
応用地域学会（ＡＲＳＣ）第23回研究発表大会プログラム
第１日　12月12日（土）　午前の部

発表者
村上大輔（筑波大学）
堤　盛人（筑波大学）

討論者 奥田隆明（名古屋大学） 討論者 塚井誠人（広島大学） 討論者 安藤朝夫（東北大学）

発表者 武藤慎一（山梨大学） 発表者
塚井誠人（広島大学）
奥村　誠（東北大学）
茅原周平（広島大学）

発表者 小林隆史（北海道大学）

討論者 石倉智樹（東京大学） 討論者 横井渉央（東北大学） 討論者 山鹿久木（関西学院大学） 基調講演（9:50-10:50）

休憩（10:40-10:50）

パネルディスカッション（11:00-11:50）

発表者
奥田隆明（名古屋大学）
幡野貴之（名古屋大学）

発表者
役重道明（明海大学）
前川俊一（明海大学）

討論者 小池淳司（鳥取大学） 討論者 各務和彦（千葉大学） 討論者 有田智一（筑波大学）

発表者 高木朗義（岐阜大学） 　吉村美栄子　山形県知事（来賓予定）　

討論者 多々納裕一（京都大学） 討論者 佐藤徹治（千葉工業大学） 討論者 福山　敬（鳥取大学）

昼食（12:10-13:10）

今佐和子（筑波大学）
発表者　　　　大澤義明（筑波大学）

山倉俊克（みずほ情報総研）他

学外会場（文翔館）（一般公開）

地域食品ブランド　　　　　　　　　　小島　始（農林水産省）
山形県における地域ブランド戦略と支援策　渡辺　修（山形県）
やまがた６次産業ビジネスの行方　細野武司（荘銀総合研究所）

公共施設への交通手段と移動時間：人
口減少時代の公共施設配置計画への示
唆

太陽光発電導入補助金の地域差異に関
する研究

土地利用研究
座長：金本良嗣（東京大学）

土地区画整理の開発利益配分に関する
研究

地方分権時代の土地利用競争モデル－
地理条件や市町村合併に着目して－

　　　　植村哲士
発表者 　　（LSE・野村総合研究所）
　　　　宇都正哲（野村総合研究所）

時間：　　9:30-12:00
会場：　　文翔館　議場ホール（旧県会議事堂）　（学外会場）

山形大学小白川キャンパスへ貸切バスによる移動（12:00-）

第２会場 第３会場

空間計量経済モデルにおける可変単位
地区問題：実証データによる検証

統計分析における集計単位
座長：瀬古美喜（慶応義塾大学）

黄河流域の水利権取引に関する応用一
般均衡分析

交通施策評価のための空間的応用一般
均衡モデル

（Ｓ）河川管理
座長：多々納裕一（京都大学）

第１会場

地域のスピルオーバー
座長：奥村　誠（東北大学）

空間計量経済モデルを用いた地域所得
収束仮説の検証

瀬谷　創（株式会社パスコ）
発表者　　　　堤　盛人（筑波大学）

山形与志樹（国立環境研究所）

わが国における社会資本ストックの質
と生産性に対するスピルオーバー効果

発表者　浜潟純大（電力中央研究所）

10:50
|

12:10

 9:20
|

10:40

環境時代と公共政策
座長：鄭　小平（立命館大学）

応用一般均衡分析
座長：奥田隆明（名古屋大学）

市町村合併による統計データの集計単
位変更に対する方策の提案：空間計量
経済モデルを用いた分析への対処法

ポングサン・
発表者　　バンディットサクンチャイ

人見和美（電力中央研究所）

地域間の輸送コストの仕組みと空間一
般均衡分析に適用法

※山形大学小白川キャンパス会場とは別会場です。直接お越し下さい。

自然の恵みから生まれた「地域ブランド」の創出が地域を変える
－人口減少社会における地域・国際間競争に打ち勝つための戦略について－

　藤田昌久　京都大学名誉教授・独立行政法人経済産業研究所長
　小島　始　農林水産省東北農政局生産経営流通部食品課長
　渡辺　修　山形県商工労働観光部商業経済交流課長
　細野武司　荘銀総合研究所取締役理事長

コーディネーター：
　貝山道博　山形大学人文学部教授

流域治水計画における上下流の関係を
考慮した堤防整備の優先順位決定方法

9:30 - 12:00
地元向けシンポジウム（一般公開）



第１日　12月12日（土）　午後の部

発表者 奥山恭英（国際大学） 発表者
中村良平（岡山大学）

猪原龍介（青森公立大学）
森田学（価値総合研究所）

発表者
高山雄貴（東北大学）
赤松　隆（東北大学）

討論者　佐々木公明（尚絅学院大学） 討論者　井原健雄（北九州市立大学） 討論者 森　知也（京都大学） 討論者 村田安寧（日本大学）

市場規模と起業 ２次元空間における混合寡占

発表者 貞広幸雄（東京大学） 発表者 田口裕史（電力中央研究所） 発表者
山本和博（大阪大学）
田渕隆俊（東京大学）
佐藤泰裕（大阪大学）

発表者　　吾郷貴紀（高崎経済大学）

討論者 堤　盛人（筑波大学） 討論者 武藤慎一（山梨大学） 討論者　人見和美（電力中央研究所） 討論者 鄭　小平（立命館大学）

ホテリングの空間競争の再検討

発表者
菅澤晶子（東北大学）
赤松　隆（東北大学）

高山雄貴（東北大学）他
発表者 田渕隆俊（東京大学）

討論者 藤田昌久（甲南大学） 討論者 松島法明（大阪大学）

休憩（15:10-15:20）

発表者 大久保敏弘（神戸大学） 発表者 片岡光彦（千葉経済大学） 発表者 森　知也（京都大学）

討論者 中島賢太郎（東北大学） 討論者 秋田隆裕（国際大学） 討論者 福重元嗣（大阪大学） 討論者 佐藤泰裕（大阪大学）

発表者
尾山大輔（一橋大学）
佐藤泰裕（大阪大学）

田渕隆俊（東京大学）他
発表者

高塚　創（香川大学）
曽　道智（東北大学）

討論者 相浦洋志（大分大学） 討論者 徳永澄憲（筑波大学） 討論者 山本和博（大阪大学） 討論者 大澤義明(筑波大学）

休憩（16:40-16:50）

6:50-17:30 坂下賞講演

17:30-18:10 総会

18:40ｰ 懇親会　会場：千歳館 「地域ブランド」の食と山形文化の夕べ　－山形の料亭文化の紹介と交流・懇親－　山形市長　市川昭男

松島格也（京都大学）
発表者　　　　鄭　蝦榮（京都大学）

Ari Ismu Rini Dwi（京都大学）他

集積の経済の理論と実証
座長：八田達夫(政策研究大学院大学)

An Industrial Agglomeration
Approach to Central Place and City
Size Regularities

Capital Mobility, Wage
Differential, and the Home Market
Effect

地方財政
座長：小川　光（名古屋大学）

Who should decide a corporation
tax rate?

川﨑晃央（鹿児島大学）
発表者　　　　大野正久（九州大学）

Tax Competition, Heterogeneous Tas
tes, and Emergence of Core-
periphery

石塚治久（日本不動産研究所）
発表者　　　　　　黒田達朗（名古屋大学）

小地域開発を評価する産業連関モデ
ル：韓国セマングムの事例

空間的競争を考慮したBeckmann型立地
モデルによる複数都心の創発

Productivity distribution, firm
heterogeneity, and agglomeration:
evidence from firm-level data

（Ｓ）企業の異質性と産業構造
座長：村田安寧（日本大学）

貿易が産業構造に及ぼす影響：参入費
用の異質性の役割

インドネシアでの地域分析
座長：衣笠達夫（追手門学院大学）

インドネシアにおける地域別資本ス
トックの推計

コミュニティ参加型水供給システム：
インドネシアにおける事例より

北九州市を中心とした北部九州の地域
間産業連関分析

発表者　　　　川島宏一（佐賀県庁）

討論者
　 Stephen J. Turnbull（筑波大学）

企業立地の理論と実証
座長：佐藤泰裕（大阪大学）

地域ポテンシャルと賃金格差：地域間
産業連関構造を考慮したNEGモデルの
実証

独占的競争下での消費者と企業の都市
内同時立地パターン：Fujita(1988)モ
デルにおける均衡解の安定性解析

Analysis of the relations among
point distributions on a discrete
space

A Study on Institutional Design
Framework for Creating New Public
Sphere

第３会場

（Ｓ）New Frontiers in Japanese

Regional Science
座長：柏谷増男（愛媛大学）

Globalization and Localization: An
Empirical Re-examination

産業連関分析
座長：井原健雄（北九州市立大学）

発表者　　岡本信広（大東文化大学）
孟渤（JETROアジア経済研究所）

塚本由晴（東京工業大学）他

モーダルシフトの二酸化炭素削減効果
の評価－47都道府県産業連関モデルに
よる分析

第４会場 第５会場（一般公開）第１会場 第２会場

空間競争の新展開
座長：赤松　隆（東北大学）

13:10
|

15:10

15:20
｜

16:40

発表者　坂本　博
　　　（国際東アジア研究センター）
討論者　ポングサン・バンディットサ
　　　クンチャイ（電力中央研究所）

14:00-16:40
地元シンクタンクセッション

（一般公開）

環境とエネルギー
　　　　　コーディネーター：
　　　　　　　中村良平（岡山大学）

地方における環境関連のビジネス及び
地域づくりを取り巻く諸問題

環境政策がなぜ地域に定着しないの
か？　　オーガナイザー：村松　真
（東北地域エネルギー開発機構・山形
大学）

BDFと地域活力　　　　　　井上　亘
（かねやま新エネルギー実践研究会）

地域エネルギーと地域再生　小川　健
　　（東北地域エネルギー開発機構）

環境政策の変遷と課題
　　　　　　　野崎新治（テトラス）

BDF生産のビジネス化　　　渡辺信哉
　（塩竃市団地水産加工業協同組合）

民間における環境対策
　　　早川俊郎（東北緑化環境保全）



第２日　12月13日（日）　午前の部

発表者 大瀧逸朗（東京大学） 発表者 福原崇之（青山学院大学）

討論者　
岡本亮介
　（政策研究大学院大学）

討論者　水谷　淳（大阪商業大学） 討論者　小長谷一之（大阪市立大学）

発表者 森田忠士（大阪大学） 発表者 山本　俊（青森公立大学） 発表者 菅沼健司（日本銀行）

討論者　 岡村　誠（広島大学） 討論者　
吉田雄一朗(政策研究大学院
大学)

討論者　 坂西明子（奈良県立大学）

発表者 髙橋寿明（東北大学） 発表者 石野卓也（慶應義塾大学） 発表者 堤　静子（青森公立大学）

討論者　 猪原龍介（青森公立大学） 討論者　 福重元嗣（大阪大学） 討論者　 小林隆史（北海道大学） 9:30－10:10：

休憩（10:00-10:10） 経済均衡モデルの実装と上田孝行先生

発表者　
松村敏弘（東京大学）
松島法明（大阪大学）

山森哲雄（群馬工業高専）
発表者　

佐藤泰裕（大阪大学）
相浦洋志（大分大学）

発表者　 斎藤久光（帯広畜産大学）

討論者　 尾山大輔（一橋大学） 討論者　 近藤広紀（上智大学） 討論者 大城純男（札幌大学）

発表者　 石橋郁雄（大阪大学） 発表者　
河野達仁（東北大学）

光谷友樹（国土交通省）
発表者　伊藤亮（運輸政策研究機構）

討論者 松村敏弘（東京大学） 討論者 貞広幸雄（東京大学） 討論者　 浅田義久（日本大学）

発表者
松島法明（大阪大学）
松村敏弘（東京大学）

発表者　
荒木大惠（京都大学）
文　世一（京都大学）

討論者　 吾郷貴紀（高崎経済大学） 討論者　 中川雅之（日本大学） 討論者　 岡本信広（大東文化大学）

昼食（12:10-13:00）

　　　　　猪俣哲史
発表者　　　（JETROアジア経済研究所）
　　　　 孟渤（JETROアジア経済研究所）

地域経済の実証分析
座長：平澤亨輔（札幌学院大学）

アメリカにおける経済成長の地域間格
差とその要因

日本における工業団地付け値の推定

国際産業連関分析から見た世界経済危
機

人口構造を分析できる単一中心都市モ
デル

第４会場第２会場 第３会場

 8:30
|

10:00

10:10
|

12:10

二都市モデルにおける土地利用パター
ンと都市成長

Early Bird（１）
座長：藤田昌久（甲南大学）

限界費用を減少させるＲ＆Ｄ投資と職
業選択と貿易

トランスファー・パラドックスのNEG
分析

Early Bird（２）
座長：福重元嗣（大阪大学）

Early Bird（３）
座長：高辻秀興（麗澤大学）

新交通システム・モノレールの経営効
率性に関する考察

第１会場

地域銀行技術効率性と営業地盤：非裁
量型DEAモデルによる実証研究

若年成人の自己負担と住宅需要: 住宅
市場への参入

Jリーグにおけるホームアドバンテー
ジの要因分析

小都市における人口変化の分析

少子化の要因としての未婚化・晩婚化
～都道府県コーホートによる分析～

発表者
　榊原　仁（名古屋大学・愛知県庁）

（Ｓ）品質（立地）空間と産業組織
座長：水野敬三（関西学院大学）

Evolution of Competitive
Equilibrium with Endogenous
Product Differentiation

Durable Goods Monopoly in an
Information Goods Market with
Heterogenous Consumer Groups

小規模企業による奇妙な結果: 社会余
剰、消費者余剰、R&D活動

商品のサーチ行動を内包した商業集積
モデルの開発と商業立地分布の分析

中心市街地活性化におけるボランタ
リー組織の役割

都市モデル
座長：慶田　收（熊本学園大学）

「道路整備効果分析の今日的課題」
-上田孝行先生追悼企画-

　　小林潔司（京都大学）
　　森杉壽芳（日本大学）

10:20－12:20：

CGE,SCGEにおける上田孝行先生の貢献
　　　　　　　小池淳司（鳥取大学）

地方部の都市間道路整備効果分析
　　　　　佐藤啓輔（復建調査設計）

生産要素移動を考慮したSCGE分析
　　　　小林優輔（価値総合研究所）

独占的競争を考慮したSCGE分析
　　　　樋野誠一（計量計画研究所）

土地利用交通モデルにおける上田孝行
先生の貢献
　　　　　　　堤　盛人（筑波大学）

大都市圏環状道路の経済効果分析
　　　　山崎　清（価値総合研究所）

9:30-12:10
シンクタンクセッション



第２日　12月13日（日）　午後の部

発表者　 多々納裕一（京都大学） 発表者　
直井道生（慶應義塾大学）
瀬古美喜（慶應義塾大学）
隅田和人（金沢星稜大学）

 発表者 　内藤　徹（釧路公立大学）

討論者　 河野達仁（東北大学） 討論者　  山崎福寿（上智大学） 討論者 黒田達朗（名古屋大学）

巨大災害からの経済復興シナリオ

発表者　
石川路子（近畿大学）
福重元嗣（大阪大学）

発表者　
太田　充（筑波大学）
今井重男（筑波大学）

討論者　 榊原弘之（山口大学） 討論者　 直井道生（慶應義塾大学） 討論者　 田北俊昭（山形大学）

休憩（14:20-14:30）

発表者　 宮川雅至（山梨大学） 発表者　 高橋孝明（東京大学）

討論者　 吉田あつし（筑波大学） 討論者　 文　世一（京都大学） 討論者　 曽　道智（東北大学）

発表者 鈴木崇児（中京大学） 発表者　
赤松　隆（東北大学）
高山雄貴（東北大学）

池田清宏（東北大学）他

討論者　 福田大輔（東京工業大学） 討論者　 松島格也（京都大学） 討論者　 田渕隆俊（東京大学）

（Ｓ）を付けたセッションは特別セッションです。

討論者　 藤原　徹（明海大学）

14:30
|

16:30

13:00
｜

14:20

発表者　佐々木公明（尚絅学院大学）
徳永幸之（宮城大学）

地域交通と住民の幸福：「アマルテイ
ア・センの潜在能力」を反映した交通
システムの評価

発表者
　　八田達夫（政策研究大学院大学）
　　　　　　　唐渡広志（富山大学）
　　　　　　　佐藤直人（東京大学）

高速道路
座長：松澤俊雄（大阪市立大学）

オフピーク事後決済割引による高速道
路混雑緩和効果の分析

流出・流入・通過交通を考慮した道路
網の 適な階層システム

街路における交通密度と速度の関係

第２会場 第３会場
（Ｓ）防災・リスク分析
座長：榊原弘之（山口大学）

自然災害が地域経済に及ぼす影響の整
合的な評価法

第１会場

高齢化社会における転居希望要因：関
東地方における実証分析

国際経済と地域
座長：林山泰久(東北大学)

Regional Agglomeration and
Transfer of Pollution Reduction
Technology under the Presence of
Transboundary Pollution

金本良嗣（東京大学）
発表者　朝日ちさと（首都大学東京）

Satoshi Hikino（東京大学）

発表者
　永松伸吾（人と防災未来センター）

（Ｓ）都市化の実証分析
座長：森杉壽芳（日本大学）

Consumption Side Agglomeration
Economies in Japanese Cities

1次元多都市システムにおける人口集
積パターンの創発メカニズム

中心―周辺モデル
座長：森　知也（京都大学）

Directional imbalance of transport
prices and economic geography

労働と中間財の国際価格の変化による
都市構造への影響

住宅市場
座長：前川俊一（明海大学）

リコースローン下における住み替え行
動の分析：住宅資産価格と所得変動の
影響

※大会後のエクスカージョン（14日月曜日）については、県内市
町村の協力の下、山形発の「地域・日本ブランド」の発掘現場お
よび県内豪雪地の「環境プロジェクト」の視察を行ないます。
（事前予約者数が催行可能人数を越える場合のみ）


