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日本と中国におけ
る集積の経済と地
域経済成長

消費者行動と回遊
モデルII

特別セッション

消費者行動と回遊
モデルIII

第9会場
[2号館2階225教室]
特別セッション

都市経済

Sustainable Urban
Regeneration Policy
and Environmental
Management II

10月7日（土）
13:30-18:00

会場
図書館

日本地域学会 第43回(2006年)年次大会シンポジウム

みんなでつくる“地域の自立と未来”

5階会議場

開催主旨：
地域社会の未来のあり方を決定する協働活動を選択するのに活用さ
れる情報の受信と発信は，政策の対象となる問題，それを解決する
地域や時代により異なって，固有性と多様性に満ちている。この多
様性を軽視して同形の選択を価値体系の基礎となる生活体験や学習
履歴が異なっている人間にあてはまる野蛮な一般化に学会と行政は
手を結んで“科学”の衣装を政策にまとわせてきた。しかし，異なっ
た条件を持つ多様な地域の間には一般化は誤った解を導く危険の大
きい複合リスクを伴っている環境問題や防災問題を必然的に内包し
ている地域の自立をもたらす最適経路を求める公共選択は，新しい
サスティナビリティ・サイエンスを創造して現代と未来を統合する
協働活動をデザインしてそれにあたらねばならない。公共選択はプ
ロセスの運営にあたる人々やその研究にあたる人々の対話で21世紀
の自立する地域像を求める試みをすることにした。

総合司会

樹下 明 (千葉商科大学)

13:30-13:45

歓迎の言葉

千葉 光行 (市川市長)
片岡 直公 (市川商工会議所会頭)
瀧上 信光 (千葉商科大学政策情報学部学部長)

13:45-14:10

学会会長講演 「地域づくりの公共選択の“骨盤改造”」
日本地域学会会長 熊田 禎宣 (千葉商科大学)

14:10-17:20

基調講演
1.「地域の自立のための政策を支える能力を育てる」
片山 善博 (鳥取県知事)
2.「公共選択の主役の自立した市民像」(仮題)
阿部 孝夫 (川崎市市長)
3.「自立した市民づくりの公人教育はできているか」
寺脇 研 (文部科学省広報調整官)

17:20-18:00

総括と謝辞

加賀屋 誠一 (北海道大学)
廣松 毅 (東京大学)
細江 守紀 (九州大学)
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Sunday, October 8
08:45-12:00

Session A
Room1
Bldg. 2
2nd Floor Room
226

1. 08:45-09:30

2. 09:30-10:15

Memorial Session in Honor of Professor Keiichi TANAKA

Water Environment
Chair:Yoshiro HIGANO (University of Tsukuba)
Peter NIJKAMP (Free University)

Regional Cooperation: A Means for Improving Environmental
Situation in the Teesta Basin Area, Bangladesh
Present: Md. Fakrul ISLAM (University of Rajshahi)
Wardatul AKMAM (University of Rajshahi)
Discuss:Akira SAKAI (University of Marketing and Distribution Sciences)
Takaaki NAKASHIMA (Fukuoka University)
Factors Affecting Awareness of Arsenic Poisoning in Bangladesh: A
Case Study of Taranagar Village
Present: Wardatul AKMAM (University of Rajshahi)
Md. Fakrul ISLAM (University of Rajshahi)
Discuss:Ishrat ISLAM (Ritsumeikan University)
Zheng WANG (Chinese Academy of Sciences)
Coffee Break

10:15-10:30
3. 10:30-11:15

4. 11:15-12:00

Shrinkage of Wetland of Dhaka: A Study from Institutional
Perspective
Present: Sarwar JAHAN (Bangladesh University of Engineering and
Technology)
Ishrat ISLAM (Ritsumeikan University)
Takao KATSUKI (Ritsumeikan University)
Hidehiko KANEGAE (Ritsumeikan University)
Discuss:Wardatul AKMAM (University of Rajshahi)
Yukiyoshi HOSHIGAMI (Kokusai Kogyo Co. Ltd.)
Collaborative Natural Resource Management in the Canada-US Great
Lakes Basin
Present: Nigel WATSON (Lancaster University)
Discuss:Peter NIJKAMP (Free University)
Keiko HIRONO (Nihon University)
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10月8日（日）
08:45-12:00
セッションA
第2会場
2号館

研究報告

情報通信と経済
座長：松山 敬左 (秋田県立大学)
伊東 洋三 (専修大学)

2階227教室

1. 08:45-09:30

ICT(情報技術革新)と経済成長 (仮題)
発表者：峰滝 和典 (富士通総研(株))
大隈 慎吾 (富士通総研(株))
野田 英雄 (山形大学)
討論者：桐谷 維 ()
実積 寿也 (九州大学)

2. 09:30-10:15

FTTHの費用便益分析の試み
発表者：高地 圭輔 (総務省情報通信政策研究所)
大塚 時雄 (早稲田大学)
三友 仁志 (早稲田大学)
討論者：鬼木 甫 (大阪学院大学)
五十嵐 寧史 (福岡大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

4. 11:15-12:00

消費行動に対する情報化の影響とそのインプリケーションについての実
証分析
発表者：大塚 時雄 (早稲田大学)
実積 寿也 (九州大学)
染谷 広幸 (早稲田大学)
三友 仁志 (早稲田大学)
討論者：斎藤 参郎 (福岡大学)
渡辺 理 (富士通研究所)
電子商店と実店舗の特性の違いを考慮に入れた情報提供による購買行
動への影響分析
発表者：染谷 広幸 (早稲田大学)
大塚 時雄 (早稲田大学)
実積 寿也 (九州大学)
三友 仁志 (早稲田大学)
討論者：栫井 昌邦 (福岡大学)
吉川 勝広 (熊本学園大学)
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10月8日（日）
08:45-12:00
セッションA
第3会場
2号館

眞榮城守定先生メモリアルセッション

住民意識分析
座長：戸田 常一 (広島大学)
河村 能夫 (龍谷大学)

2階228教室

1. 08:45-09:30

2. 09:30-10:15

地域社会の有効なマネジメントのための住民ニーズ表出へのAHPの適
用可能性に関する基礎的研究
発表者：有馬 昌宏 (兵庫県立大学)
川向 肇 (兵庫県立大学)
討論者：太田 耕史郎 (広島修道大学)
今西 衛 (福岡大学)
市町村合併に関する住民意識の測定 -能代山本地域における三つの郵
送調査に関する事例研究発表者：若山 大樹 (秋田県立大学)
松山 敬左 (秋田県立大学)
討論者：坂本 淳二 (広島国際大学)
磯部 友彦 (中部大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

霞ヶ浦水質改善効果の定量的分析と住民の意識調査
発表者：横田 泰幸 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：澤田 廉路 ((財)とっとり政策総合研究センター)
山城 興介 (福岡大学)

4. 11:15-12:00

噴火経験と住民意識 ‐モデル化の試み‐
発表者：押谷 一 (酪農学園大学)
討論者：萩原 良巳 (京都大学)
西川 智 (内閣府災害予防担当)
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10月8日（日）
08:45-12:00
セッションA
第4会場
2号館

研究報告

計量経済分析
座長：山口 誠 (豊橋技術科学大学)
藤田 壮 (東洋大学)

2階229A教室

1. 08:45-09:30

大規模水田地域における集落の農地遊休化要因に関する計量分析 -北
海道水田地域を対象として発表者：保永 展利 ((社)北海道未来総合研究所)
原 勲 (北星学園大学)
討論者：小口 登良 (専修大学)
木南 章 (東京大学)

2. 09:30-10:15

わが国の医師の地域分布 -都道府県データを用いた実証分析発表者：中山 徳良 (名古屋市立大学)
討論者：鯉江 康正 (長岡大学)
朝倉 暁生 (東邦大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

中国の三地域分割計量経済学的分析
発表者：鈴木 雅勝 (名古屋市立大学)
討論者：山口 誠 (豊橋技術科学大学)
大場 裕之 (麗澤大学)

4. 11:15-12:00

Lambertタイプモデルによる地域失業構造に関する実証的研究
発表者：田渡 雅敏 ((財)広島地域社会研究センター)
討論者：奥村 誠 (東北大学)
角本 伸晃 (椙山女学園大学)

7

10月8日（日）
08:45-12:00
セッションA
第5会場
2号館

研究報告

モデル分析
座長：宮田 譲 (豊橋技術科学大学)
中山 惠子 (中京大学)

2階229B教室

1. 08:45-09:30

The Knowledge Network and Learning in a Competitive Environment:
A Regional Perspective
発表者：渋澤 博幸 (豊橋技術科学大学)
Kingsley E. HAYNES (George Mason University)
Lei DING ()
討論者：近藤 仁 (南山大学)
前鶴 政和 (大阪経済法科大学)

2. 09:30-10:15

首都圏における製造業の産業集積と地域経済へのインパクト
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)
阿久根 優子 ((株)現代文化研究所)
討論者：光多 長温 (鳥取大学)
出村 克彦 (北海道大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

入出力項目間の相互作用を考慮したDEAにおける改善案計算法の提案
発表者：内田 賢悦 (北海道大学)
加賀屋 誠一 (北海道大学)
佐々木 恵一 (函館工業高等専門学校)
討論者：山口 類 (東京大学)
本村 裕之 (日本文理大学)

4. 11:15-12:00

立地均衡を考慮した応用一般均衡モデルによる交通整備の便益評価
発表者：武藤 慎一 (大阪工業大学)
上田 孝行 (東京大学)
伊藤 聖晃 (大阪工業大学)
討論者：宮田 譲 (豊橋技術科学大学)
水野 陽太郎 (東海高等学校)
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10月8日（日）
08:45-12:00
セッションA
第6会場
2号館

研究報告

環境と貿易
座長：多和田 眞 (名古屋大学)
河野 正道 (関西学院大学)

2階220教室

1. 08:45-09:30

Pareto Improving Social Security Reform
発表者：前田 純一 (広島修道大学)
討論者：野田 英雄 (山形大学)
内藤 徹 (釧路公立大学)

2. 09:30-10:15

Pareto Improving Transfer in International Trade
発表者：河野 正道 (関西学院大学)
吉川 満 (関西学院大学)
討論者：須賀 宣仁 (北海道大学)
篠崎 剛 (名古屋大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

4. 11:15-12:00

環境と貿易に関する政策の分析 -認証制におけるエコ・ラベリング政策に
ついての研究発表者：張 煕 (中央大学)
討論者：多和田 眞 (名古屋大学)
寶多 康弘 (南山大学)
Trade in a Static Search Model
発表者：本間 立志 (東京国際大学)
討論者：近藤 健児 (中京大学)
前鶴 政和 (大阪経済法科大学)
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10月8日（日）
08:45-11:15
セッションA
第7会場
2号館

研究報告

人口
座長：宮城 俊彦 (岐阜大学)
内藤 徹 (釧路公立大学)

2階222教室

1. 08:45-09:30

国内長距離人口移動の決定因の時期的変化について
発表者：伊藤 薫 (岐阜聖徳学園大学)
討論者：岡田 英幸 (愛知県庁)
三井 栄 (岐阜大学)

2. 09:30-10:15

都市人口の空間分布 (仮題)
発表者：加藤 尚史 (名古屋大学)
横地 浩紀 (名古屋大学)
討論者：松村 有二 (産能大学)
今井 博之 (国立社会保障・人口問題研究所)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

中国の省間所得格差と人口移動 -31省モデルによる分析発表者：坂本 博 (国際東アジア研究センター)
討論者：伊藤 薫 (岐阜聖徳学園大学)
野上 健治 (福岡工業大学)
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10月8日（日）
08:45-12:00
セッションA
第8会場
2号館

研究報告

環境と企業行動
座長：細江 守紀 (九州大学)
衣笠 達夫 (追手門学院大学)

2階223教室

1. 08:45-09:30

2. 09:30-10:15

電気事業における自由化と環境負荷 -パネルデータによる実証分析発表者：伊勢 公人 (中央大学)
討論者：水谷 文俊 (神戸大学)
李 友炯 (九州工業大学)
立地環境変化による将来の立地満足度評価と共分散構造分析による構
造モデルの考察 -青函地域の製造業・情報関連事業所を事例として発表者：河本 光弘 (北海道大学)
加賀屋 誠一 (北海道大学)
討論者：三友 仁志 (早稲田大学)
神谷 大介 (琉球大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

排出税政策の下での企業の排出削減投資と海外立地行動
発表者：大内田 康徳 (広島大学)
討論者：高見 淳史 (東京大学)
上遠野 武司 (大東文化大学)

4. 11:15-12:00

Research on Establishing National Laws to Build Circular Society in
China
発表者：杜 欢政 (嘉興学院)
胡 文蔚 (嘉興学院)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
李 斌 (嘉興学院)
討論者：衣笠 達夫 (追手門学院大学)
八木 俊道 (日本大学)
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10月8日（日）
08:45-12:00
セッションA
第9会場
2号館

研究報告

環境評価
座長：熊田 禎宣 (千葉商科大学)
山村 悦夫 (国際環境創造研究所)

2階225教室

1. 08:45-09:30

2. 09:30-10:15

意思決定支援のための環境の評価の枠組みに関する研究のための試行
実験
発表者：堀江 典子 ((財)公園緑地管理財団)
萩原 清子 (佛教大学)
木村 富美子 (創価大学)
朝日 ちさと (国土交通省)
討論者：吉本 諭 ((社)北海道未来総合研究所)
内田 晋 (筑波大学)
CVMによる交通バリアフリーのハード・ソフト施策の評価に関す
る研究
発表者：山口 高広 (関西大学)
河上 省吾 (関西大学)
討論者：大野 栄治 (名城大学)
浅見 均 ((独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

下流住民による水源林の整備・確保策の経済評価について
発表者：花岡 千草 (岡山大学)
討論者：矢部 光保 (九州大学)
柴崎 茂光 (岩手大学)

4. 11:15-12:00

Heterogeneity in Pooled Data for Contingent Valuation of Rural Parks
with Access to Irrigation Water
発表者：國光 洋二 (農村工学研究所)
討論者：加賀屋 誠一 (北海道大学)
佐藤 秀樹 (東京都水道局)
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Sunday, October 8
08:45-12:00

Session A

PRSCO Session

Room10

Sustainable Urban Regeneration Policy and
Environmental Management I

Bldg. 2
1st Floor Room
213

1. 08:45-09:30

2. 09:30-10:15

Chair:Jacques POOT (University of Waikato)
M.I. ZUBERI (University of Rajshahi)

Effect of Investment and Technology on Entrepreneurship: An Agentbased Simulation
Present: Tao LIU (Chinese Academy of Science)
Discuss:Gentaro MATSUMOTO (Sapporo University)
Jacques POOT (University of Waikato)
A Dynamic Bertrand Game Model of Trade, Threats, and Export
Certification in Alien Species Management
Present: Amitrajeet A. BATABYAL (Rochester Institute of Technology)
Hamid BELADI (University of Texas)
Discuss:Tofael AHAMED ()
Hiroyuki MATSUI (Kyoto University)
Coffee Break

10:15-10:30
3. 10:30-11:15

4. 11:15-12:00

Demographic Change and Regional Competitiveness: The Effects of
Migration and Ageing
Present: Jacques POOT (University of Waikato)
Discuss:Yoshitsuyu ASAMI (Kurume University)
Kazuo YAMASAKI (Tohoku Gakuin University)
The Empirical Study on the Contribution of Information to Economic
Growth: The Comparison between China Zhejiang and Japan Aichi
Present: Guoping MAO (Jiaxing University)
Hiroyuki SHIBUSAWA (Toyohashi University of Technology)
Yoshiro HIGANO (University of Tsukuba)
Discuss:Hideo IGARASHI (Hokkaido Developmemt Engineering Center)
Akihiro NAKAMURA (Tezukayama University)
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10月8日（日）
14:15-16:45
セッションB
第1会場
2号館

田中啓一先生メモリアルセッション

地方財政
座長：八木 俊道 (日本大学)
高橋 秀悦 (東北学院大学)

2階226教室

1. 14:15-15:00

地方自治体の効率性の計測とその要因
発表者：田中 智泰 (大阪府立産業開発研究所)
討論者：衣笠 達夫 (追手門学院大学)
高橋 秀悦 (東北学院大学)

2. 15:00-15:45

DEAによる地方自治体歳出の効率性評価に関する研究
発表者：吉本 諭 ((社)北海道未来総合研究所)
鈴木 聡士 (札幌大学)
原 勲 (北星学園大学)
討論者：森杉 雅史 (名城大学)
明野 斉史 (筑波大学)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

自治体のレントシーキングと地方分権
発表者：細江 守紀 (九州大学)
金崎 雅之 (九州大学)
討論者：本間 立志 (東京国際大学)
多和田 眞 (名古屋大学)
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10月8日（日）
14:15-17:30
セッションB
第2会場
2号館

研究報告

水環境
座長：熊田 禎宣 (千葉商科大学)
福岡 克也 (東亜大学)

2階227教室

1. 14:15-15:00

地域学における沿岸域(陸域・海域)関係の基本的考察
発表者：佐久田 昌昭 (敦賀短期大学)
星上 幸良 (国際航業(株))
酒井 和也 (東京大学)
討論者：三橋 博巳 (日本大学)
櫻井 一宏 (海洋政策研究財団)

2. 15:00-15:45

韓国八堂湖における統合的環境管理政策に関する研究
発表者：金 真朱 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：韓 麗華 (名古屋大学)
萩原 清子 (佛教大学)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

中国河北省秦皇島市の洋河貯水池における水質改善政策の総合評価
発表者：徐 峰 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：磯前 秀二 (名城大学)
坂本 博 (国際東アジア研究センター)

4. 16:45-17:30

霞ヶ浦及びその流域における総合的な環境政策について
発表者：中村 中 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：内田 信行 (流通経済大学)
綿貫 紳一郎 (大阪府立大学)
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10月8日（日）
14:15-17:30
セッションB
第3会場
2号館

眞榮城守定先生メモリアルセッション

地域経済と環境負荷
座長：有吉 範敏 (長崎大学)
秋田 隆裕 (国際大学)

2階228教室

1. 14:15-15:00

東京都における地方環境税導入による環境負荷削減効果に関する研究
発表者：三橋 幹太 ((株)NTTデータ)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：木村 富美子 (創価大学)
芥川 元志 (日本大学)

2. 15:00-15:45

バイオマス資源利用による廃棄物処理業者の採算性および環境総合評
価
発表者：田口 清則 (筑波大学)
水野谷 剛 (群馬県産業支援機構)
小林 慎太郎 (科学技術振興機構)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：森岡 理紀 ((独)農業技術研究機構 北海道農業研究センター)
山本 佳世子 (名古屋産業大学)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

産業連関表を用いたエコロジカル・フットプリント算出に関する研究
発表者：余川 雅彦 (北海道大学)
加賀屋 誠一 (北海道大学)
萩原 亨 (北海道大学)
内田 賢悦 (北海道大学)
討論者：阿部 宏史 (岡山大学)
小林 慎太郎 (科学技術振興機構)

4. 16:45-17:30

環境負荷の低減を考慮した地域経済振興に関する研究
発表者：阿部 宏史 (岡山大学)
新家 誠憲 (岡山大学)
討論者：秋田 隆裕 (国際大学)
大森 明 (愛知学院大学)
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10月8日（日）
14:15-17:30
セッションB
第4会場
2号館

研究報告

環境政策
座長：藤岡 明房 (立正大学)
關 哲雄 (立正大学)

2階229A教室

1. 14:15-15:00

デポジット制度に対する供給側の抵抗をどう緩和するか
発表者：沼田 大輔 (神戸大学)
討論者：新熊 隆嘉 (東京外国語大学)
藤岡 明房 (立正大学)

2. 15:00-15:45

Growth, Convergence, and the Environment
発表者：野田 英雄 (山形大学)
大隈 慎吾 (富士通総研(株))
討論者：森島 隆晴 (敬愛大学)
熊谷 彰矩 (青山学院大学)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

森林の公益的機能と政府関与の経済分析
発表者：田家 邦明 (中央大学)
討論者：佐橋 義直 (大阪府立大学)
福本 潤也 (東北大学)

4. 16:45-17:30

不確実性下の国際寡占市場における排出削減R&Dについて
発表者：前鶴 政和 (大阪経済法科大学)
討論者：關 哲雄 (立正大学)
上田 孝行 (東京大学)
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10月8日（日）
14:15-17:30
セッションB
第5会場
2号館

研究報告

アジア
座長：河野 博忠 (筑波大学名誉教授)
木南 莉莉 (新潟大学)

2階229B教室

1. 14:15-15:00

都市化と所得格差，環境との関連性 -アジア開発途上国の実証分析発表者：中村 光毅 (中央大学)
討論者：武田 晋一 (拓殖大学)
新井 敬夫 (亜細亜大学)

2. 15:00-15:45

Real Effective Exchange Rate and Trade Balance in Selected East
Asian Countries
発表者：田口 博之 (国土交通省)
討論者：黄 國光 (創価大学)
蔡 建国 (千葉商科大学)
Coffee Break

15:45-16:00
3. 16:00-16:45

4. 16:45-17:30

バングラデシュにおける飲料水ヒ素汚染災害軽減のための水利施設整
備計画プロセス
発表者：坂本 麻衣子 (東北大学)
萩原 良巳 (京都大学)
福島 陽介 (国土交通省)
討論者：原 誠宏 (東京工業大学)
森下 英治 (愛知学院大学)
Automobile Fuel Quality Improvement Lessons from Indonesian Cities
発表者：廣田 恵子 (日本自動車研究所)
討論者：正岡 利朗 (高松大学)
仁平 耕一 (敬愛大学)
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10月8日（日）
14:15-16:45
セッションB
第6会場
2号館

研究報告

ネットワーク
座長：三友 仁志 (早稲田大学)
梶 秀樹 (慶應義塾大学)

2階220教室

1. 14:15-15:00

行動経済学的アプローチによる定額料金バイアスの実証的分析 -通信お
よび交通サービスに着目して発表者：三友 仁志 (早稲田大学)
大塚 時雄 (早稲田大学)
永井 研 (日本電気(株))
中場 公教 (早稲田大学)
討論者：内田 賢悦 (北海道大学)
有馬 昌宏 (兵庫県立大学)

2. 15:00-15:45

ニューラル・ネットワーク・モデルによる地域間交易の推定
発表者：宮城 俊彦 (岐阜大学)
討論者：荒深 美和子 (金城学院大学)
樋口 洋一郎 (東京工業大学)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

A Dynamic Interregional CGE Model with Transportation Networks:
Equilibrium, Optimum and Computation
発表者：渋澤 博幸 (豊橋技術科学大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
宮田 譲 (豊橋技術科学大学)
討論者：宮城 俊彦 (岐阜大学)
徳岡 一幸 (同志社大学)
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10月8日（日）
14:15-16:45
セッションB
第7会場
2号館

研究報告

地域活動
座長：原 勲 (北星学園大学)
鐘ヶ江 秀彦 (立命館大学)

2階222教室

1. 14:15-15:00

あそびの継承を通して三世代を巻き込んだこどものための生活環境づく
り
発表者：寿崎 かすみ (龍谷大学)
討論者：光多 長温 (鳥取大学)
吉田 大悟 ((株)アスクプランニングセンター)

2. 15:00-15:45

農水産品の地域ブランド化に関する研究
発表者：石川 満寿夫 ((財)北海道地域総合振興機構)
加賀屋 誠一 (北海道大学)
討論者：原 勲 (北星学園大学)
平井 拓己 (大阪府立産業開発研究所)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

社会的効果の評価をふまえた地域通貨システムのデザインに関する考
察
発表者：中里 裕美 (立命館大学)
討論者：石橋 健一 (名古屋産業大学)
伊藤 敏安 (広島大学)
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10月8日（日）
14:15-17:30
セッションB
第8会場
2号館

特別セッション

消費者行動と回遊モデルI
オーガナイザー: 斎藤 参郎 (福岡大学)
座長：酒井 泰弘 (滋賀大学)
近藤 光男 (徳島大学)

2階223教室

1. 14:15-15:00

2. 15:00-15:45

デパート改装移転に対する消費者の評価と行動の変化 -回顧的マイクロ
行動データによるパネル分析発表者：中嶋 貴昭 (福岡大学)
斎藤 参郎 (福岡大学)
討論者：南林 さえ子 (駿河台大学)
川上 征雄 (国土交通省)
買物行動時間･距離の国際比較分析 -上海，北京，台北，福岡の比較発表者：斎藤 参郎 (福岡大学)
初 暁楠 (三菱東京UFJ銀行)
岩見 昌邦 (福岡大学)
中嶋 貴昭 (福岡大学)
討論者：石川 利治 (中央大学)
鈴木 雅勝 (名古屋市立大学)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

再開発とリスク -都市再生機構による特定業務代行契約の場合発表者：今西 衛 (福岡大学)
斎藤 参郎 (福岡大学)
討論者：大川 信行 (東日本国際大学)
矢島 邦昭 (長崎大学)

4. 16:45-17:30

消費者属性と街路環境に着目した回遊ルート選択の特性分析
発表者：中嶋 貴昭 (福岡大学)
斎藤 参郎 (福岡大学)
討論者：中平 恭之 (近畿大学工業高等専門学校)
佐藤 仁志 (麗澤大学)
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Sunday, October 8
14:15-17:30

Session B
Room9
Bldg. 2
2nd Floor Room
225

1. 14:15-15:00

Special Session

Applied Microeconomics
Organizer:Akio MATSUMOTO (Chuo University)
Chair:Akio MATSUMOTO (Chuo University)
Kenichi SENBA (Aoyama Gakuin University)
An Analysis of the GDP Spillovers of between China and the United
States
Present: Zheng WANG (Chinese Academy of Sciences)
Yi GONG (Chinese Academy of Science)
Tao LIU (Chinese Academy of Science)
Discuss:Shinichi MUTO (Osaka Institute of Technology)
Akio MATSUMOTO (Chuo University)

2. 15:00-15:45

An Investment Behavior of a Monopolistic Firm under Uncertainty
Present: Masahiro OUCHI (Chuo University)
Discuss:Tao LIU (Chinese Academy of Science)
Kenichi SENBA (Aoyama Gakuin University)

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

Chaotic Duopoly under Cubic Cost Function with Externality
Present: Akio MATSUOKA (Chuo University)
Discuss:Toshio INABA (Waseda University)
Yozo ITO (Senshu University)

4. 16:45-17:30

Delayed Dynamics in Heterogeneous Competition with Product
Present: Akio MATSUMOTO (Chuo University)
Discuss:Toichiro ASADA (Chuo University)
Hiroyuki YOSHIDA (Nihon University)
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Sunday, October 8
14:15-17:30

Session B

PRSCO Session

Room10

Sustainable Urban Regeneration Policy and
Environmental Management II

Bldg. 2
1st Floor Room
213
1. 14:15-15:00

Chair:Peter NIJKAMP (Free University)
Antoine BAILLY (University of Geneva)
TBA
Present: Peter NIJKAMP (Free University)
Discuss:Antoine BAILLY (University of Geneva)
Nigel WATSON (Lancaster University)

2. 15:00-15:45

Two Aspects of Waste Management from the Viewpoints of a
Waste Generator and a Recipient
Present: Amitrajeet A. BATABYAL (Rochester Institute of Technology)
Peter NIJKAMP (Free University)
Discuss:M.I. ZUBERI (University of Rajshahi)
Yasuhide OKUYAMA (Japan Science and Technology

15:45-16:00

Coffee Break

3. 16:00-16:45

Health Care Planning and Population Aging
Present: Antoine BAILLY (University of Geneva)
Discuss:Masayuki NAKAGAWA (Nihon University)
Tatsuro SAKANO (Tokyo Institute of Technology)

4. 16:45-17:30

Modeling the SARS Epidemic in China: A Spatial Econometric
Present: Long Gen YING (East China Normal University)
Discuss:Changping ZHANG (Toyo University)
Amitrajeet A. BATABYAL (Rochester Institute of Technology)
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10月9日（月）
08:45-12:00
セッションC
第1会場
2号館

田中啓一先生メモリアルセッション

まちづくり
座長：加賀屋 誠一 (北海道大学)
福井 秀夫 (政策研究大学院大学)

2階226教室

1. 08:45-09:30

2. 09:30-10:15

都市計画に対する地域住民の意識構造 -新・新潟市都市計画マスター
プランを事例に発表者：古澤 慎一 (新潟大学)
木南 莉莉 (新潟大学)
討論者：花岡 憲司 ((株)アボバ企画)
鈴木 克典 (北星学園大学)
都市居住者の空間情報受容過程に着目した地域アイデンティティの形成
プロセスに関する基礎的研究
発表者：城月 雅大 (立命館大学)
吉本 宜史 (立命館大学)
大槻 知史 (慶應義塾大学)
鐘ヶ江 秀彦 (立命館大学)
討論者：宮﨑洋司 (宇都宮共和大学)
竹内 佑一 ((財)計量計画研究所)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

地方中核都市におけるニュータウン開発の課題と提案
発表者：米澤 勉 (北海道大学)
討論者：三橋 博巳 (日本大学)
中川 義英 (早稲田大学)

4. 11:15-12:00

地産地消型朝市に着目した来訪者の行動とその諸要因に関する実態分
析
発表者：谷口 守 (岡山大学)
松中 亮治 (岡山大学)
氏原 岳人 (岡山大学)
討論者：加賀屋 誠一 (北海道大学)
高見 淳史 (東京大学)
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10月9日（月）
08:45-11:15
セッションC
第2会場
2号館

研究報告

水資源管理
座長：樋口 清秀 (早稲田大学)
富川 盛武 (沖縄国際大学)

2階227教室

1. 08:45-09:30

太湖流域における水環境保護および流域経済発展の両立のための環境
政策評価
発表者：沈 志宏 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：古川 章好 (名古屋市立大学)
酒井 隆志 (クオンタ・ディスプレイ・ジャパン(株))

2. 09:30-10:15

沖縄における渇水問題と地域社会特性の関連分析
発表者：神谷 大介 (琉球大学)
討論者：富川 盛武 (沖縄国際大学)
中山 徳良 (名古屋市立大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

水道水供給の制度設計に関する考察
発表者：朝日 ちさと (国土交通省)
萩原 清子 (佛教大学)
討論者：浦上 拓也 (近畿大学)
樋口 清秀 (早稲田大学)
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10月9日（月）
08:45-12:00
セッションC
第3会場
2号館

眞榮城守定先生メモリアルセッション

環境問題
座長：藪田 雅弘 (中央大学)
押谷 一 (酪農学園大学)

2階228教室

1. 08:45-09:30

2. 09:30-10:15

日本における公害から環境問題への歴史的展開に関する研究 -足尾銅
山鉱毒事件と水俣病事件を通して発表者：山本 佳世子 (名古屋産業大学)
討論者：野嵜 弘道 ((株)西日本科学技術研究所)
吉本 諭 ((社)北海道未来総合研究所)
Total Evaluation of the Policy of Returning Farmland to Forestland or
Grassland in China
発表者：祁 選軒 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：押谷 一 (酪農学園大学)
保永 展利 ((社)北海道未来総合研究所)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

バイオマス技術の外部性評価とその導入可能性
発表者：櫻井 一宏 (海洋政策研究財団)
小林 慎太郎 (科学技術振興機構)
水野谷 剛 (群馬県産業支援機構)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：若井 郁次郎 (大阪産業大学)
兼子 良夫 (神奈川大学)

4. 11:15-12:00

韓国における温暖化対策課税のシミュレーション分析
発表者：金 真朱 (筑波大学)
三橋 幹太 ((株)NTTデータ)
櫻井 一宏 (海洋政策研究財団)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：藪田 雅弘 (中央大学)
春名 攻 (立命館大学)
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10月9日（月）
08:45-12:00
セッションC
第4会場
2号館

研究報告

廃棄物問題
座長：古市 徹 (北海道大学)
大内田 康徳 (広島大学)

2階229A教室

1. 08:45-09:30

産廃税の課税に伴う産業廃棄物処理料金の変化に関する研究
発表者：藤岡 茂 (首都大学東京)
萩原 清子 (佛教大学)
討論者：大内田 康徳 (広島大学)
水野谷 剛 (群馬県産業支援機構)

2. 09:30-10:15

廃棄物不法投棄と行政政策の設計
発表者：細江 守紀 (九州大学)
福山 博文 (鹿児島大学)
討論者：松波 淳也 (法政大学)
髙山 宗浩 (市原市役所環境部)
Coffee Break

10:15-10:30
3. 10:30-11:15

台湾台北市における一般廃棄物処理の評価
発表者：蔡 碧月 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：維田 隆一 ((株)地球環境情報センター)
坂田 裕輔 (近畿大学)

4. 11:15-12:00

一般廃棄物処理システム最適化に関する研究 -タイ・バンコクを事例とし
発表者：チェッタブッド・ワラポン (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：片谷 教孝 (山梨大学)
羽田 裕 ((財)名古屋産業科学研究所)
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10月9日（月）
08:45-12:00
セッションC
第5会場
2号館

研究報告

国際社会
座長：山﨑 朗 (中央大学)
仲上 健一 (立命館アジア太平洋大学)

2階229B教室

1. 08:45-09:30

中国でのクリーン開発メカニズムの経済分析
発表者：折原 森地 (中央大学)
討論者：箱木 禮子 (福島大学)
内田 達也 (青山学院大学)

2. 09:30-10:15

麻薬の経済分析 -南米地域のコカ生産規制に係る公共政策的アプロー
発表者：江口 雅之 (中央大学)
討論者：大山 佳三 (熊本学園大学)
太田 浩 (青山学院大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

ヨーロッパ諸国における，農業の状況の比較
発表者：松山 敬左 (秋田県立大学)
若山 大樹 (秋田県立大学)
金澤 伸浩 (秋田県立大学)
討論者：河村 能夫 (龍谷大学)
阿久根 優子 ((株)現代文化研究所)

4. 11:15-12:00

東アジアにおける日系食品産業の海外立地選択と市場ポテンシャル -新
経済地理学的アプローチ発表者：呂 佳 (筑波大学)
徳永 澄憲 (筑波大学)
討論者：行本 勢基 (早稲田大学)
上野 健一 (大東文化大学)
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10月9日（月）
08:45-11:15
セッションC
第6会場
2号館

特別セッション

国際貿易
オーガナイザー: 多和田 眞 (名古屋大学)
座長：多和田 眞 (名古屋大学)
大川 昌幸 (立命館大学)

2階220教室

1. 08:45-09:30

米国移民政策から見る日本の外国人労働者問題への一考察
発表者：平岩 恵里子 (星城大学)
討論者：伊藤 薫 (岐阜聖徳学園大学)
伊藤 志のぶ (名城大学)

2. 09:30-10:15

Feasibility of FTA and Timing of Trade Policy
発表者：野村 良一 (立命館大学)
討論者：近藤 健児 (中京大学)
寶多 康弘 (南山大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

Optimal Trade Policies under Stackelberg Competition among Firms
発表者：ヨーディン・スパシ (名古屋大学)
討論者：大川 昌幸 (立命館大学)
柳原 光芳 (名古屋大学)
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10月9日（月）
08:45-12:00
セッションC
第7会場
2号館

ワークショップ

市民による公共選択のためのリスクコミュニケーション
オーガナイザー: 熊田 禎宣 (千葉商科大学)
座長：酒井 泰弘 (滋賀大学)
宮崎 緑 (千葉商科大学)

2階222教室

1

2

3

4

5

6

米国におけるセキュリティ対応における集権化と自律化
発表者：樹下 明 (千葉商科大学)
討論者：藤岡 明房 (立正大学)
小川 哲夫 ()
集団分極化現象と米国市民による政策投票の実験から学ぶリスクコミュニ
ケーションの方法
発表者：坂野 達郎 (東京工業大学)
討論者：高橋 秀悦 (東北学院大学)
松行 康夫 (東洋大学)
日本の企業組織におけるリスクコミュニケーションの展望
発表者：太田 敏澄 (電気通信大学)
梅原 英一 (野村総合研究所)
討論者：飯田 太郎 ((株)TALO都市企画)
前田 祐治 (東京海上日動火災保険(株))
リスクコミュニケーションの組織の能力と個人の実力をエンパワーする
ゲーミングシミュレーションの活用
発表者：松井 啓之 (京都大学)
討論者：酒井 泰弘 (滋賀大学)
佐々木 啓介 (東洋大学)
リスクコミュニケーションにおけるマスメディアとの協働のためのキャパシ
ティ・ビルディング
発表者：宮崎 緑 (千葉商科大学)
討論者：井上 繁 (常磐大学)
梶 秀樹 (慶應義塾大学)
リスクコミュニケーションによる市民参画の公共選択プロセスの提案とそれ
を支える人材育成ユニットの提案と評価
発表者：熊田 禎宣 (千葉商科大学)
吉田 大悟 ((株)アスクプランニングセンター)
討論者：枝川 明敬 (東京芸術大学)
臼井 功 (横浜国立大学)
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10月9日（月）
08:45-12:00
セッションC
第8会場
2号館

特別セッション

消費者行動と回遊モデルII
オーガナイザー: 斎藤 参郎 (福岡大学)
座長：光多 長温 (鳥取大学)
青山 吉隆 (広島工業大学)

2階223教室

1. 08:45-09:30

地下鉄開業による都心来街頻度の増加の検証 -回顧的データによる開
業前後比較分析発表者：山城 興介 (福岡大学)
斎藤 参郎 (福岡大学)
中嶋 貴昭 (福岡大学)
討論者：新井 圭太 (高崎経済大学)
武内 章 (LEC東京リーガルマインド大学)

2. 09:30-10:15

都心来街需要関数の推計と応用 -地下鉄開業による検証発表者：山城 興介 (福岡大学)
今西 衛 (福岡大学)
斎藤 参郎 (福岡大学)
討論者：庭田 文近 (立正大学)
廣畠 康裕 (豊橋技術科学大学)

10:15-10:30

Coffee Break

3. 10:30-11:15

韓国観光客の渡航需要関数の検証と評価 -目的地変数の導入による拡
発表者：本村 裕之 (日本文理大学)
斎藤 参郎 (福岡大学)
討論者：三阪 朋彦 (名古屋工業大学)
神頭 広好 (愛知大学)

4. 11:15-12:00

地下街整備による消費者のデパ地下回遊性の変化 -福岡天神地下街の
南進のケーススタディー発表者：斎藤 参郎 (福岡大学)
栫井 昌邦 (福岡大学)
中村 亮 (福岡大学)
岩見 昌邦 (福岡大学)
討論者：近藤 光男 (徳島大学)
石井 吉春 (北海道大学)
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10月9日（月）
13:15-16:30
セッションD
第1会場
2号館

田中啓一先生メモリアルセッション

持続可能社会
座長：三橋 博巳 (日本大学)
和泉 潤 (名古屋産業大学)

2階226教室

1. 13:15-14:00

2. 14:00-14:45

Economic Growth and Sustainable Development in Less-developed
Countries: The Need for Regional Co-operation
発表者：M.I. ZUBERI (University of Rajshahi)
討論者：二宮 浩輔 (九州共立大学)
田中 正秀 (筑波大学)
GIS and DSS for Selecting Irrigation Technologies in the Water
Management System of Bangladesh
発表者：Tofael AHAMED ()
Tomohiro TAKIGAWA (University of Tsukuba)
Masayuki KOIKE (University of Tsukuba)
討論者：五十嵐 寧史 (福岡大学)
塩谷 彰浩 (日本データーサ−ビス(株))

14:45-15:00

Coffee Break

3. 15:00-15:45

中国における再生可能エネルギー普及に関する研究
発表者：蔡 洙哲 (特殊金属工業(株))
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：笹津 浩司 ((株)電源開発)
中村 光毅 (中央大学)

4. 15:45-16:30

大都市のサスティナビリティ戦略 -上海と名古屋の比較から発表者：蔡 建国 (千葉商科大学)
熊田 禎宣 (千葉商科大学)
和泉 潤 (名古屋産業大学)
王 郁 (上海交通大学)
討論者：酒井 泰弘 (滋賀大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
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10月9日（月）
13:15-16:30
セッションD
第2会場
2号館

研究報告

資源・エネルギー政策
座長：伊藤 達雄 (名古屋産業大学)
宮田 譲 (豊橋技術科学大学)

2階227教室

1. 13:15-14:00

集合住宅における一般廃棄物のバイオマス利用に関する研究
発表者：金子 拓郎 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：島根 哲哉 (東京工業大学)
伊佐 良次 (高崎経済大学)

2. 14:00-14:45

公共用水域周辺における畜産系バイオマス利用の総合評価
発表者：水野谷 剛 (群馬県産業支援機構)
幡谷 祐一 (茨城県信用組合)
田中 正秀 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：郡嶌 孝 (同志社大学)
石川 良文 (南山大学)

14:45-15:00

Coffee Break

3. 15:00-15:45

山形県長井市におけるバイオマス資源の循環利用に関する研究
発表者：劉 京 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：有馬 もと (社会福祉法人日本聴導犬協会)
山田 康治 ((株)ベンチャーラボ)

4. 15:45-16:30

成長によるコストダウン過程を考慮した再生可能エネルギーの普及促進
政策
発表者：内田 晋 (筑波大学)
氷鉋 揚四郎 (筑波大学)
討論者：林 農 (鳥取大学)
小祝 慶紀 (法政大学)

33

10月9日（月）
13:15-15:45
セッションD
第3会場
2号館

眞榮城守定先生メモリアルセッション

市民参加
座長：原科 幸彦 (東京工業大学)
萩原 清子 (佛教大学)

2階228教室

1. 13:15-14:00

地域活動における「子育て世代」の参加決定過程に関する研究 -大都市
インナーエリアにおける地域防災力向上に向けて発表者：大槻 知史 (慶應義塾大学)
朴 綎英 (立命館大学)
鐘ヶ江 秀彦 (立命館大学)
梶 秀樹 (慶應義塾大学)
討論者：清水 康生 ((株)日水コン)
澁田 英敏 (近畿大学九州短期大学)

2. 14:00-14:45

市民の個性を輝かせるまちづくりのための人材育成ユニット
発表者：吉田 大悟 ((株)アスクプランニングセンター)
熊田 禎宣 (千葉商科大学)
藏田 幸三 (千葉商科大学)
廣崎 利洋 ((株)アスクプランニングセンター)
橋本 巌 ((株)平成都市計画研究所)
討論者：石坂 悦男 (法政大学)
渡部 晃司 (十八キャピタル(株))

14:45-15:00

Coffee Break

3. 15:00-15:45

石狩川治水の歴史と合意形成過程に関する研究
発表者：田口 哲明 ((財)石狩川振興財団)
加賀屋 誠一 (北海道大学)
討論者：樹下 明 (千葉商科大学)
後藤 和雄 (鳥取大学)

34

10月9日（月）
13:15-16:30
セッションD
第4会場
2号館

研究報告

地域経済分析
座長：原 勲 (北星学園大学)
阿部 宏史 (岡山大学)

2階229A教室

1. 13:15-14:00

中山間地域の金融機関利用について -2村の標本調査から発表者：畔上 秀人 (関東学園大学)
討論者：橋本 哲実 (日本政策投資銀行)
石川 修一 (神戸学院大学)

2. 14:00-14:45

東海地域における景気動向
発表者：三井 栄 (岐阜大学)
討論者：岡田 英幸 (愛知県庁)
多和田 眞 (名古屋大学)

14:45-15:00

Coffee Break

3. 15:00-15:45

国内における食品産業の業種別の産業集積要因分析
発表者：阿久根 優子 ((株)現代文化研究所)
徳永 澄憲 (筑波大学)
討論者：千葉 雄二 ((財)とっとり政策総合研究センター)
阿部 宏史 (岡山大学)

4. 15:45-16:30

鳥取県境港市を中心とした水産加工業の現状と課題
発表者：建井 順子 ((財)とっとり政策総合研究センター)
光多 長温 (鳥取大学)
討論者：伊藤 敏安 (広島大学)
竹川 宏子 (兵庫大学)
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10月9日（月）
13:15-15:45
セッションD
第5会場
2号館

研究報告

交通
座長：臼井 功 (横浜国立大学)
宮下 國生 (大阪産業大学)

2階229B教室

1. 13:15-14:00

ピークロードプライシングと混雑税
発表者：河野 正道 (関西学院大学)
討論者：入江 洋子 (名古屋市立大学)
鈴木 崇児 (中京大学)

2. 14:00-14:45

モーダルシフト施策による都道府県間貨物量の変動とCO2削減効果の
推計
発表者：新家 誠憲 (岡山大学)
石田 卓也 (岡山大学)
討論者：水谷 文俊 (神戸大学)
百合本 茂 (流通経済大学)
Coffee Break

14:45-15:00
3. 15:00-15:45

交通情報提供下でのドライバーの知覚形成過程を考慮した交通量配分
シミュレーション分析
発表者：中平 恭之 (近畿大学工業高等専門学校)
廣畠 康裕 (豊橋技術科学大学)
コブ・ピーロン (豊橋技術科学大学)
討論者：戸松 稔 ((株)地域・交通計画研究所)
宮下 國生 (大阪産業大学)

36

10月9日（月）
13:15-16:30
セッションD
第6会場
2号館

特別セッション

公共経済
オーガナイザー: 多和田 眞 (名古屋大学)
座長：多和田 眞 (名古屋大学)
岡村 誠 (広島大学)

2階220教室

1. 13:15-14:00

リンダール・メカニズムとニ部門世代重複モデル
発表者：篠崎 剛 (名古屋大学)
討論者：岡村 誠 (広島大学)
大川 隆夫 (立命館大学)

2. 14:00-14:45

An International Mixed Oligopoly with Multiple Public Firms
発表者：韓 麗華 (名古屋大学)
討論者：松葉 敬文 (岐阜聖徳学園大学)
須賀 宣仁 (北海道大学)

14:45-15:00

Coffee Break

3. 15:00-15:45

A Simple Model of Dynamic Tax Competition
発表者：玉井 寿樹 (名古屋大学)
討論者：大川 隆夫 (立命館大学)
内藤 徹 (釧路公立大学)

4. 15:45-16:30

開放経済下での将来予想と最適投資
発表者：柳井 知之 (青山学院大学)
討論者：浅田 統一郎 (中央大学)
阿部 雅明 (新潟産業大学)
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10月9日（月）
13:15-16:30
セッションD
第7会場
2号館

特別セッション

日本と中国における集積の経済と地域経済成長
オーガナイザー: 徳永 澄憲 (筑波大学)
座長：福重 元嗣 (大阪大学)
國光 洋二 (農村工学研究所)

2階222教室

1. 13:15-14:00

2. 14:00-14:45

日本の食品産業における集積の経済と動学的外部性 -県別のパネル
データ分析発表者：影山 将洋 (筑波大学)
徳永 澄憲 (筑波大学)
山田 文子 (筑波大学)
討論者：駒木 泰 (札幌大学)
田渡 雅敏 ((財)広島地域社会研究センター)
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発表者：徳永 澄憲 (筑波大学)
影山 将洋 (筑波大学)
山田 文子 (筑波大学)
阿久根 優子 ((株)現代文化研究所)
討論者：大城 純男 (中京大学)
中通 健一 (日本大学)
Coffee Break

14:45-15:00
3. 15:00-15:45

4. 15:45-16:30

中国の食品産業における集積の経済と動学的外部性 -省別のパネル
データ分析発表者：金 少勝 (筑波大学)
徳永 澄憲 (筑波大学)
影山 将洋 (筑波大学)
討論者：各務 和彦 (大阪大学)
藁谷 友紀 (早稲田大学)
中国の電気電子・自動車産業における集積の経済と動学的外部性 -省
別のパネルデータ分析発表者：徳永 澄憲 (筑波大学)
金 少勝 (筑波大学)
影山 将洋 (筑波大学)
討論者：大塚 時雄 (早稲田大学)
山下 勉 (熊本大学)
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10月9日（月）
13:15-15:45
セッションD
第8会場
2号館

特別セッション

消費者行動と回遊モデルIII
オーガナイザー: 斎藤 参郎 (福岡大学)
座長：稲葉 敏夫 (早稲田大学)
内田 賢悦 (北海道大学)

2階223教室

1. 13:15-14:00

購買履歴を考慮した回遊行動ベイジアンネットによる顧客行動分析
発表者：山口 類 (東京大学)
斎藤 参郎 (福岡大学)
中嶋 貴昭 (福岡大学)
討論者：関根 正行 (東北学院大学)
和合 肇 (名古屋大学)

2. 14:00-14:45

ブランド構成による百貨店の評価
発表者：栫井 昌邦 (福岡大学)
中村 亮 (福岡大学)
討論者：上原 征彦 (明治大学)
若山 大樹 (秋田県立大学)
Coffee Break

14:45-15:00
3. 15:00-15:45

住民需要を満たす商店街店舗形態の導出 -コンジョイント分析の適用発表者：石橋 健一 (名古屋産業大学)
菱沼 進一郎 ((株)日立情報システムズ)
討論者：兼田 敏之 (名古屋工業大学)
藤田 陽子 (琉球大学)
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10月9日（月）
13:15-16:30
セッションD
第9会場
2号館

特別セッション

都市経済
オーガナイザー: 松本 昭夫 (中央大学)
座長：石川 利治 (中央大学)
太田 浩 (青山学院大学)

2階225教室

1

都市における最適分業と連携システム
発表者：田中 秀実 (中央大学)
討論者：小出 博之 (名古屋学院大学)
猪原 龍介 (青森公立大学)

2

産業立地と地域発展に関する一考察
発表者：謝 燕 (中央大学)
討論者：金田 一郎 ()
井手 雅哉 (常磐大学短期大学)

3

4

豊かなリーグと貧しいリーグにおけるリーグ間の競争 -メジャーリーグと日
本プロ野球リーグの例発表者：平井 秀明 (中央大学)
討論者：慶田 収 (熊本学園大学)
福山 博文 (鹿児島大学)
独占と成長
発表者：都築 栄司 (早稲田大学)
討論者：大澤 俊一 (札幌学院大学)
仙波 憲一 (青山学院大学)

5

マクロ経済政策に対する線型2次形式ゲーム
発表者：青木 慎 (中央大学)
討論者：中山 惠子 (中京大学)
佐々木 康史 (明海大学)
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Participant Locator
The 43th Annual Meeting of the Japan Section of the RSAI
Department of Policy Informatics
Chiba University of Commerce
1-3-1, Konodai, Ichikawa-city, Chiba
Ex. A01-2R: Role of the 2nd presentation at room 01 in Session A (R=p: author; d: discussant)
A01-R: Role of the room 01 in Session A (R=c: chairperson; o: organizer)
S-R: Role of the Symposium (R=c: chairperson; s: speaker; p: panelist; d: discussant; m: moderator)
ABE,Hirofumi(B03-3p,D04-c,D04-3d)
ABE,Masaaki(D06-4d)
ABE,Takao(S-s)
AKENO,Tadafumi(B01-2d)
AKITA,Takahiro(B03-c,B03-3d)
AKMAM,Wardatul (A01-1p,A01-2d)
AKUNE,Yuko(A05-2p,C05-3d,D04-3p,D07-2p)
AKUTAGAWA,Motoshi(B03-1d)
AOKI,Shin(D09-5p)
AOYAMA,Yoshitaka(C08-c)
ARAFUKA,Miwako(B06-2d)
ARAI,Keita(C08-1d)
ARIMA,Masahiro(A03-1p,B06-1d)
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ARIYOSHI,Noritoshi(B03-c)
ASADA,Toichiro(B09-4d,D06-4d)
ASAHI,Chisato(A09-1p,C02-2p)
ASAKURA,Akio(A04-2d)
AZEGAMI,Hideto(C01-4d,D04-1p)
BAILLY,Antoine(B10-c,B10-1d,B10-3p)
BATABYAL,Amitrajeet A.(A10-2p,B10-2p,B10-4d)
BELADI,Hamid(A10-2p)
CAI,Jianguo(B05-2d)
CHETTABUDR,Waraporn(C04-3p)
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DEMURA,Katsuhiko(A05-2d)
DING,Lei(A05-1p)
DU,Huanzheng(A08-4p)
EDAGAWA,Akitaka(C07-6d)
EDAGAWA,Mayumi(D07-3d)
EGUCHI,Masayuki(C05-2p)
ENYA,Masahiro(B05-2d)
FUJIOKA,Akifusa(B04-c,B04-1d,C07-1d)
FUJITA,Yoko(D08-3d)
FUKUI,Hideo(C01-c)
FUKUMOTO,Junya(B04-3d)
FUKUOKA,Katsuya(D02-c)
FUKUSHIGE,Mototsugu(D07-c,D07-4d)

FUKUSHIMA,Yosuke(B05-3p)
FUKUYAMA,Hirofumi(C04-1p,D09-3d)
FURUGORI,Yuko(D03-1d)
FURUZAWA,Shinichi(C01-1p)
GONG,Yi(B09-1p)
GOTO,Kazuo(D03-3d)
GUNJIMA,Takashi(D02-2d)
HADA,Yutaka(C04-3d)
HAGIHARA,Kiyoko(A09-1p,B02-2d,C02-2p,D03-c)
HAGIHARA,Yoshimi(B05-3p)
HAKOGI,Reiko(C05-1d)
HAN,Lihua(B02-2d,D06-2p)
HANAOKA,Chigusa(A09-3p)
HANAOKA,Kenji(C01-1d)
HARA,Isao(A04-1p,B01-2p,B07-c,B07-2d,D04-c)
HARASHINA,Sachihiko(D03-c)
HASHIMOTO,Iwao(D03-2p)
HASHIMOTO,Tetsumi(D04-1d)
HATAYA,Yuichi(D02-2p)
HAYASHI,Tsutomu(D02-4d)
HAYNES,Kingsley E.(A05-1p)
HIGANO,Yoshiro(A01-c,A03-3p,A08-4p,A10-4p,B022p,B02-3p,B02-4p,B03-1p,B03-2p,B06-3p,C02-1p,C032p,C03-3p,C03-4p,C04-2p,C04-3p,D01-2p,D02-1p,D022p,D02-3p,D02-4p)
HIGUCHI,Kiyohide(C02-c,C02-2d)
HIGUCHI,Yoichiro(B06-2d)
HIRAI,Hideaki(D09-3p)
HIRAI,Takumi(B07-2d)
HIRAIWA,Eriko(C06-1p)
HIROBATA,Yasuhiro(C04-c,C08-2d,D05-3p)
HIROMATSU,Takeshi(B05-c,S-m)
HIRONO,Keiko(A01-3d)
HIROSAKI,Toshihiro(D03-2p)
HIROTA,Keiko(B05-4p)
HISHINUMA,Shinichiro(D08-3p)
HOMMA,Ryushi(A06-4p,B01-3d)
HONMA,Masahito(B02-4d)
HORIE,Noriko(A09-1p)
HOSHIGAMI,Yukiyoshi(A01-2d,B02-1p)
HOSOE,Moriki(A08-c,A08-2d,B01-3p,C04-1p,S-m)
HU,Wenwei(A08-4p)
IDA,Ryuichi(C04-2d)
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IDE,Masaya(D09-2d)
IGARASHI,Yasufumi(A02-2d,B05-3d)
IHARA,Takeo(B05-1d)
IIDA,Taro(C07-3d)
IMAI,Hiroyuki(A07-2d)
IMANISHI,Mamoru(A03-1d,B08-3p,C08-2p)
INABA,Toshio(B09-3d,D08-c)
INOHARA,Ryusuke(D09-1d)
INOUE,Shigeru(C07-5d)
IRIE,Yoko(D05-1d)
ISA,Ryoji(B01-4p,D02-1d)
ISE,Kimihito(A08-1p)
ISHIBASHI,Kenichi(B06-c,B07-3d,D08-3p)
ISHIDA,Takuya(D05-2p)
ISHII,Yoshiharu(C08-4d)
ISHIKAWA,Masuo(B07-2p)
ISHIKAWA,Shuichi(D04-1d)
ISHIKAWA,Toshiharu(B08-2d,D09-c)
ISHIKAWA,Yoshifumi(D02-2d)
ISHIZAKA,Etsuo(D03-2d)
ISLAM,Ishrat(A01-2p)
ISLAM,Md. Fakrul(A01-1p)
ISOMAE,Shuji(B02-3d)
ITO,Kaoru(A07-1p,A07-3d,C06-1d)
ITO,Shinobu(C06-1d)
ITO,Takaaki(A05-4p)
ITO,Tatsuo(B02-c)
ITO,Toshiyasu(B07-3d,D04-4d)
ITO,Yozo(A02-c,B09-3d)
IWAMI,Masakuni(A08-3d,B08-2p,C08-4p)
IZUMI,Jun(D01-c)
JAHAN,Sarwar(A01-1d,A01-2p)
JIN,Shaosheng(D07-3p,D07-4p)
JITSUZUMI,Toshiya(A02-1d,A02-3p,A02-4p)
KADOMOTO,Nobuteru(A04-4d,B01-4d)
KAGAYA,Seiichi(A05-3p,A08-2p,A09-4d,B07-2p,C01c,C01-4d,D03-3p,S-m)
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KAKAMU,Kazuhiko(D07-3d)
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KANAZAKI,Masayuki(B01-3p)
KANAZAWA,Nobuhiro(B02-4d,C05-3p)
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