
　第１日　12月9日（土）

　Ａ会場 302講義室 　Ｂ会場 205講義室

　国際（Early Bird） 　交通１（Early Bird）

座　長 藤田昌久（京都大学） 座　長 柏谷増男(愛媛大学)

題　目
Optimization of FAR Regulations in
a Growing Closed City

題　目 省エネルギー都市の道路網構成

発表者 Kirti Kusum JOSHI（東北大学） 発表者 宮川雅至（筑波大学）
討論者 黒田達朗（名古屋大学） 討論者 秋山孝正（岐阜大学)

題　目
中国の都市部における環境改善と土地
利用

題　目
航空会社間運賃競争モデル－ホテリン
グの問題を応用して－

発表者 綦勇（東北大学） 発表者 菅野厚（筑波大学）
討論者 藤田昌久（京都大学） 討論者 石倉智樹（国総研）

題　目
技能労働者の流出が途上国の人的資本
と経済成長にもたらす影響

題　目
郊外化と公共交通－サスティナブル・
トランスポーテーション実現に向けた
課題－

発表者 加藤真紀（東北大学） 発表者 湯川創太郎（京都大学）
討論者 雲和広（一橋大学） 討論者 福本潤也（東北大学)

昼食（12：00～13：00）

　人口 　交通２（航空市場）

座　長 岡部篤行（東京大学） 座　長 戸田常一（広島大学）

題　目
東京都市圏の再都心化現象－ROXY指標
による都市サイクル分析－

題　目
立地ゲームにおける時間帯別航空需要
の逆推定

発表者 川嶋辰彦（学習院大学） 発表者
奥村誠（東北大学），坂本麻衣子（東
北大学）

討論者 岡部篤行（東京大学） 討論者 宮城俊彦(岐阜大学)

題　目
人口動態変化による都市構造変化の分
析

題　目
空港近接地域における航空ネットワー
ク形成分析手法の検討

発表者
河野達仁（東北大学），小徳利章（東
北大学）, 織田澤利守（東北大学）

発表者 石倉智樹（国土技術政策総合研究所）

討論者 田淵隆俊（東京大学） 討論者 大橋忠宏（弘前大学）

題　目 ホームレスの地理的集中 題　目
準動学的SCGE モデル・エントロピー
モデルによる国際物流需要および産業
立地に関する分析

発表者
岩田真一郎（富山大学），唐渡広志
（富山大学）

発表者

土谷和之（三菱総合研究所），小池淳
司（鳥取大学），上田孝行（東京大
学），牧浩太郎（三菱総合研究所），
檜垣史彦（国土交通省）

討論者 宅間文夫（明海大学） 討論者 安藤朝夫(東北大学)

休憩（15：00～15：15）

　交易 　交通３（施設・設備）

座　長 文世一（京都大学） 座　長 阿部宏史（岡山大学）

題　目
輸送セクターは過大か？　－ 輸送セ
クターを含む貿易理論の厚生分析－

題　目
企業の立地外部性が交通施設整備の便
益に及ぼす影響の分析

発表者 高橋孝明（東京大学） 発表者
岸昭雄（静岡県立大学），河野達仁
（東北大学）

討論者 文世一（京都大学） 討論者 武藤慎一（山梨大学）

題　目
中国多地域産業連関表に基づく地域経
済の変動要因分析

題　目 ITSの経済厚生と政府の政策

発表者 孟渤（アジア経済研究所） 発表者 三好博昭（同志社大学）

討論者 坂本博（国際東アジア研究センター） 討論者 上田孝行（東京大学）

16：50～17：30 　　坂下賞受賞記念講演（Ａ会場、302講義室）

(Laixun Zhaoと共著)

17：40～18：20 　　総　　会（Ａ会場、302講義室）

18：45～ 　　懇 親 会（ＪＡ広島ビル10階講堂）　　※案内図参照
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　第１日　12月9日（土）

　Ｃ会場 206講義室 　Ｄ会場 207講義室

　地域（Early Bird） 　マーケット（Early Bird）

座　長 井原健雄（北九州市立大学） 座　長 濱口伸明（神戸大学）

題　目 経済発展と人口移動 題　目
集積の経済と不完全な労働市場におけ
る税制改革がおよぼす影響の分析

発表者 伊藤亮（東北大学） 発表者 坪田建明（京都大学）
討論者 佐藤泰裕（名古屋大学） 討論者 大澤俊一 （広島大学）

題　目
耐久的な都市構造、歴史的価値と地域
成長

題　目
市場分断効果の実証分析：戦後日本の
経験から

発表者 米本清（東北大学） 発表者 中島賢太郎（東京大学）
討論者 岡本亮介（政策研究大学院大学） 討論者 濱口伸明（神戸大学）

題　目
目的別社会資本投資と経済成長・人口
動態の関係に関する考察

題　目
製造業者の既存販売店・ネット販売店
への卸売価格決定に関する分析

発表者 黒木悠輔（九州大学） 発表者 相浦洋志（名古屋大学）
討論者 井原健雄（北九州市立大学） 討論者 前鶴政和（大阪経済法科大学）

昼食（12：00～13：00）

　地域経済 　地価

座　長 川向肇（兵庫県立大学） 座　長 山崎福寿（上智大学）

題　目 空間経済学の青森県 題　目
犯罪発生の地域的要因と地価への影響
に関する分析

発表者 猪原龍介（青森公立大学） 発表者
山鹿久木（筑波大学），大竹文雄（大
阪大学），沓澤隆司（大阪大学），水
谷徳子（大阪大学）

討論者 矢澤則彦（東京国際大学） 討論者 山崎福寿（上智大学）

題　目
ブランド農業と経済地理：一般均衡分
析

発表者
浜口伸朗（神戸大学），藤田昌久（京
都大学）

討論者 錦見浩司（アジア経済研究所）

題　目
インフラ管理の民営化と災害復旧にお
ける地域格差の可能性に関する一考察

題　目
金沢市における中古マンション価格の
ヘドニック分析－県庁移転の影響と品
質調整済み価格指数の推定－

発表者 横松宗太（京都大学） 発表者 隅田和人（金沢星稜大学）

討論者 川向肇（兵庫県立大学） 討論者 浅田義久（日本大学）

休憩（15：00～15：15）

　産業活動 　労働市場

座　長 有馬昌宏（兵庫県立大学） 座　長 髙塚創（香川大学）

題　目
地域分析における公開特許公報データ
の活用に関する基礎的な検討

題　目
地域労働市場における雇用のミスマッ
チに関する研究

発表者 河合毅治（三菱総合研究所） 発表者
佐藤仁志（麗澤大学），太田充（筑波
大学），今井重男（筑波大学）

討論者 山野紀彦 討論者 森邦恵（下関市立大学)

題　目
日本の電気電子・自動車産業における
集積の経済と動学的外部性：県別のパ
ネルデータ分析

題　目
知識労働者・資本の移動と製品の質・
多様性

発表者
徳永澄憲（筑波大学），山田文子（筑
波大学），影山将洋（筑波大学）

発表者 髙塚創（香川大学）

討論者 大城純男（名古屋市役所） 討論者 森知也（京都大学）
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　第２日　12月10日（日）

　Ａ会場 302講義室 　Ｂ会場 205講義室

　交通４（交通網）

座　長 金本良嗣（東京大学） 座　長 森杉壽芳（東北大学）

題　目
選好の異質性を考慮した市町村合併に
関する分析

題　目
通勤手当を考慮した有料道路の最適料
金設定

発表者 寺地祐介（京都大学） 発表者
吉村充功（日本文理大学），奥村誠
（東北大学）

討論者 福山敬（東北大学） 討論者 赤松隆(東北大学)

題　目
住宅改修に対する財政支援：日本にお
ける実証分析

題　目
幹線交通網整備による業務立地「スト
ロー効果」の検証

発表者
石川路子（神戸大学），福重元嗣（大
阪大学）

発表者
塚井誠人（立命館大学），奥村誠（東
北大学）

討論者 瀬古美喜（慶應義塾大学） 討論者 高塚創（香川大学）

題　目
将来期待を考慮に入れた中心周辺モデ
ルにおけるポテンシャル法

題　目
狭域地域経済モデルによる大規模災害
が都市経済にもたらす影響評価

発表者 尾山大輔（一橋大学） 発表者
武藤慎一（山梨大学），上田孝行（東
京大学）

討論者 山本和博 (大阪大学) 討論者 横松宗太（京都大学）

昼食（12：00～13：00）

　都市空間 　混雑税・時間価値

座　長 安藤朝夫（東北大学） 座　長 上田孝行（東京大学）

題　目
ランクサイズルールにおける最小二乗
法を利用したt検定の再検討

題　目
補完的なネットワークにおける料金政
策

発表者
佐藤泰裕（名古屋大学），西山慶彦
（京都大学）, 長田進（慶応大学）

発表者
安起正（京都大学），文世一（京都大
学）

討論者 横井渉央（東北大学） 討論者 水野敬三（関西学院大学）

題　目
不確実な経済環境におけるCore-
Periphery均衡ダイナミクス

題　目
混雑税収の使途を明示的に考慮した混
雑税政策

発表者
織田澤利守（東北大学），赤松隆（東
北大学）

発表者 城所幸弘（政策研究大学院大学）

討論者 曽道智（香川大学） 討論者 吉村充功（日本文理大学）

題　目
covariogramに移動平均モデルを用い
た時空間Kriging

題　目
私的交通の時間価値の観察可能性に関
する研究

発表者
瀬谷創（筑波大学），堤盛人（筑波大
学），井上亮（東京大学），石田東生
（筑波大学），岡本直久（筑波大学）

発表者
森杉壽芳（東北大学），ROMERO, Jane
Rovira（東北大学）， 河野達仁（東
北大学）

討論者 塚井誠人（立命館大学） 討論者 小林潔司（京都大学）

B4.3

　地方分権

B5.1

B5.2

B5.3

B4.1

B4.2

10：00～
12：00

13：00～
15：00

A5.1

A5.2

A5.3

A4.1

A4.2

A4.3



　第２日　12月10日（日）

　Ｃ会場 206講義室 　Ｄ会場 207講義室

　所得格差・移動 　立地

座　長 徳永澄憲（筑波大学） 座　長 衣笠達夫（追手門学院大学）

題　目
パネル分析の手法を用いた地域間所得
格差と人口移動に関する研究

題　目 複数店舗戦略と地域構造の変化

発表者 谷岡弘二（大阪女子短期大学） 発表者 菊地徳芳（みずほ情報総研）

討論者 綿貫伸一郎（大阪府立大学） 討論者 岡村誠（広島大学）

題　目
分配アプローチによるインドネシアの
地域間格差

題　目
非関税障壁を考慮した空間的応用一般
均衡モデリング

発表者 坂本博（国際東アジア研究センター） 発表者
小池淳司（鳥取大学），岡本信広（大
東文化大学），梅崎創（アジア経済研
究所），小林美咲（鳥取大学）

討論者 片岡光彦（総合研究開発機構） 討論者 倉田洋（立命館大学）

題　目
家計の住居移動行動とサンプル脱落－
｢慶応義塾家計パネル調査｣を用いた検
証－

題　目
ファジィ立地均衡モデルを用いた洪水
リスクに対する合理的な土地利用への
誘導策に関する研究

発表者 直井道生（慶應義塾大学） 発表者
宮澤俊治（岐阜大学），髙木朗義（岐
阜大学）

討論者 谷岡弘二（大阪女子短期大学） 討論者 衣笠達夫（追手門学院大学）

昼食（12：00～13：00）

　地域間競争 　土地利用

座　長 佐々木公明（東北大学） 座　長 平澤亨輔(札幌学院大学）

題　目
非対称地域間による課税競争の繰り返
しゲーム

題　目
都市のコンパクトレベルの比較に関す
る研究－全国395都市を事例に－

発表者
山口力（広島修道大学），板谷淳一
（北海道大学），岡村誠（広島大学）

発表者
今井健一（近畿大学工業高等専門学
校）

討論者 太田充（筑波大学） 討論者 麻生憲一（奈良県立大学）

題　目
日本における地域間消費税競争－地方
分権と税確保の視点から－

題　目
東京圏における応用都市経済モデルの
適用

発表者
小林隆史（筑波大学），大澤義明（筑
波大学），川野智（日立製作所），上
原健一（筑波大学）

発表者
山崎清（価値総合研究所），上田孝行
（東京大学），武藤慎一（山梨大学）

討論者 佐々木公明（東北大学） 討論者 佐藤徹治（計量計画研究所）

題　目
性別にみた就業活動空間と通勤交通行
動

発表者 坂西明子（奈良県立大学）

討論者 平澤亨輔（札幌学院大学）
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