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持家資産を活用した高齢者世帯の経済的自立
―　地方におけるリバースモーゲージの活用可能性に関する考察　―

竹内 紀人 （一般財団法人青森地域社会研究所）

立地環境別商業集積の生産性分析 柴山 政明 （愛知県庁・南山大学）・
石川 良文 （南山大学）

公教育の生産性が地域間で異なる下での地方分権(中央集権)における
人的資本蓄積

中山 拓 （名古屋大学）

(Cancelled)

公共施設再編における効率性評価の枠組みの検討－公会計情報と経済
的評価の観点から－

松村 俊英・朝日 ちさと （首都大学東京）

Early-bird Session II

産業社会変化を見据えた動脈静脈インフラ連携と汚泥処理の集約化が
汚泥燃料利用等によるGHG削減に及ぼす効果

荒木 浩太朗・中尾 彰文・道浦 貴大・山本 祐吾・
吉田 登 （和歌山大学）

都区内における緑化と二酸化炭素の現状に関する研究 榎本 毅 （立正大学）

都市農業における事業多角化の促進要因－関東地域の市区町村レベル
データを用いた空間計量分析－

吉田 真悟・八木 洋憲・木南 章 （東京大学）

下水汚泥燃料化における乾燥熱源の違いが産業インフラを活用した更
なるGHG削減に及ぼす影響

道浦 貴大・中尾 彰文・吉田 登・山本 秀一・山本 祐吾 （和
歌山大学）・中久保 豊彦 （お茶の水女子大学）

Early-bird Session III

Evaluating the Economic Damages of Transport Disruptions in
Japan, China and South Korea : Interregional Input-Output Approach

杁本 寛司・渋澤 博幸・宮田 譲 （豊橋技術科学大学）

愛知県における津波経済被害とレジリエンスのシミュレーション分析 花岡 崚太・渋澤 博幸・宮田 譲 （豊橋技術科学大学）

豊川流域市町村を対象とした環境経済分析に関する基礎的研究 落合 里咲・渋澤 博幸・宮田 譲 （豊橋技術科学大学）・
櫻井 一宏 （立正大学）

拡大産業連関分析を用いた CO2排出削減のため最適税政策 三穂 健太・水野谷 剛・ヤバール ヘルムート （筑波大学）

利根川流域における環境負荷物質削減のためのシミュレーション分析
―千葉県を事例として―

山岸 実奈・水野谷 剛・ヤバール ヘルムート （筑波大学）

Early-bird Session IV

Study on the Human Resource Management of Agro-food Industry in
Russian Federation: Focusing on the Siberian Federal District

 Andrey BALDANOV, Lily KIMINAMI,
Shinichi FURUZAWA (Niigata University)

Labor Skills and Backward Linkages  Haruka YANE (Osaka University)

Panel Data Analysis of Inbound Tourism Demand in Local Area,
Nagahama City, Japan

 Takamasa HATTORI (Ritsumeikan University)

Estimating tourism demand and tradeoffs in Palau Rock Islands
Southern Lagoon

 Shirley D. KOSHIBA, Takeshi MIZUNOYA, Helmut YABAR,
Yoshiro HIGANO (University of Tsukuba)

Early-bird Session V

Impact of Road Intersection on Fuel Economy and Greenhouse
Gases Emission on Dhaka-Chittagong National Highway

 Md Zia UDDIN, Takeshi MIZUNOYA
(University of Tsukuba)

Waste and Bio-resources Management in Rural Bangladesh: A Study
towards Sustainable Rural Planning for the Socioeconomic
Development

 Al-Imran Ruhul ISLAM (University of Tsukuba)

講演論文リスト（提出のあったもののみタイトルにリンクされています）

セッションA　10月6日
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Planning Circulation Tracks and Green Open Space for Tourism
Amenities in Old Urban District in Makassar, Indonesia

 Marly Valenti PATANDIANAN, Yuzuru MIYATA, Hiroyuki
SHIBUSAWA (Toyohashi University of Technology)

Regional innovation and social capital: the case of French
agriculture

 Ion Lucian CEAPRAZ, Catherine DELHOUME
(UNILASALLE POLYTECHNIC INSTITUTE)

Early-bird Session VI

Developing the management policy to decrease air pollution in
Ulaanbaatar city using solar energy utilization system

 Naranbat NASANJARGAL, Takeshi MIZUNOYA (University
of Tsukuba)

Pan-African review of MDG Environmental Policies  Mamadou DIALLO, Takeshi MIZUNOYA,
 Helmut YABAR (University of Tsukuba)

A Study on Effectiveness of New Sewerage System in Terengganu  Safuwan bin Alias MOHAMAD,
Takeshi MIZUNOYA (University of Tsukuba)

特別セッション：　環境社会への影響を配慮した持続可能な人間活動
　－CSRからSRへ－

SDGsと環境社会配慮の新展開 原科 幸彦 （千葉商科大学）

日本におけるESG投資の現状と将来 伊藤 宏一 （千葉商科大学）

国際協力機構（JICA）の環境社会配慮制度の効果 柴田 裕希 （東邦大学）

USRからみた大学評価指標の開発‐現状と将来‐ 橋本 隆子 （千葉商科大学）

特別セッション： 回遊行動とリアルタイム経済学(1)：The Social City

Blockchain practical experiment using vegetables in Aya for
improving brand of a provincial town

Yuka NASAMOTO(HAKKL), Junichi SUZUKI　(Information
Services International-Dentsu, Ltd.)

Customer motivation monitoring method from web media to open
space for improving experience

Takayuki Fukui (Panasonic Corporation, CTO Office),
Takuya Iwata, Miori Hiraiwa, Takeshi Nakayashiki, Mima
Kondo (Panasonic Corporation, Automotive & Industrial

Systems Company), Junichi Suzuki (Information Services
International-Dentsu, Ltd.), Yasuhiro Kawahara (The Open

University of Japan)

Visualizing Urban Modality based on Text Data with Geographic
Location  - A Case Study of "Yaizu Onomatopoeia Map" -

Yusuke KITA (Kyoto University), Eiji ARAMAKI (Nara
Institute of Science and Technology), Masatoshi YAMADA

(Tokoha University)

Exploring and comparing customers' needs for cities by using
articles of blogs as communication media

Junichi KATO (Kurume University)

Estimating consumer shop around value function HaeIn LEE (Fukuoka University),
 Kosuke YAMASHIRO (Nippon Bunri University),

 Saburo SAITO (Fukuoka University)

特別セッション： 気候変動と自然災害が地域経済に及ぼす影響の空間計量モデル分析

東日本大震災が水産業の生産に及ぼす影響に関する空間計量モデル分
析

池川 真里亜 （農林水産政策研究所）・
徳永 澄憲 （麗澤大学）

Impact of Climate Change and Agro-food Industry 徳永 澄憲 （麗澤大学）・沖山 充 （麗澤大学）

緑茶フードシステムの温暖化の影響に関する地域CGEモデル分析 阿久根 優子（麗澤大学）

地球温暖化による農作物の生産変動が地域経済に及ぼす影響－8地域間
CGEモデルを用いて－

沖山 充・徳永 澄憲 （麗澤大学）

セッションB　10月7日

Early-bird Session VII

中国人の貧富差に基づく環境保護意識の優劣原因の研究
―中国環境意識のアンケート調査

李 靖怡 （立正大学）

日本の重粒子線治療プロジェクトの経験による健康恵州プロジェクト
実施への提言

林 京,・黄 坍格 （恵州学院外国語学院）

共分散構造分析を用いた消費者間の異質性に関する分析―エコツーリ
ストの行動について―

高尾 美鈴 （中央大学）

台湾のネットショッピング市場における共同購入の現状と今後の発展 許 雅惇 （立正大学）
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研究報告：環境

Optimal Energy Policy for a Carbon Tax in Japan Tsubasa SHIBATA (Institute of Developing Economies),
Hiroyuki KOSAKA (Keio University)

Carbon pricing and Energy Conservation behaviors: Evidence from
Field Experiment in East Asia

王 敦彦・東條 純士・何 彦旻 (京都大学)

高知県梼原町の環境イメージの変遷に関する研究 水上 象吾 （佛教大学）

NIMBY問題はなぜ解決が困難なのか？：その構造に関する一理論的考
察

江口 潜 （新潟産業大学）

(Cancelled)

研究報告：一般論題

シュタッケルベルグの不均衡の解消について 河野 正道 （関西学院大学）

マネタリーベース・ルールを用いた動学的ケインジアン・モデル　ー
日本の金融政策の影響

青木 慎 （明星大学）

社会的企業を支援する組織に関する考察－資金調達面の支援を中心と
して

木村 富美子 （創価大学）・萩原 清子・堀江 典子
 （佛教大学）・朝日 ちさと （首都大学東京）

Uncertainty about Secession and Tax Revenues from Natural
Resources

大野 正久（熊本大学）

全国的な視点からの文化活動の状況とその評価
―特に県レベルでの文化予算との関係

枝川 明敬（東京芸術大学）

English Session I

An enhancement of social network by regional agglomeration
economies for national and regional economic growth

 Daisuke NAKAMURA (Fukuoka Women’s University)

Land Use Change in the Eastern Economic Corridor of Thailand: An
Application of Cellular Automata-Makov Model

 Nij TONTISIRIN (Thammasat University), Ditchapong
PHOOMIKIATTISAK (Geo-Informatics and Space

Technology Development Agency),
 Sutee ANANTSUKSOMSRI (Chulalongkorn University)

Dynamic Integrated Assessment of Air Pollution Regulation and
Adaptation in Power Sector: An Case Study in Chongqing City

 Qian ZHOU (National Institute for Envinronmental
Studies), Yoshiro HIGANO, Helmut YABAR,

 Takeshi MIZUNOYA (University of Tsukuba)

A Two-Sector Model of Creative Capital Driven Regional Economic
Growth

 Amitrajeet A. BATABYAL (Rochester Institute of
Technology), Peter NIJKAMP (Tinbergen Institute, A.

Mickiewicz University, KTH Royal Institute of Technology)

特別セッション： 社会のデザイン

Competition for influence is always bad in mixed oligopoly 篠崎 剛 （東北学院大学）・Isidoro MAZZA
 （カターニャ大学）・國崎 稔 （愛知大学）

買い物困難度に関する厚生分析 澤井 伊織 （愛知大学）・中村 和之 （富山大学）・
國崎 稔 （愛知大学）

Economic growth and parental aspiration for children’s human
capital

加藤 秀弥 （龍谷大学）・篠崎 剛 （東北学院大学）・
柳原 光芳 （名古屋大学）

教育システムのグランド・デザイン 柳原 光芳（名古屋大学）

特別セッション： 気候変動が食料需給やエネルギー供給に与える影響

地球温暖化による日本の稲作の収量変動が地域経済に及ぼす影響
-8地域間CGEモデルを用いて-

徳永 澄憲・沖山 充 （麗澤大学）

農業投資が気候変動下における国際米需給に与える影響－農業投資及
び食料ロス削減の影響評価－

小泉 達治 （農林水産省）

気候変動による不確実性ショックが地域経済に及ぼす影響－
GTAP8inGAMS モデルを用いて－

國光 洋二 （農研機構）

マテリアル・エネルギーフロー分析に基づく食料・エネルギー供給の
ネクサスの評価

川島 彩貴・古林 敬顕・中田 俊彦 （東北大学）
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地域間産業連関分析による小水力発電事業の経済波及効果および環境
保全効果の計測

上田 達己・國光 洋二 （農研機構）

特別セッション： 回遊行動とリアルタイム経済学(2)

複合商業施設入館者数の日次時系列データとイベントとの関係性の抽
出

山城 興介 （日本文理大学）・岩見 昌邦・
斎藤 参郎 （福岡大学）

WiFiセンサーデータとパッサーカウンターデータを用いたターミナル
ビル来訪者の館内回遊パターンの推定

岩見 昌邦 （福岡大学）・山城 興介 （日本文理大学）・
斎藤 参郎 （福岡大学）

回顧的データを用いた大型商業施設開業による都心への入込来街頻度
に対する効果の検証

栫井 昌邦・岩見 昌邦・斎藤 参郎 （福岡大学）

九州を目的地とした中国人来訪観光客の行動特性 本村 裕之・今西 衞 （日本文理大学）

特別セッション： 近未来のレジリエント＆サステイナブル・シティ１

The necessity to adapt local disaster prevention terms in Indonesia Rudyanto BAMBANG (Wako University)

都市の社会関係資本醸成の場としてのコミュニティガーデンの可能性
に関する研究　―長久手市を事例に―

大槻 知史 （高知大学）
城月 雅大 （名古屋外国語大学）

マンション名称分布を用いた都市魅力の計測 石橋 健一 （名古屋産業大学）・許 ぶんせい

防災における協働行動の論理展開 藤岡 正樹 （高知大学）

セッションC　10月8日

研究報告：意識分析Ⅰ

在宅医療を主体とした地域包括ケアシステムに対する住民意識と課題
の把握

中平 恭之 （近畿大学工業高等専門学校）・
杉木 直・松尾 幸二郎 （豊橋技術科学大学）

浄水場における博物館的機能の現状に関する一考察 堀江 典子 （佛教大学）

大阪府寝屋川市のコミュニティバス「タウンくる」を対象とした市民
の期待度
や経済的な存在価値を踏まえた地域公共交通に求められる要素に関す
る研究

白柳 博章 （摂南大学）・
北村 幸定 （大阪府立大学工業高等専門学校）

外国企業による森林買収は水源地域の安定的管理に関する住民意識を
喚起したか？－仮想的政策シナリオを用いた定量評価－

山下 良平 （石川県立大学）

研究報告：防災Ⅰ

住宅の耐震化に向けた補助金 廣野 桂子 （日本大学）

震災復興期における地域放送メディアの価値計測に関する研究 大塚 時雄 （秀明大学）・三友 仁志 （早稲田大学）

レジリエントな都市形成のための行政計画の関連性分析 北詰 恵一 （関西大学）

加工食品の「風評被害」についての経済分析―福島原発事故以降の5年
間―

田島 正士 （京都外国語大学）

地域別支出総合指数を用いた熊本地震復興インデックスの試算 松嶋 慶祐 （公益財団法人九州経済調査協会）・
三井 栄 （岐阜大学）

研究報告：交通

東海地域の航空機産業クラスターの現状と課題－クラスター政策は有
効に機能しているか－

岡田 英幸 （名古屋市立大学）

地方鉄道の持続可能性に関する基礎的研究 浅見 均 （鉄道・運輸機構）・小美野 智紀 （株式会社ドーコ
ン）・竹内 龍介 （八千代エンジニヤリング株式会社）

国際航空路線の就航による受益地域の特定 〜訪日外国人旅客IOモデル
を用いて〜

奥田 隆明・劉 哲智 （南山大学）

空間経済学に基づく地域間交通整備効果の考察 樋野 誠一 （一般財団法人計量計画研究所）

研究報告：産業連関分析
(Cancelled)
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Measuring the vulnerability of the regional food system in Japan Yuko AKUNE (Reitaku University),
 Katrin B. ANACKER (George Mason University)

産業連関分析の地熱発電事業への適用 田中 良賢・立花 潤三 （富山県立大学）

産業構造と地域間の経済格差－北海道を事例とした産業連関分析－ 松本 源太郎 （札幌大学女子短期大学部）

地域経済効果の帰着分析：地域間産業連関モデルの拡張 石川 良文・中村 良平 （岡山大学）

研究報告：相関と因果

多子出産要因と都市構造 ―21世紀出生児縦断調査データ分析― 藤澤 美恵子 （金沢大学）・増田 幹人 （駒澤大学）

北海道道央圏域におけるアライグマ生息頭数の推計と将来予測 佐々木 翼・鈴木 聡士 （北海学園大学）・
中村 紘喜 （株式会社ドーコン）

地域の違いが住民の防災意識および防災対策に及ぼす影響に関する分
析－2010年と2011年と2015年の３回の全国ウェブ調査の結果から－

有馬 昌宏 （兵庫県立大学）

(Cancelled)

English Session II

Challenges of Branding Japan  Rodolfo DELGADO (Tokai University)

Artists, Engineers, and Aspects of Economic Growth in a Creative
Region

 Amitrajeet A. BATABYAL (Rochester Institute of
Technology),

Hamid BELADI (University of Texas at San Antonio)

Strategic product development for sustainable wellness tourism in
East Hokkaido

 João ROMÃO(University of Algarve, Hokkaido University),
Kazuo MACHINO (Hokkaido University), Peter NIJKAMP

(Tinbergen Institute)

特別セッション： 観光地の防災モデリング

地域防災活動の活動支援を目的とする社会的仕組みの構造化・階層化 崔 青林・島崎 敢・李 泰榮・田口 仁・
臼田 裕一郎 （防災科学技術研究所）

情報行動としての観光客の避難行動の地域特性に関する分析 崔 青林 （防災科学技術研究所）・崔 明姫・
酒井 宏平 （立命館大学）・園原 諒 （名古屋工業大学）・
高橋 雅和 （山口大学）・兼田 敏之 （名古屋工業大学）

観光地における災害発生時の避難行動に影響を与える情報行動要因特
性に関する研究

高橋 雅和 （山口大学）・園原 諒・兼田 敏之 （名古屋工業
大学）・酒井 宏平 （立命館大学）

地震時の情報行動を考慮した避難シミュレーションによる姫路城避難
方策に関する研究

酒井 宏平 （立命館大学）・園原 諒 （名古屋工業大学）・高
橋 雅和 （山口大学）・兼田 敏之 （名古屋工業大学）

観光業ストックの被害による観光客意思決定の変化に関する調査研究 崔 明姫 （立命館大学）

特別セッション： 細江守紀教授古希記念セッション１

Precautionary Public Health, Ageing and Urban Agglomeration 内藤 徹 （同志社大学）・伊ヶ崎 大理 （日本女子大学）・
大森 達也 （中京大学）

Public Debt, Budget Deficits, Fertility, and Endogenous Growth 前田 純一　（広島修道大学）

無子割合の上昇とマクロ経済動学 伊ヶ崎 大理 （日本女子大学）

Disaster Medicine Volunteer and a Sense of Mission 福山 博文 （鹿児島大学）

特別セッション： 近未来のレジリエント＆サステイナブル・シティ２

「公助と共助に対する期待が自助行動意図に与える影響に関する研
究」

留野 僚也・豊田 祐輔 （立命館大学）

近未来における歴史都市の保全継承 鐘ヶ江 秀彦 （立命館大学）

「中国から日本へ移動する若年高度人材の移動に関する考察
―北京・上海・大連の事例を元に―」

松下 奈美子 （名古屋産業大学）

Development-Driven Forced Displacement and Resettlement
(DFDR) in Bangladesh; Lesson learned and way forward

Syed Al Atahar, Kenichi ISHIBASHI
(Nagoya Sangyo University)

セッションD　10月8日

研究報告：意識分析Ⅱ

日本における生活協同組合に関する研究：コーポレート・ガバナンス
の視点から

古澤 慎一・木南 莉莉 （新潟大学）
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住民の職業選択に関する意識調査—インドネシアバリ島を事例として
—

黛 陽子 （文教大学）・水野谷 剛 （筑波大学）・
氷鉋 揚四郎 （筑波大学名誉教授）

地方に理系人材を残し呼び戻すための一考察 須田 孝徳 （苫小牧工業高等専門学校）・
加賀屋 誠一 （北海道大学名誉教授）

国際ランキングの新潮流にみる大学の地域特性を反映したデータ駆動
型評価基盤の開発

鈴木 羽留香 （千葉商科大学）

研究報告：防災Ⅱ

(仮)意識集合による地域継承論〜福島とチェルノブイリを事例として〜 山中 知彦 （新潟県立大学）

地震災害廃棄物管理に影響するソーシャル・キャピタル構造分析 川本 清美 （東洋大学）

東日本大震災により被災した高齢者の5年後の生活再建状況 土屋 依子・中林 一樹・小田切 利栄 （明治大学）

災害からの復興過程における厚生評価の参照点に関する考察 朝日 ちさと （首都大学東京）・萩原 清子 （佛教大学）

研究報告：人口と土地利用

地域における貧困老人問題と経済政策
－ artisocによる人工社会シミュレーション　－

川島 秀樹 （保健医療経営大学）

横浜市における土地利用と住宅地および人口動態の関係性
〜大都市郊外におけるケーススタディ〜

藤澤 美恵子　（金沢大学）・中西 正彦 （横浜市立大学）・
増田 幹人 （駒澤大学）

メッシュ人口の駅勢圏人口配分精度に関する研究 竹内 龍介 （八千代エンジニヤリング株式会社）・浅見 均
（鉄道・運輸機構）・小美野 智紀 （株式会社ドーコン）

研究報告：経済分析

土地改良施設の更新整備の消費者余剰面から見た効果 － 動学応用一般
均衡モデルによる分析 －

國光 洋二 （農研機構）

日中韓3か国の地域間成長モデルの構築 坂本 博 （アジア成長研究所）

製造業の衰退と地域経済への影響 ―地域経済構造分析データベースを
活用して―

加藤 讓 （一般財団法人日本立地センター）・
宮川 幸三 （立正大学）

Characteristics of Price Range and Consumer Preference of Locally
Processed Foods: Quantitative Study on Attributes of Tomato Juice

保永 展利 （島根大学）・長尾 愛 （ニューカッスル大学）

English Session III
(Cancelled)

Importance of Residence-Nursery School Distance among Child-
Rearing Households

 Katia ANDRADE (Hokkaido University),
 Toru TAMURA (Hokkai School of Commerce)

Success Factors of Customer Relationship Management of Fixed
Price Shops: A Comparative Study on 100-Yen Shops in Japan and
99-Tk Shops in Bangladesh

 Md. Arifur RAHMAN (Ritsumeikan University)

Community-based Entrepreneurship through the Decentralized
Hands-on Program Exhibition Approach The case of Nueva Segovia,
Nicaragua

 Yumiko OKABE (Institute for Community Design)

特別セッション： 東アジア地域の経済開発

Analysis of the “Dutch Disease” Effect on the Selected Resource-
rich ASEAN Economies

Hiroyuki TAGUCHI, Soukvisan KHINSAMONE
 (Saitama University)

Fiscal Effects of Foreign Aid in Thailand Hiroaki SAKURAI (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism)

タイのコネクティビティ開発と日本企業・日系企業の対応の在り方 江川 暁夫 （桃山学院大学）

韓国の大企業と中小企業間の賃金格差について 高安 雄一 （大東文化大学）

特別セッション： 細江守紀教授古希記念特別セッション２

Environmental Corporate Social Responsibility and Time-consistent
Emission tax in Monopoly

福田 勝文・大内田 康徳 （広島大学）
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Multiple Regional Agreements: Repeated Game Analysis 高島 伸幸 （九州大学）

Voting for Secession and Siting Nuisance Facilities in a Federation 佐藤 茂春 （長崎ウエスレヤン大学）

表明保証保険の企業買収合意への効果 野崎 竜太郎 （久留米大学）

特別セッション： 近未来のレジリエント＆サステイナブル・シティ３

「レジリエント・シティにおける地域情報化」 清水 奏有・小野 聡・鐘ヶ江 秀彦 （立命館大学）

「姫路城世界遺産観光客の帰宅・滞在支援に関する研究」 酒井 宏平・崔 明姫・豊田 祐輔・
鐘ヶ江 秀彦 （立命館大学）

熊本地震による観光業の被害と回復状況に関する調査研究 崔 明姫・酒井 宏平・清水 奏有・豊田 祐輔・
鐘ヶ江 秀彦 （立命館大学）

Indigenous knowledge for disaster risk reduction in the perspective
of indigenous community in Mentawai island

ZULFADRIM, Yusuke TOYODA,
Hidehiko KANEGAE (Ritsumeikan University)
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　　  五十嵐 寧史   (福岡大学)
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