among Japanese households D-7-1

発表題目 Strategic port privatization in
international oligopoly model
with one importing country and
several exporting counties

E-7-1

発表題目 ご当地グルメの観光資源としての利
用可能性

発表者 金広文（京都大学）、小林（京都大
学）、Trinh（ベトナム国家統計局）

発表者 森知也（京都大学）、Smith（ペンシ
ルバニア大学）

発表者 直井道生（慶應義塾大学）、森泉（神
奈川大学）、行武（公益財団法人 日
本住宅総合センター）

発表者 田中亨憲（大阪大学） 発表者 石田貴士（千葉大学）、丸山（千葉大
学）、栗原（千葉大学）

討論者 井原健雄（中部圏社会経済研究所） 討論者 中嶋亮（慶應義塾大学） 討論者 瀬下博之（専修大学） 討論者 水野敬三（関西学院大学） 討論者 赤木博文（名城大学）

A-7-2

発表題目 Transnational interregional input-
output tables: An alternative to
IIOT?

B-7-2

発表題目 Testing for localization using
micro-geographic data: A new
approach

C-7-2

発表題目 中古住宅流通と住宅金融

D-7-2

発表題目 Foreign influence and populism
E-7-2

発表題目 Jリーグの観客動員要因分析に基づく
来場者増加策の検討

発表者 猪俣哲史（JETROアジア経済研究

所）、柴田（JETROアジア経済研究
所）

発表者 中嶋亮（慶應義塾大学）、村田（日本
大学）、田村（一橋大学）

発表者 原野啓（公益財団法人 日本住宅総
合センター）、瀬下（専修大学）

発表者 川田恵介（広島大学）、小川（大阪大
学）

発表者 神戸佑介(鹿島アントラーズ・エフ・
シー)、小西(鹿島アントラーズ・エフ・
シー)、櫻井（立正大学）、大澤（筑波
大学）

討論者 伊藤匡（JETROアジア経済研究所） 討論者 瀬谷創（広島大学） 討論者 藤原徹（明海大学） 討論者 片岡光彦（千葉経済大学） 討論者 亀山嘉大（佐賀大学）

A-7-3

発表題目 中国の地域間分業と地域の「位置」

B-7-3

発表題目 Localization of knowledge-
creating establishments C-7-3

発表題目 親子間の住居の相続と子供の住宅需
要 D-7-3

発表題目 Interregional allocation of capital
with spillover effects in
Indonesia’s pre- and post-crisis

発表者 岡本信広（大東文化大学） 発表者 中島賢太郎（東北大学）、井上（大阪
産業大学）、齊藤（RIETI）

発表者 石野卓也（金沢星稜大学） 発表者 片岡光彦（千葉経済大学）

討論者 石川良文（南山大学） 討論者 松尾美和（早稲田大学） 討論者 宅間文夫（明海大学） 討論者 松浦寿幸（慶應義塾大学）

10:30-12:30

　　昼　　食

13:20-15:20

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

9:00-10:20


