応用地域学会（ARSC）第１６回研究発表大会プログラム
１１月３０日（土曜日）
Ａ
9:00‑11:00 A‑1‑1 産業集積
座長
阿部宏史（岡山大学）
A‑1‑1‑0 工業集積に関する実証分析

（於：岡山大学）

（※未確定を含む）

Ｂ
B‑1‑1 公共施設の評価
座長
上田孝行（東京工業大学国際開発工学専攻）
B‑1‑1‑0 総合便益帰着構成表を活用した地方自治体の政策評価

C‑1‑1
座長

Ｃ
地域統合
柏谷増男（愛媛大学）

D‑1‑1
座長

Ｄ
都市の実証分析
佐々木公明（東北大学）

発表者 小林健太郎（青山学院大学大学院）
討論者 雲 和広 （香川大学）

発表者 松田敏幸（同志社大学大学院総合政策科学研究科）
討論者 上田孝行（東京工業大学国際開発工学専攻）

A‑1‑1‑1 集積の経済、都市の多様性と産業分布；製造業の現象と要
因から

B‑1‑1‑1 公共施設配置の平等性と効率性の評価

C‑1‑1‑1 Trade Liberalization, market access and regional
development in a small LDC: The Case of the
Philippines

D‑1‑1‑1 ノンサーベイ・アプローチによるつくば市産業連関表の作
成とその応用分析

発表者 亀山嘉大（東京都立大学大学院都市科学研究科博士課程）
討論者 衣笠達夫（流通科学大学）

発表者 尾崎尚也（筑波大学大学院システム情報工学研究科）
討論者 岡部篤行（東京大学）

発表者 Maria Peregrina Makabenta（京都大学経済研究所）
討論者 徳永澄憲（筑波大学）

発表者 日吉拓也（筑波大学社会工学類）
討論者 人見和美（電力中央研究所 経済社会研究所）

A‑1‑1‑2 日本の製造業における動学的外部経済に関する実証分析

B‑1‑1‑2 不確実性や社会構造変化に頑健な規則的施設配置

C‑1‑1‑2 統合地域内における産業集積

D‑1‑1‑2 ROXY指標を用いた日本の三大都市圏域における産業の都心
化郊外化現象分析

発表者 大塚章弘（岡山大学大学院文化科学研究科）
討論者 大河原透（電力中央研究所）

発表者 宮川雅至（筑波大学大学院システム情報工学研究科）
討論者 太田 充（筑波大学社会工学系）

発表者 上原美根（京都大学大学院経済学研究科博士後期課程3年） 発表者 深津亜実（学習院大学大学院経済学研究科博士課程1年）
討論者 錦見浩司（日本貿易振興会アジア経済研究所）
討論者 佐々木公明（東北大学）

B‑1‑2 公共投資の評価
座長
岡部篤行（東京大学）
B‑1‑2‑1 歪みのある空間経済における公共投資評価手法

C‑1‑2 労働移動
座長
石川義孝（京都大学）
C‑1‑2‑1 労働移動と摩擦的失業の下での政策分析

D‑1‑2 産業連関分析
座長
井原健雄（香川大学）
D‑1‑2‑1 仮説的抽出法によるアジア諸国の生産構造−アジア国際産
業連関分析

発表者 河野達仁（東北大学大学院情報科学研究科）
討論者 文 世一（京都大学）

発表者 佐藤泰裕（名古屋大学大学院環境学研究科）
討論者 高橋孝明（上智大学）

発表者 岡本信広（日本貿易振興会アジア経済研究所）
討論者 人見和美（電力中央研究所 経済社会研究所）

B‑1‑2‑2 公共投資の地域間配分の影響分析: 生産関数形の再考と地
域間スピルオーバー効果

C‑1‑2‑2 イギリスの地域住宅市場と労働市場格差：地域住宅価格と
地域間間人口移動の相互関係

D‑1‑2‑2 地域産業連関分析における地域規模を考慮した地域間交易
のNon‑Survey手法

発表者
討論者
B‑1‑3
座長
B‑1‑3‑1

発表者
討論者
C‑1‑3
座長
C‑1‑3‑1

発表者
討論者
D‑1‑3
座長
D‑1‑3‑1

11:00‑12:30 A‑1‑2 地域経済成長
座長
有田智一（筑波大学）
A‑1‑2‑1 交流産業と地域経済の成長
発表者 平尾元彦（呉大学社会情報学部）
討論者 土井正幸（筑波大学）

13:40‑15:00 A‑1‑3 地域所得格差
座長
綿貫伸一郎（大阪府立大学経済学部）
A‑1‑3‑1 日本の地域間所得格差に関する時系列分析

山野紀彦（電力中央研究所）
上田孝行（東京工業大学国際開発工学専攻）
財政の経済分析
井原健雄 （香川大学）
Growth of external and public debt and in Pakistan
economy: some macroeconomic consequences and remedies

（※ 9:40‑11:00）

（※ 9:40‑11:00）

磯田 弦（東京都立大学理学研究科特別研究員）
石川義孝（京都大学）
費用分析
赤松 隆
我が国鉄道産業の費用構造−ＪＲ各社の「規模の経済性」
と新幹線問題

石川良文（富士常葉大学 環境防災学部）
井原健雄（香川大学）
応用一般均衡
金本良嗣（東京大学）
国民経済CGEモデルのモデルリスクに関する分析

発表者 谷岡弘二（大阪女子短期大学）

発表者 Khan M Tariq Yousuf(Graduate School of Information
Sciences, Tohoku University)

発表者 須田昌弥（青山学院大学）、依田高典（京都大学）

発表者 河合 毅治（三菱総合研究所 科学技術政策研究部 研究員）

討論者 中村良平（岡山大学）

討論者 小長谷一之（大阪市立大学）

討論者 衣笠達夫（流通科学大学）

討論者 山野紀彦（電力中央研究所）

A‑1‑3‑2 地域別にみた所得格差

B‑1‑3‑2 農業政策における直接支払制度の特質‑財政負担の視点から C‑1‑3‑2 確率的動学費用関数システムの推定Ⅱ
‑
系のケース−

発表者 小島克久（国立社会保障・人口問題研究所）
討論者 正岡利朗（高松大学）

発表者 岡村 誠（神戸市外国語大学）
討論者 伊多波良雄（同志社大学）

発表者 衣笠達夫（流通科学大学）
討論者 宍戸栄徳（香川大学）

発表者 小池淳司（鳥取大学）
討論者 土井正幸（筑波大学）

B‑1‑4 消費者行動
座長
土井正幸（筑波大学）・Jacques Poot（VUW、筑波大学）
B‑1‑4‑1 タウンウォークとサイバーウォークの代替可能性に関する
基礎的研究−買い物行動に着目したサイバーウォーク実験
から−

C‑1‑4 費用便益
座長
太田博史（神戸大学）
C‑1‑4‑1 交通プロジェクトの便益評価−理論的基礎と応用−

D‑1‑4 都市交通
座長
阿部宏史（岡山大学）
D‑1‑4‑1 人工生命手法を用いた道路網の交通現象解析

発表者 曽道智（香川大学経済学部）
討論者 岡本亮介（政策研究大学院大学）

発表者 谷口 守（岡山大学環境理工学部環境デザイン工学科）
討論者 原 真志

発表者 城所幸弘（東京大学空間情報科学研究センター）
討論者 山崎福寿（上智大学）

発表者 秋山孝正（岐阜大学工学部）
討論者 阿部宏史（岡山大学）

A‑1‑4‑2 グローバリゼーションとサプライチェインの変容：複数ユ
ニット企業を含む核・周辺地域モデルによる分析

B‑1‑4‑2 An analysis of household leisure and shopping
behavior in Ibaraki prefecture

C‑1‑4‑2 代表的な維持更新戦略とその費用便益分析における意義

D‑1‑4‑2 住宅価格からみた郊外住宅地バスサービスの評価

発表者 藤田昌久（京都大学経済研究所）
討論者 錦見浩司（日本貿易振興会アジア経済研究所）

発表者 Piyush Tiwari （筑波大学社会工学系）
討論者 須田 昌弥（青山学院大学）

発表者 上田孝行（東京工業大学国際開発工学専攻）
討論者 松島格也（京都大学）

発表者 坂西明子（奈良県立大学）
討論者 浅田義久（明海大学）

15:15‑16:35 A‑1‑4 核・周辺地域モデル
座長
太田 充（筑波大学）
A‑1‑4‑1 核と周辺地域モデルの農業部門について

−線型ハミルトン D‑1‑3‑2 世代重複型応用一般均衡モデルの開発と応用

（2002.11.26修正）

応用地域学会（ARSC）第１６回研究発表大会プログラム
１２月１日（日曜日）
Ａ
9:00‑11:00 A‑2‑1 特別セッション
座長
土井正幸（筑波大学）

（※ 9:45‑11:00）

（於：岡山大学）

（※未確定を含む）

Ｂ
B‑2‑1 パネル分析
座長
吉田あつし（筑波大学）
B‑2‑1‑0 産業集積と日系企業の海外立地選択：中国のケース

Ｃ
C‑2‑1 都市構造１
座長
瀬古美喜（慶応義塾大学）
C‑2‑1‑0 空間的完全競争: 一様配達価格モデル

Ｄ
D‑2‑1 大都市圏の構造変化
座長
川嶋辰彦（学習院大学経済学部）
D‑2‑1‑0 Migration, Infrastructure Provision, and the
Urbanization Process in Developing Countries

発表者 阿久根優子

発表者 内藤雅一（青山学院大学（非常勤））

発表者 Ismail Issah(Department of Socio‑Economic Information
Science, Graduate School of Information Sciences,
Tohoku University)

討論者 浅田義久（明海大学）

討論者 貝山道博（埼玉大学）

討論者 森

(筑波大学)

知也（京都大学経済研究所）

A‑2‑1‑1 基調講演： What can regional scientists learn from
the wage curve?

B‑2‑1‑1 潜在需要を考慮したJ‑LEAGUE観戦需要のパネル分析：地域
コミュニティ形成への効果

C‑2‑1‑1 東京都区部住宅価格モデルの構築

D‑2‑1‑1 日本の大都市圏における人口増加の時空間構造

発表者 Jacques Poot(Victoria University of Wellington, New
Zealand)

発表者 伊藤友紀（東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学
専攻）

発表者 隅田和人（金沢星稜大学

発表者 山神達也（京都大学・文学研究科・院生）

討論者 藤田昌久（京都大学経済研究所）

討論者 福重元嗣（神戸大学）

討論者 大守

経済学部）

隆（内閣府 経済社会総合研究所）

討論者 川嶋辰彦（学習院大学経済学部）

B‑2‑1‑2 China's energy demand forecast: A panel data analysis C‑2‑1‑2 コンビニエンスストアの空間的立地競争

D‑2‑1‑2 日本における都心回帰の諸要因に関する考察

発表者 李茜 Li Qian （筑波大学経営･政策科学研究科）
討論者 山野紀彦（電力中央研究所）

発表者 藤原健司（（株）ディーシーカート゜）
討論者 大澤義明（筑波大学）

発表者 大城純男（中京大学経済学研究科博士後期課程）
討論者 伊藤 薫（岐阜聖徳学園大学）

B‑2‑2 公益産業
座長
大河原透（電力中央研究所）
B‑2‑2‑1 電力事業自由化の影響についての空間均衡モデル分析

C‑2‑2 都市構造２
座長
黒田達朗（名古屋大学）
C‑2‑2‑1 疑似二次元空間における複数都市構造に関する研究

D‑2‑2 景観
座長
山田浩之（羽衣国際大学）
D‑2‑2‑1 山の見えの大きさと校歌に謳われる山との関係

発表者 森 知也（京都大学経済研究所）
討論者 吉田あつし（筑波大学）

発表者 秋山修一（釧路公立大学）
討論者 水野敬三（関西学院大学）

発表者 太田 充（筑波大学社会工学系）
討論者 小出博之（名古屋学院大学）

発表者 蓮香文絵（筑波大学大学院環境科学研究科）
討論者 山田浩之（羽衣国際大学）

A‑2‑2‑2 "Some Empirical Regularities of spatial Economies: A
Relationship between industrial Location and City
"
発表者 錦見浩司（日本貿易振興会アジア経済研究所）

B‑2‑2‑2 電話通話需要の要因分析(1989‑‑2000年度): オッズ比分解
法のパネルデータへの適用

C‑2‑2‑2 Spatial Symbiosis: Cournot

D‑2‑2‑2 人通りと街灯に着目した安全範囲モデル

発表者 島根哲哉（東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学
専攻）

発表者 Chorng‑Jian Liu and Fu‑Cheng Lai（Department of
Economics, National Taipei University）

発表者 五木田玲子（筑波大学大学院システム情報工学研究科）

討論者 安藤朝夫（東北大学）

討論者 奥村 誠（広島大学）

討論者 曽 道智（香川大学）

討論者 平尾元彦（呉大学）

B‑2‑3 ゾーニング
座長
衣笠達夫（流通科学大学）
B‑2‑3‑1 開発権移転制度（TDR）制度の経済分析：効率性と公平性

C‑2‑3 政策評価
座長
松澤俊雄（大阪市立大学）
C‑2‑3‑1 日本の交通部門における排出ガス削減政策のCGE分析

D‑2‑3 立地
座長
安藤朝夫（東北大学）
D‑2‑3‑1 Location Model of Central and Local Governments‑An
Application of Central Place Theory

発表者 戸田常一（広島大学経済学部附属地域経済システム研究セ
ンター）、平尾元彦（呉大学社会情報学部）

発表者 佐々木公明（東北大学大学院情報科学研究科）

発表者 河上

発表者 田北俊昭（山形大学人文学部総合政策科学科）

討論者 平沢亨輔（札幌学院大学）

討論者 黒田達朗（名古屋大学）

討論者 武藤慎一（大阪工業大学）

討論者 横井渉央（東北大学）

A‑2‑3‑2 自治体による市町村合併の意思決定に関する分析

B‑2‑3‑2 準迷惑施設の効率配置

C‑2‑3‑2 消防活動の効率性評価：ＤＥＡによる分析

D‑2‑3‑2 アウグスト・レッシュの立地経済論的世界：「正六角形均
衡市場領域」と「N‑n対応値」

発表者 福山 敬（東北大学大学院情報科学研究科
科学専攻）

発表者 大澤義明（筑波大学社会工学系）

発表者 宮良いずみ（大阪大学大学院経済学研究科後期課程）

発表者 川嶋辰彦（学習院大学経済学部）

討論者 黒田達朗（名古屋大学）
B‑2‑4 災害対策
座長
小林潔司（京都大学）
B‑2‑4‑1 住み替え行動を考慮した災害リスクマネジメントに関する
一考察

討論者
C‑2‑4
座長
C‑2‑4‑1

討論者
D‑2‑4
座長
D‑2‑4‑1

発表者 和田 崇（地域科学研究所）
討論者 国久荘太郎（計量計画研究所）

発表者 高木朗義（岐阜大学工学部）
討論者 小林潔司（京都大学）

発表者 前川俊一（明海大学不動産学部）
討論者 森泉陽子（神奈川大学）

発表者 横松宗太 （鳥取大学 工学部
討論者 柏谷増男（愛媛大学）

A‑2‑4‑2 岡山･倉敷都市圏における今後の整備課題について

B‑2‑4‑2 地震危険度と家賃：耐震対策のための政策的インプリケー
ション

C‑2‑4‑2 不完備市場リスク要因を考慮したリアル・オプション評価

D‑2‑4‑2 最適経済成長理論による道路整備と環境保全への効率的投
資配分の検討

発表者 大崎泰正（財団法人岡山経済研究所）
討論者 戸田常一（広島大学経済学部附属地域経済システム研究セ
ンター）

発表者 山鹿久木（筑波大学）
討論者 高塚 創（香川大学）

発表者 長江 剛志（東北大学大学院 情報科学研究科）
討論者 郭 沛俊（香川大学）

発表者 武藤慎一（大阪工業大学工学部）
討論者 横松宗太（鳥取大学）

11:00‑12:30 A‑2‑2 都市形成
座長
藤田昌久（京都大学経済研究所）
A‑2‑2‑1 On the Index for Industrial Localization and
Diversity in Cities

13:40‑15:00 A‑2‑3 地域の理論と実証
座長
慶田 収（熊本学園大学）
A‑2‑3‑1 大学・地域研究機関の社会貢献に関する調査研究

人間社会情報

討論者 宍戸榮徳（香川大学）
15:10‑16:30 A‑2‑4 都市圏整備
座長
国久荘太郎（計量計画研究所）
A‑2‑4‑1 市町村合併時代における県際交流組織の存立可能性

s Model Revised

哲（筑波大学社会工学研究科）

伊多波良雄（同志社大学）
オプション評価
森泉陽子（神奈川大学）
アウトサイドオプションを不動産市場の交渉モデル

田渕隆俊（東京大学）
社会資本
太田 充（筑波大学）
インフラストラクチャーの管理方策と経済厚生指標
社会開発システム工学科）

（2002.11.26修正）

