
座長 上田孝行（東京大学） 座長 中村良平（岡山大学） 座長 秋田隆裕（国際大学）

A1-1 発表題目 日本における人口の地域配分とコンパクトシティ B1-1 発表題目 市町村補助金制度の見直しの現況調査―関東５県を対象として― C1-1 発表題目 産業集積の経済効果：製糸業に関するミクロ・データの分析

発表者
大城純男（札幌大学）

発表者
小林隆史(筑波大学)，矢萩雅広(筑波大学)，小山雄資(筑波大学)，
大澤義明(筑波大学) 発表者

中島賢太郎（東北大学），有本 寛（東京大学），岡崎 哲二（東京大
学）

9:10－10：30 討論者 慶田收（熊本学園大学） 討論者 中村良平（岡山大学） 討論者 山本和博（大阪大学）

A1-2
発表題目

人口減少下の単一中心都市における住宅地の開発と撤退の空間的パ
ターン B1-2

発表題目
ガソリン税暫定税率撤廃の経済影響評価 — 47 都道府県空間一般均

衡分析 C1-2
発表題目

インドネシアにおける地域間経済格差要因の経済危機前後の変化

発表者
河野達仁（東北大学），宮原史（国土交通省），織田澤利盛（東北
大学）

発表者
Pongsun Bunditsakulchai　（電力中央研究所），人見和美（電力中央
研究所）

発表者
片岡光彦（千葉経済大学）

討論者 上田孝行（東京大学） 討論者 井田知也(大分大学) 討論者 秋田隆裕（国際大学）

座長 田渕 隆俊（東京大学） 座長 奥村誠（東北大学） 座長 井原健雄(北九州市立大学)　
A2-1

発表題目
単一経済主体による複数都心の形成モデル B2-1

発表題目
Population Growth and Local Public Finance in Japanese Cities C2-1

発表題目
パネルデータの SAR 攪乱項を伴う SUR モデルの一般モーメント

推定量の数値的検討
発表者 高山雄貴（東北大学），赤松隆（東北大学） 発表者 福田公正（日本大学） 発表者 島根哲哉（東京工業大学）
討論者 田渕 隆俊（東京大学） 小川光（名古屋大学） 討論者 各務和彦（千葉大学） 

A2-2
発表題目

Spatial Competition with Home Bias B2-2
発表題目

Entry and Exit of Large Scale Stores and its effect on SME’s performance in
urban area–Evidence from Japanese Retail Census-

C2-2
発表題目

価格調整過程を導入した多地域計量経済・産業連関モデルの開発

発表者 吾郷貴紀（高崎経済大学），石橋郁雄（青山学院大学） 発表者 松浦寿幸（一橋大学・経済産業研究所），菅野早紀（東京大学） 発表者 田口裕史（電力中央研究所），人見和美（電力中央研究所）

討論者 小林隆史（筑波大学） 討論者 奥村誠（東北大学） 討論者 井原健雄(北九州市立大学)　

座長 岡部篤行（東京大学）　 座長 岡本 亮介（政策研究大学院大学） 座長 佐藤泰裕（大阪大学）
A3-1

発表題目
合意形成と効率性とのトレードオフ立地問題 B3-1

発表題目
Vintage of Prefectural Social Capital Stock and Its Effect on Productivity -
The Case of Japan-

C3-1
発表題目

資本と労働の移動を考慮した経済地理モデル

発表者
田村一軌（鉄道総合技術研究所），大澤義明（筑波大学），尾崎尚
也（鉄道総合技術研究所），山倉克俊（筑波大学）

発表者 浜潟純大（電力中央研究所） 発表者 髙塚創　（香川大学）

13:00-14:20 討論者 岡部篤行（東京大学）　 討論者 塚井誠人（広島大学） 討論者 佐藤泰裕（大阪大学）
A3-2

発表題目
Empirical Analysis of Transport costs and Inter-regional Trade B3-2

発表題目
「二地域居住」が可能な経済における居住時間の地域間最適配分 C3-2

発表題目
製造業における知識のスピルオーバーおよび技術吸収力が熟練労働
集約的な生産活動の集積に与える影響

発表者 成知恩 (京都大学) 発表者 坂本直樹（東北文化学園大学） 発表者 齋藤久光 (帯広畜産大学)
討論者 新納克広（奈良県立大学） 討論者 岡本亮介（政策研究大学院大学） 討論者 徳永澄徳（筑波大学）

座長 須田昌弥（青山学院大学） 座長 柏谷 増男（愛媛大学） 座長 瀬下博之(専修大学)

A4-1
発表題目

多国間垂直的直接投資と企業不均一性

B4-1
発表題目

小地域統計を用いた首都圏における通勤構造を用いた都市圏の実証
分析

C4-1
発表題目

景観規制が地価に与える影響に関する分析-京都市を事例として-

発表者 早川和伸（アジア経済研究所），松浦寿幸（一橋大学） 発表者 佐藤仁志（麗澤大学） 発表者 松井和久 （大阪大学）

14:30-15:50 討論者 濱口伸明（神戸大学） 討論者 来間玲二（国土交通政策研究所） 討論者 直井道生（慶應義塾大学）

A4-2
発表題目

R&D Partnerships and Capability of Innovation of Small and Medium-sized
Firms in Zhongguancun, Beijing: The Power of Proximity B4-2

発表題目
わが国における応用都市経済モデル－特徴と発展経緯－ C4-2

発表題目
Fixed Term Contracts versus Open-ended Contracts in the Japanese Rental
Housing Market

発表者 亀山嘉大（国際東アジア研究センター），浜口伸明　（神戸大学） 発表者
上田孝行（東京大学），堤　盛人（筑波大学），武藤慎一（山梨大
学），山崎 清（価値総合研究所）

発表者 瀬古美喜 （慶應義塾大学)，隅田和人（金沢星稜大学）

討論者 小林健太郎（明星大学） 討論者 柏谷増男（愛媛大学） 討論者 瀬下博之（専修大学）

16:00-16:40

16:40-17:20

18:00 懇　親　会　　（釧路キャッスルホテル）

第1日目（11月15日（土曜日））
応用地域学会(ARSC)　第22回研究発表大会プログラム

昼食（12:00-13:00）

休憩(14:20-14:30)

休憩（15：50-16：00）

セッションB1 セッションC1

セッションA2

坂下賞講演　佐藤泰裕（大阪大学）

A会場 （202教室） B会場 （203教室） C会場 （204教室）

休憩（10:30-10:40）

Trade and mergers in the presence of firm heterogeneity(with N. Matsushima and K. Yamamoto)

司会：佐々木公明（尚絅学院大学）　　　　　　　　　　　場所：　大講義室2

総　　会　大講義室２

セッションA1

セッションC4セッションB4セッションA4

セッションB2 セッションC2

セッションA3 セッションB3 セッションC3



座長 浅田義久（日本大学) 座長 鈴木崇児（中京大学） 座長 前川俊一　（明海大学）
A5-1

発表題目
日本の住宅ローン減税はどの程度持ち家率に貢献したか？住宅ロー
ン減税を考慮したユーザーコストによる評価

B5-1 発表題目
道路交通および軌道系交通の混雑現象の相違に関する検討

C5-1 発表題目
The Estimation and Analysis of Preference Heterogeneity in Residential
Choice Behaviour

9:30－10：10 発表者　 石野卓也（慶應義塾大学） 発表者 橘洋介（早稲田大学） 発表者 星野匡郎（東京工業大学）

討論者 浅田義久（日本大学) 討論者 鈴木 崇児（中京大学） 討論者 前川俊一（明海大学）

宮城俊彦（東北大学） 黒田 達朗（名古屋大学） 太田充（筑波大学）
A6-1

発表題目

Airline schedule competition and entry route choices of low cost carriers B6-1

発表題目

高速道路と都市混雑 C6-1

発表題目

「ウェーバー問題と空間経済学：アジアにおけるケーススタディ」

発表者 川﨑晃央 （九州大学），林明信（大阪経済大学） 発表者 張陽（東北大学） 発表者 猪原龍介（青森公立大学）

討論者 吉田雄一郎（政策研究大学院大学） 討論者 黒田達朗（名古屋大学） 討論者 太田充（筑波大学）

10:20-12:20
A6-2

発表題目
Measurement of benefits incidence in Tokyo metropolitan area by increase
of international air freight using Haneda Airport

B6-2
発表題目

都市内道路における所要時間分布特性の解析と時間信頼性の経済評
価

C6-2
発表題目

ユニバーサルサービス制約がサービス業立地に与える影響－在庫配
置モデルによる分析

発表者
小林優輔（価値総合研究所），石倉智樹（国土交通省），小池淳司
（鳥取大学），山崎清（価値総合研究所）

発表者
福田大輔（東京工業大学），Mogens FOSGERAU（Technical
University of Denmark）

発表者
奥村　誠（東北大学），塚井誠人（広島大学）

討論者 宮城俊彦（東北大学） 討論者 中山 晶一朗（金沢大学） 討論者 須田昌弥（青山学院大学）
A6-3 発表題目 公共財の空間分布と社会的選択―空港分布の事例を用いて― B6-3 発表題目 ETC処理能力を考慮したボトルネック混雑モデル C6-3 発表題目 Analyzing social capital of civil society and economic variables – a spatial

発表者 呉逸良（日本大学） 発表者 鈴木崇児（中京大学） 発表者 Hans Westlund, KTH (Royal Institute of Technology)
討論者 猪原龍介（青森公立大学） 討論者 文世一（京都大学） 討論者 貝山道博（山形大学）

座長 清水千弘（麗澤大学）　 座長 山崎福寿（上智大学）　 座長 山田浩之（京都大学名誉教授）

A7-1 発表題目 レモンモデルのテスト：リフォームと中古住宅価格 B7-1 発表題目 地震保険市場における地域間補助と家計の保険購入行動 C7-1 発表題目 天空率・天空比に関する基本的考察

発表者
原野啓 （日本住宅総合センター），中川雅之（日本大学），清水千
弘（麗澤大学），唐渡広志（富山大学）

発表者
直井道生（慶應義塾大学），隅田和人（金沢星稜大学），瀬古美喜
（慶應義塾大学） 発表者

青木充広(筑波大学)，切田元(株式会社野村総合研究所)， 大澤義明
(筑波大学) ，小林隆史(筑波大学)

13:20-15:20 討論者 山鹿久木（関西学院大学） 討論者 山崎福寿（上智大学）　 討論者 高辻秀興(麗澤大学)
A7-2

発表題目
リフォームが住宅価格に与える効果に関する研究 B7-2

発表題目
災害後の経済復興過程におけるカスケード効果の影響 C7-2

発表題目
便益帰着構成表を用いたプロサッカーチームがホームタウンにもた
らす効果分析

発表者 橋本賢一　（明海大学），前川俊一　（明海大学） 発表者 中野一慶（京都大学），多々納裕一（京都大学） 発表者 高木朗義（岐阜大学），浅岡朝泰（大阪商業大学），福永渉（岐阜
大学）討論者 清水千弘（麗澤大学） 討論者 安藤朝夫(東北大学) 討論者 山田浩之（京都大学名誉教授）

A７-3 発表題目 「分断された住宅市場におけるquantity premiumについて」

発表者 高橋孝明　（東京大学）

討論者 岩田真一郎（富山大学）　

セッションC5

セッションA6

セッションA7 セッションB7 セッションC7

昼食（12:20-13:20）

セッションC6セッションB5

第2日目（11月16日（日曜日））
A会場　（202教室） B会場　（203教室） C会場　（204教室）

休憩（10:10-10:20）

セッションA5 セッションB5
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