応用地域学会（ＡＲＳＣ）第１９回研究発表大会プログラム
第１日（12月10日（土））
第１会場

（於：明海大学）
２２０１教室

第２会場

Earlybird（交通１）
土井正幸（筑波大学）
座長
救急搬送者数の増加がもたらす搬送時間への影 B-1-1 発表題目
A-1-1
発表題目
10:00-12:00
響とその対策
発表者
発表者
井上綾子（上智大学）
討論者
討論者
大西正光（京都大学）
座長

A-1-2 発表題目
発表者
討論者
A-1-3 発表題目
発表者
討論者

２２０２教室

第３会場

Earlybird（空間経済１）
藤田昌久（京都大学）

早川和伸（慶應義塾大学）
浜口伸明(神戸大学）

Earlybird（オフィス・住宅）
瀬古美喜（慶應義塾大学）
座長
中国における持家住宅政策の変化とその都市空 D-1-1 発表題目
C-1-1 発表題目
間構造に与える影響に関する分析
発表者 姜 雪梅（東北大学）
発表者
討論者 鄭 小平（立命館大学）
討論者

産業特化と貿易についての３地域モデル

C-1-2 発表題目

東アジアにおける国際分業障壁の計測

B-1-2 発表題目

川崎晃央（九州大学）
石田信博（同志社大学）

発表者
井村美根（京都大学）
討論者 徳永澄憲（筑波大学）
討論者
知識への近接性が国際間の賃金格差に与える影
B-1-3 発表題目
C-1-3 発表題目
響についての実証研究
発表者 中島賢太郎（東京大学）
発表者
討論者 森 知也(京都大学)
討論者

安 起正（京都大学）
河野達仁（東北大学）

第４会場

座長

航空市場における参入規制の経済分析

混雑料金及び最適バスサービス政策

２２０３教室

発表者

２２０４教室
Earlybird（環境）
井原健雄（北九州市立大学）
参照点依存型選好を考慮した環境質の便益評価
奥山忠裕（東北大学）
藤原 徹(明海大学)

日影規制と太陽光発電量

D-1-2 発表題目

小林隆史（筑波大学），大澤義明（〃）
浅田義久（明海大学）

綦 勇（東北大学）
山本和博（大阪大学）
日本の大都市雇用圏(MEA)における経済活動密
D-1-3 発表題目
度と集積の経済
発表者 大城純男（中京大学）
討論者 徳岡一幸（同志社大学）

構造的自然空室率の分析
張 龍三（明海大学）
有馬昌宏(兵庫県立大学)

環境政策と都市圏における土地利用

発表者
討論者

昼食(12:00-13:00)
国際経済
住宅・防災
太田博史（神戸大学）
座長
森泉陽子（神奈川大学）
経済の発展段階に着目した生産技術構造変化の C-2-1 発表題目
B-2-1 発表題目
D-2-1
13:00-15:00 A-2-1 発表題目 プロジェクト情報の提供と機会主義的行動
災害後の住宅再建と借入制約
長期分析
横松宗太（京都大学），湧川勝巳（財国土技術研
発表者
発表者 石川良文（南山大学）
発表者
羽鳥剛史（京都大学），小林潔司（〃）
究センター），小林潔司（京都大学）
討論者
討論者 井原健雄（北九州市立大学）
討論者 萩原清子(首都大学東京)
福本潤也(東京大学)
市場を介さないジョブ・ネットワークは地域に粘着
A-2-2 発表題目 PFI事業権契約の保証金と効率性
B-2-2 発表題目
C-2-2 発表題目 定期借家を考慮した家計の居住形態選択行動
D-2-2
的か？タイの経験
隅田和人（金沢星稜大学），瀬古美喜（慶応義塾
発表者
発表者 町北朋洋（一橋大学）
発表者
大西正光（京都大学），石磊（〃），小林潔司（〃）
大学）
討論者
討論者 吉田あつし（筑波大学）
討論者 岩田真一郎（富山大学）
長谷川専(三菱総合研究所)
A-2-3 発表題目 公共事業の評価指標における社会的割引率の含意B-2-2 発表題目 草の根的国際協力と地域経済発展
C-2-3 発表題目 災害保険購入行動における曖昧性回避傾向の実証D-2-2
座長

公共事業
金本良嗣（東京大学）

座長

発表者

阪田和哉（日本総合研究所）

発表者

討論者

横松宗太(京都大学)

討論者

座長

交通２
松澤俊雄（大阪市立大学）

座長

川嶋辰彦（学習院大学）

産業集積
山田浩之（羽衣国際大学）
市場参入行動に与える密度と集積の影響：日本の
発表題目
ホテル産業における実証分析
山鹿久木(筑波大学），三橋平（〃），Wesley D.
発表者
Sine（Cornell Univ.）
討論者 塚井誠人(立命館大学)
都市製造業における集積の経済とリンケージ外部
発表題目
性の分析
座長

発表者

中村良平（岡山大学）

討論者

藤井輝明（大阪市立大学）
東アジアにおける知識重点型産業集積の比較研究
浜口伸明(神戸大学），亀山嘉大（（財）国際東アジ
ア研究センター）
原 真志（香川大学）

発表題目

発表者

藤見俊夫（京都大学）．多々納裕一（〃）

発表者

討論者

織田澤利守(東北大学)

討論者

休憩(14:50-15:00)

15:10-16:30 A-3-1 発表題目 エリア課金とコードン課金の比較分析
発表者

円山琢也(東京大学)，原田昇（〃）

B-3-1 発表題目
発表者

討論者
文 世一 (京都大学)
道路ネットワークにおける次善の混雑料金－コー B-3-2 発表題目
A-3-2 発表題目
ドンプライシングと都市高速道路料金の設計－
秋山孝正（岐阜大学），文世一（京都大学），奥嶋
発表者
発表者
政嗣（岐阜大学）
討論者
討論者
山崎福寿（上智大学）
討論者

空間経済２
黒田達朗(名古屋大学)

不動産１
浅見泰司（東京大学）
不動産市場のメカニズムデザイン－オークション
C-3-1 発表題目
VSサーチ

応用一般均衡
森杉壽芳（東北大学）
SCGEモデルにおける地域間交易の代替弾力性に
D-3-1 発表題目
関する検討
土谷和之（三菱総合研究所），秋吉盛司（エム・
発表者 前川俊一（明海大学）
発表者
アール・アイシステムズ㈱），小池 淳司（鳥取大
討論者 赤松 隆(東北大学)
討論者 奥村 誠（広島大学）
バブル資産国際取引の自由化 －国内取引と対 D-3-2 発表題目 都市内交通整備評価のための立地均衡を考慮し
C-3-2 発表題目
比して－
た応用一般均衡モデルの開発
座長

近代的および伝統的産業の立地と経済成長
河野達仁(東北大学)，五十里洋（〃）
近藤広紀（信州大学）
中心地理論の新経済地理学モデル
田渕隆俊（東京大学）,Jacques Thisse（CORE）

発表者

仁科克己（神戸大学）

発表者

武藤慎一（大阪工業大学），上田孝行（東京大学）

曽 道智（香川大学）

討論者

佐々木公明（東北大学）

討論者

柏谷増男(愛媛大学)

休憩(16:30-16:50)

総

16:50-17:40

18:00-

座長

懇

親

会

（２２０６教室）

会 （新浦安オリエンタルホテル １Ｆ ローズの間）
明海大学からバスが送迎出ます

第２日（12月11日（日））

（於：明海大学）

10:00-10:40 坂下賞講演 森 知也（京都大学）

10:00-10:40

（２２０６教室）

司会 佐々木 公明（東北大学）
第１会場

２２０１教室

第２会場

２２０２教室

交通３
空間経済３
座長
原田 昇（東京大学）
座長
小出博之（名古屋学院大学）
雇用の郊外化と通勤交通手段の変化 －京阪神
B-5-1 発表題目 労働力の異質性と資本移動
10:40-12:00 A-5-1 発表題目
都市圏について－
佐藤泰裕(名古屋大学)，Jacques Francois Thisse
発表者
発表者
坂西明子（奈良県立大学）
（CORE）
討論者
討論者 村田安寧（日本大学）
毛利雄一(計量計画研究所)
鉄道と道路の選択を考慮した最適混雑料金の空 B-5-2 発表題目
A-5-2 発表題目
貿易、人口移動と地域間格差について
間的特性
発表者
発表者 盧 向春(東北大学)，佐々木公明（〃）
吉村充功（日本文理大学），奥村誠（広島大学）
討論者
討論者 内藤 徹（釧路公立大学）
金子雄一郎(運輸政策研究所)
昼食(12:00-13:00)
交通４
空間経済４
座長
秋山孝正（岐阜大学）
座長
貝山道博（埼玉大学）
通勤交通における駐車場プライシングに関する研 B-6-1 発表題目
空間経済学と住み分け
13:00-14:20 A-6-1 発表題目
究
発表者
発表者 曽 道智（香川大学）
米川 誠（計量計画研究所）
討論者
討論者 佐藤泰裕(名古屋大学)
鈴木嵩児(中京大学)
FDIをいかに引きつけるか：貿易自由化の中での
A-6-2 発表題目 ボトルネック通行権取引制度に関する研究
B-6-2 発表題目
ODA政策について」
佐藤慎太郎（東北大学），赤松隆（〃），Nguyen
発表者
発表者 猪原龍介（青森公立大学），岩橋培樹（京都大学）
Xuan Long（〃）
討論者
討論者 太田 浩（青山学院大学）
田渕隆俊（東京大学）
休憩(14:20-14:30)
シンクタンク
空間統計
座長
宮本成雄（計量計画研究所）
座長
樋口洋一郎（東京工業大学）
14:30-16:30 A-7-1 発表題目 貨物車の時間価値計測に関するレビュー

B-7-1 発表題目

牧浩太郎（三菱総合研究所），土谷和之（〃），小
発表者
発表者
池淳司（鳥取大学），Lóránt. A. Tavasszy （TNO
Inro, Delft, The Netherlands）
討論者
討論者
林山泰久（東北大学）
国際コンテナ港湾整備の経済評価―国際SCGEモ B-7-2 発表題目
A-7-2 発表題目
デル・国内エントロピーモデルによる実証分析―

市、県データによる中国の所得分布の推計
坂本 博（国際東アジア研究センター）

第３会場

２２０３教室

第４会場

２２０４教室

不動産２
Earlybird（交通・通信）
座長
山崎福寿（上智大学）
座長
上田孝行（東京大学）
密集市街地における外部不経済の定量化に関す
C-5-1 発表題目
D-5-1 発表題目 長距離・短距離の情報通信技術と未来の都市
る研究
奥村保規（慶應義塾大学），直井道生（〃），西沢
発表者 宅間文夫（明海大学）
発表者
知史（日本貿易振興機構）
討論者 岡本亮介(政策研究大学院大学)
討論者 田北俊昭（山形大学）
土地利用の非効率性のコスト-東京都区部オフィ D-5-2 発表題目 地域間輸送・通信技術の進歩が所得格差に及ぼ
C-5-2 発表題目
ス市場を対象としてす影響
発表者 清水千弘（麗澤大学），唐渡広志（富山大学）
発表者 伊藤 亮（東北大学）
討論者 加藤 尚史（名古屋大学）
討論者 黒田達朗(名古屋大学)
立地１
慶田 收（熊本学園大学）
C-6-1 発表題目 地域間人口移動と成果主義的投票行動
発表者 坂本直樹（京都学園大学）
討論者 小川 光（名古屋大学）

社会資本
小林潔司（京都大学）
D-6-1 発表題目 国境をまたがる交通インフラと経済協力
発表者 文 世一（京都大学），中川真太郎（〃）
討論者 高橋孝明（東京大学）
The Social capital of regional dynamics: A policy
C-6-2 発表題目 集積の経済と企業の立地分散行動に関する研究 D-6-2 発表題目
perspective
Hans Westlund（Swedish Institute for Growth
発表者 太田 充（筑波大学），小西俊作（〃）
発表者
Policy Studies）
討論者 川向 肇（兵庫県立大学）
討論者 大森 隆(内閣府)
座長

立地２
柏谷増男（愛媛大学）
「生鮮コンビニ」と郊外スーパーマーケットの競争
C-7-1 発表題目
が都市住宅立地に与える影響に関する分析
座長

発表者

福山 敬(東北大学)

座長

都市・医療
中村良平（岡山大学）
在庫配置モデルによる業務立地Rank-Sizeルール
D-7-1 発表題目
の検討
座長

発表者

討論者 吾郷貴紀（高崎経済大学）
討論者
岡本信広（アジア経済研究所）
空間的自己相関モデルによるごみ処理手数料有 C-7-2 発表題目
D-7-2 発表題目
公平性・公平性二目的施設配置モデル
料化のごみ排出削減効果の計量的分析
大澤義明（筑波大学），尾崎尚也（鉄道総合技術
小池淳司（鳥取大学），上田孝行（東京大学），土
島根哲哉（東京工業大学），日引聡（国立環境研
発表者
発表者
発表者 研究所），Frank PLASTRIA（MOSI, Vrije
発表者
谷和之（三菱総合研究所）
究所）
Universiteit Brussel）
討論者
討論者 安藤朝夫(東北大学)
討論者 増山 篤（明海大学）
討論者
奥田隆明（名古屋大学）
わが国住宅市場における実現キャップレートの研
地域の社会資本整備と人口分布の因果性に関す
実態調査に基づく市町村都市計画審議会充実度
A-7-3 発表題目
B-7-3 発表題目
C-7-3 発表題目
究：都市別分析
る統計的検証
に関する比較分析
劉嘉茵（岐阜大学），秋山孝正（〃），田中尚人
発表者
発表者
発表者
福井康子（都市経済研究所），久恒新（〃）
塚井誠人（立命館大学）
（〃），竹内伝史（〃）
討論者
討論者 高塚 創（香川大学）
討論者 林 亜夫（明海大学）
柿本尚志（同志社大学）

奥村 誠（広島大学），塚井誠人（立命館大学）
須田昌弥（青山学院大学）
歯科医院の参入が医療費及び経済厚生に与える
効果
川村 顕（筑波大学），吉田あつし（〃）
澤野孝一朗(名古屋市立大学)

