応用地域学会（ＡＲＳＣ）第１５回研究発表大会プログラム

（於：札幌学院大学）

１１月３日（土曜日）
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Early Bird Session A1
公益企業の経済分析
座長: 柏谷 増男（愛媛大学）

Early Bird Session A2
地方自治体の効率化
座長:坂下 昇（流通経済大学）

Early Bird Session A3
アジアの経済変動
座長: 川嶋 辰彦（学習院大学）

Early Bird Session A4
リスクの計量分析
座長: 黒田 達朗（名古屋大学）

Early Bird Session A5
公共投資の影響分析
座長: 小林 潔司（京都大学）

（A1-1）鉄道新線開業に伴う地元バス会社の
learning 行動
磯野 生茂（東京大学大学院）
討論者: 朝倉 康夫（愛媛大学）

（A2-1）公共施設配置の効率性と市町村合併のインセンティヴ
田村 健司（九州大学大学院）
討論者:福山 敬（東北大学）

（A3-1）中国における輸送コストと地域集積の応
用一般均衡分析
坂本 博（大阪大学大学院）
討論者: 宮城 俊彦（岐阜大学）

（A4-1）個人の死亡リスクに基づく時間選好の
もとでの社会的割引率の推定
阪田 和哉（東北大学大学院）
討論者: 高木 朗義（岐阜大学）

（A5-1）公共投資の世代別受益と負担の計
測
米川 誠（計量計画研究所）
討論者: 伊多波 良雄（同志社大学）

（A3-2）AFTA 内における産業発展―集積の経済の
観点から―
上原 美根（京都大学大学院）
討論者: 徳永 澄憲 （筑波大学）

（A4-2）賃金リスクが農村-都市間労働移動に
与える影響：タイの若年労働者に関する実証
木村 雄一（京都大学大学院）
討論者: 戴 二彪（國際東アジア研究センター）

（A5-2）公共インフラ投資と環境問題
内藤 徹（九州共立大学）
討論者: 多々納 裕一（京都大学）

一般セッション B3
不動産と金融システム
座長: 森泉 陽子（神奈川大学）

一般セッション B4
都市の形成メカニズム
座長: 土井 正幸（筑波大学）

一般セッション B5
都市圏の拡大と構造変化
座長: 朝倉 康夫（愛媛大学）

（ B3-1 ） Econometric Analysis for House Price
Dynamics in Metropolitan Areas
中村 良平（岡山大学）
森田 学 （岡山大学大学院）
討論者: 瀬古 美喜（慶應義塾大学）

（B4-1）空間経済における自己組織化：都市の
規模・位置・産業構造
森 知也（京都大学）
錦見 浩司（アジア経済研究所）
討論者: 吉田 あつし（筑波大学）

（B5-1）複数均衡と複数都心を持つ都市構
造に関する研究
太田 充（筑波大学）
討論者: 宅間 文夫（明海大学）

（B3-2）東京都区部における信金信組の不良債
権・経営指標に関する実証分析
川向 肇（神戸商科大学）
堀江康煕（九州大学大学院）
岩場貴司（東急不動産 GIS プロジェクトチーム）
討論者:矢澤則彦（東京国際大学）
一般セッション C3
輸送・交易と空間経済
座長: 太田 浩（青山学院大学）

（B4-2）人口移動を考慮した都市アメニティの
経済学的評価
富岡 武志（東北大学大学院）
佐々木 公明（東北大学）
討論者: 佐藤 泰裕（名古屋大学）
一般セッション C4
生産性の地域特性
座長: 中村 良平（岡山大学）

一般セシッョン C5
リスクと計画
座長: 八田 達夫 （東京大学）

（C3-1）経済活動の空間分布が輸送技術に及ぼす
影響について
高橋 孝明（上智大学）
討論者: 森 知也（京都大学）

（C4-1）地域別製造業の成長と格差の分析−労
働生産性からみた 47 都道府県製造業の実態と
構造−
浅井 宏益（北陸電力）
大河原 透（電力中央研究所）
山野 紀彦（電力中央研究所）
討論者: 小池 淳司（鳥取大学）

（C5-1）開放経済における災害復興政策と
外部性
横松 宗太（鳥取大学）
小林 潔司（京都大学）
討論者: 坂下 昇（流通経済大学）

（A1-2）太陽光発電による電力自給のための形
態規制，および地代への影響
小林 隆史（筑波大学 大学院）
討論者: 大河原 透（電力中央研究所）
10:30-11:50

一般セッション B1
投票システムの可能性
座長: 伊多波 良雄（同志社大学）

一般セッション B2
政策影響としての都市構造変化
座長: 林 一成（計量計画研究所）

（B1-1）地方分権における電子政府の可能性−
電子投票に関する評価−
永野 孝一
討論者: 林山 泰久（東北大学）

（B2-1）都市におけるニューサンス
佐々木 公明（東北大学）
討論者: 山崎 福寿（上智大学）

（B1-2）道路建設における国民投票、代表投票
の効率性
大澤 義明（筑波大学）
討論者: 八田 達夫（東京大学）

13:10-14:30

ゾーニングと労働市場

（B2-2）都市構造と自動車交通・ガソリン消費に関する研究
小川 雅司（大阪商業大学大学院）
山田 浩之（大阪商業大学）
討論者: 武藤慎一（岐阜大学）

一般セッション C1
地域格差分析
座長: 安藤 朝夫（東北大学）

一般セッション C2
物流の行動分析
座長: 稲村 肇（東北大学）

（ C1-1 ） Divergence or Convergence? Income
Inequality between Cities, Towns and Villages
各務 和彦 （神戸大学大学院）
福重 元嗣 （神戸大学）
討論者: 福本 潤也（東京大学）

（C2-1）英語 AN ANALYSIS OF CARGO TRANSPORTATION
BEHAVIOUR IN THE NORTHERN KANTO REGION
Hidekazu Itoh （Graduate School of Policy and Planning Sciences,
University of Tsukuba）
Piyush Tiwari（University of Tsukuba）
Masayuki Doi（University of Tsukuba）
Yukio Ishii （Ministry of Land, Transport and Infrastructure）
討論者: 上田 孝行（東京工業大学）

（C1-2）地域格差の相互依存関係に関する研究
谷岡 弘二（大阪女子短期大学）
山田 浩之（大阪商業大学）
討論者: 田渕 隆俊（東京大学）

14:40-16:40

（A2-2）地方政府の協調行動の不安定性に対する中央政府の役
割
坂本 直樹（東北大学大学院）
討論者:秀島 栄三（名古屋工業大学）

開催地セッション D1
構造改革の下での地域政策
-北海道経済を念頭に（仮題）
オーガナイザー: 平澤 亨輔（札幌学院大学）
座長: 井原 健雄（香川大学）
パネラー: 小林 好宏（札幌大学）
横山 純一（北星学園大学）
金本 良嗣（東京大学）

（C2-2）ロジットモデルによる中国輸出入企業の中継港選択行
動分析
戴 二彪（國際東アジア研究センター）
討論者: 土井正幸（筑波大学）
一般セッション D2
システムと制度の設計
座長: 岡部 篤行（東京大学）
（D2-1）社会資本整備の事業評価の制度設計に関する考察
福本 潤也（東京大学）
土谷 和之（三菱総合研究所）
討論者: 貝山 道博（埼玉大学）
（D2-2）都市サイクルと都市設計
川嶋 辰彦（学習院大学）
討論者: 文 世一（京都大学）
（D2-3）整備事業のタイミングについて
上田 孝行（東京工業大学）
Ma. Sheilah A. Gaabucayan（東京工業大学）
森杉 壽芳（東北大学）
討論者: 佐藤 徹治（計量計画研究所）

（C3-2）交換活動の集積とトレーディング・ポス
トの理論
尾山 大輔（東京大学大学院）
安藤 至大（東京大学大学院）
討論者: 松島 格也（京都大学）

（C4-2）生産に寄与する政府資本の範囲を考慮
した都道府県別生産関数の推計
宮良 いずみ（神戸大学大学院）
福重 元嗣 （神戸大学）
討論者:石川良文（富士常葉大学）

（B5-2）ROXY指標を用いた東京都市圏域の
5路線地域の都心化・郊外化分析（1947〜
2000年）
深津 亜実（学習院大学）
討論者: 林 良嗣（名古屋大学）

（C5-2）地域間リスク配分を考慮した渇水
調整ルールの実証的分析
髙木 朗義（岐阜大学）
武藤 慎一（岐阜大学）
討論者: 大澤 義明（筑波大学）

※なお、プログラムの変更が生じた場合の連絡は、
ARSC の Web サイトでの掲載版を通じて行います。
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Early Bird Session E1
集積の諸要因
座長: 藤田 昌久（京都大学）

Early Bird Session E2
都市の空間構造
座長: 田渕 隆俊（東京大学）

Early Bird Session E3
都市経済の実証分析
座長:佐々木公明（東北大学）

一般セッション E4
交通の課金政策
座長:赤松隆（東北大学）

シンクタンクセッション E5
公共投資と社会資本整備をめぐる現状と今後の展望

（E1-1）マッチングと産業集積
後閑利隆（京都大学大学院）
討論者: 太田 浩（青山学院大学）

（E2-1）都市圏形成と土地利用に関する経済分析
菊地 徳芳（東北大学大学院）
討論者: 黒田 達朗（名古屋大学）

（E3-1）日本における都市属性の帰属価額推計と
都市選好の推移
大城 純男（名古屋市役所）
討論者: 中村 良平（岡山大学）

（E1-2）空間集積に与える資本の影響
猪原 龍介（京都大学大学院）
討論者: 衣笠達夫（流通科学大学）

（E2-2）集積の経済と都市の空間構造
佐野 浩（京都大学大学院）
討論者: 太田 充（筑波大学）

（E4-1）交通プロジェクトにおける料金政策と施
設整備の相乗効果に関する分析
鈴木崇児（中京大学）
宮城俊彦（岐阜大学）
討論者:松澤俊雄（大阪市立大学）

（E1-3） 都市の産業発展と動学的外部効果の影
響
亀山 嘉大（東京都立大学大学院）
討論者: 錦見 浩司（アジア経済研究所）

（E2-3） : Determinants of Location of Manufacturing
FDIs in the Philippines: 1980-1998
Maria Peregrina Makabenta
（Graduate School of Economics, Kyoto University）
討論者: 稲村肇（東北大学）

一般セッション F1
不動産価格分析
座長: 瀬古 美喜（慶應義塾大学）

一般セッション F2
中国経済
座長: 国久 荘太郎（計量計画研究所）

（F1-1）地震危険度と地価形成：東京都の事例
山鹿 久木（筑波大学）
斎藤 誠（一橋大学）
中川 雅之（大阪大学）
討論者: 林山 泰久 （東北大学）

（F2-1）中国の経済成長と環境汚染の問題について
鄭 小平（筑波大学）
討論者: 上田孝行（東京工業大学）

（F1-2）品質調整済不動産価格インデックスの実
証研究
大守 隆（内閣府経済社会総合研究所）
上坂 卓郎（あおぞら銀行調査部）
大日向 寛文（朝日新聞社津支局）
討論者: 川口 有一朗（明海大学）

13:40-15:00

（F2-2）中国における貿易自由化と港湾効率性改善の
経済効果−CGE アプローチ−
河上 哲（筑波大学大学院）
土井 正幸（筑波大学）
Piyush Tiwari（筑波大学）
討論者: 石黒 一彦（東北大学）

（E3-2）住民投票の決定要因−市町村財政と在日
米軍基地−
澤野 孝一朗（琉球大学法文学部）
討論者: 柏谷 増男 （愛媛大学）
（E3-2） 2 種類の生産技術を持った工業技術での
経済発展モデルと輸送費用
山本 和博（京都大学大学院）
討論者: 森杉 壽芳（東北大学）
一般セッション F3
通信の空間特性
座長: 太田 充（筑波大学）

（E4-2）道路交通の混雑費用と課徴金政策による
影響の実証分析
浅田義久（明海大学）
山崎福寿（上智大学）
討論者:秋山孝正（岐阜大学）

オーガナイザー:柴田洋雄（山形大学）
パネラー:田村亨（室蘭工業大学）
本多均（三菱総合研究所）
問題提起
西村巧（計量計画研究所）
佐藤徹治（計量計画研究所）
米川誠（計量計画研究所）
林達朗（計量計画研究所）

一般セッション F4
均衡分析の新展開
座長: 貝山 道博（埼玉大学）

特定セッション F5
都市圏の設定
オーガナイザー:金本良嗣（東京大学）
都市圏経済データの作成について
来間 玲二（東京大学）
大河原 透（電力中央研究所）

（F3-2）情報通信技術と都市
今川 拓郎（大阪大学）
討論者: 須田 昌弥（青山学院大学）

（F4-1）英語 A ROLE FOR INFORMATION
TECHNOLOGY IN THE JAPANESE ECONOMY: A
CGE ANALYSIS
Piyush Tiwari（University of Tsukuba）
Masayuki Doi（University of Tsukuba）
Hidekazu Itoh （ Graduate School of Policy and
Planning Sciences,University of Tsukuba）
討論者: 森杉 壽芳（東北大学）

（F3-1）機会費用に注目した加入電話の通話需要
の考察: 都道府県間通話量データによる実証分析
島根 哲哉（東京工業大学）
討論者: 田北 俊昭（山形大学）

日本の都市圏設定基準
金本 良嗣（東京大学）
徳岡 一幸（同志社大学）
都市圏データの利用例
森 知也（京都大学）

一般セッション G1
:圏域と地域経済
座長: 黒田 勝彦（神戸大学）

一般セッション G2
オフィス業務の効率性
座長:衣笠達夫（流通科学大学）

一般セッション G3
都市形成と計画原理
座長:前川俊一（明海大学）

（F4-2）動的最適化問題による道路整備と環境対
策への投資配分の検討
武藤 慎一（岐阜大学）
高木 朗義（岐阜大学）
討論者: 横松 宗太（鳥取大学）
特定セッション G4
ロードプライシングの理論と適用性
オーガナイザー:山田浩之（大阪商業大学）

（G1-1）日本における港湾サービス圏域の分析
−ファジィクラスタリング手法の応用−
伊藤 秀和（筑波大学大学院）
佐藤 美佳（筑波大学）
土井 正幸（筑波大学）
討論者 :鈴木 崇児（中京大学）

（G2-1）支店配置モデルの再検討−現実との整合性の
観点から−
須田 昌弥（青山学院大学）
討論者: 平澤 亨輔（札幌学院大学）

（G3-1）不動産評価における便益帰着構成表の活
用
西嶋 淳（日本不動産研究所）
討論者: 安藤 朝夫（東北大学）

パネラー: 松澤 俊雄（大阪市立大学）
文 世一（京都大学）
太田 勝敏（東京大学）
秋山 孝正（岐阜大学）

シミュレーションと政策評価の動向
上田 孝行（東京工業大学）
毛利 雄一（計量計画研究所）

（G2-2）オフィス業務の付加価値生産指数―東京都心
部の地域メッシュデータを利用した実証分析―
唐渡 広志（電力中央研究所）
八田 達夫（東京大学）
討論者: 西村 巧（計量計画研究所）

（G3-2）真のアルトルイズムは何でしょうか？
張 陽 （東北大学）
討論者: 小林 潔司（京都大学）

混雑料金決定のための交通費用関数の実証的設定
に関する研究
小川 圭一（岐阜大学）
秋山 孝正（岐阜大学）

CGE と計量経済モデル
佐藤 徹治（計量計画研究所）
小池 淳司（鳥取大学）
武藤 慎一（岐阜大学）

（G1-2）小都市圏レベルを対象とした３地域間
産業連関モデルとその適用
石川 良文（富士常葉大学）
討論者: 井原 健雄（香川大学）
15:10-16:30

（於：札幌学院大学）

一般セッション H1
輸送技術と都市システム
座長: 杉山 雅洋（早稲田大学）

一般セッション H2
都市規模と空間価値
座長: 石川 義孝（京都大学）

一般セッション H3
地域経済の成長分析
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