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研究成果の概要（和文）：土地利用政策および関連政策の同時最適化を行っている。
具体的には、１）環境外部性およびエネルギー消費の定量的考慮、２）コードンプライシングと土地利用政策の
同時最適化、および３）都市政策のための財源調達の３項目に着目した土地利用政策の研究を行った。その結果
として、１）について、環境への影響を考慮した最適土地利用政策を都市の性質別に最適政策を示している。
２)については、地点別土地利用政策およびコードンプライシングの位置と料金レベルを示した。３)について
は、Pines･Kono (2012)に財政制約を追加して、最適制御理論を用いて地点別地価税の性質を導出した。 

研究成果の概要（英文）：This study explores the simultaneous imposition of land use regulations and 
related policies (e.g., cordon pricing) in a continuous and closed monocentric city.
This considers environmental externalities and marginal cost of public finances. Results show that 
1) optimal land use regulations considering environmental externalities are demonstrated according 
to city properties, 2) optimal level of a single cordon toll and its location and the optimal floor 
area ratio (FAR) regulation, clarifying what distortions remain in the existence of cordon pricing 
and FAR regulation. And 3) optimal spatially-differentiate property tax is proposed. 

研究分野： 社会科学

キーワード： 土地利用　密度規制　生態系
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１． 研究開始当初の背景 

土地利用政策（用途･容積率･敷地面積･都市

境界の規制等）は、外部性や公共財といった

市場の失敗による非効率な土地利用（用途や

密度）の調整のために、世界中のほとんどの

都市で行われている。そして、その経済学研

究は Helpman･Pines(1977)による用途規制や 

Kanemoto (1977)による都市境界規制に始ま

り、Fujita (1989)や Wheaton(1998)による敷

地面積規制、Anas･Rhee (2007)による副都心

が あ る 場 合 の 都 市 境 界 規 制 、

Brueckner(2007)による都市境界規制の定量

的厚生分析、 八田・唐渡(2007)による都心

容積率規制撤廃の定量的評価、Kono et al． 

(2012、 業績[10])や Brueckner ･ Sridhar 

(2012)による容積率規制の定量的厚生分析、

Jou(2012)による不確実性(ウィナー過程)下

の都市境界規制など各種土地利用政策の分

析が現在も盛んに行われている。 

一方、現実社会ではコンパクトシティの達成

が叫ばれる中で、わが国では逆に都市境界規

制が最近いくつかの都市圏(例。 香川中央、

熊本等)で撤廃された。この時、大きな問題

は、撤廃時にもその後の評価時にも、行政の

場でこれまでの研究成果が全く活用されて

いないことである。                     

                                                                                               

２．研究の目的 

本研究の目的と分析内容は、土地利用政策な

らびに関連都市政策を最適化するために、項

目１)環境外部性およびエネルギー消費の定

量的分析、項目２)土地利用政策と実行可能

交通政策の同時最適化、項目３)都市政策の

ための財源調達の３項目に着目した土地利

用政策の研究を理論的に行い、次に定量分析

を行う。理論研究は、解析的分析による定性

的結果だけでなく、ある程度のパラメータキ

ャリブレーションのうえ感度分析を併せた

数値解析による定量分析も行う。加えて、現

実の都市データを用いて、 Computable 

General Equilibrium (CGE)モデルおよび計

量経済分析の双方により、実証的に最適政策

をいくつかの都市について具体的に示すこ

とも行う。                    

                                        

３．研究の方法 

研究計画は、研究目的に示した項目１）環境

外部性およびエネルギー消費の定量的考慮、

項目２）実行可能交通政策と土地利用政策の

同時最適化、項目３）都市政策のための財源

調達の考慮ごとに示す。なお、項目１）～３）

について理論分析（理論解析と数値解析）を

行い、次に定量分析（CGE 分析と計量経済分

析）を行う。 

項目１）の分析は、理論的解析と数値解析  

Kono et al．(2012)のモデルに環境外部性や

燃料消費モデルを追加して、土地利用政策の

最適化を行う。それにより土地利用政策が環

境やエネルギー消費に与える定量分析を行

うことができる。 

項目２）の分析として、開放都市と閉鎖都市

における土地利用政策を研究した Kono･

Joshi (2012)のモデルにコードンプライシン

グ政策を追加して、土地利用政策とコードン

プライシング政策と道路整備の最適化を分

析する。それにより、最適土地利用政策およ

び最適コードンプライシング（料金水準とコ

ードンラインの位置）ならびに道路整備の地

点別最適密度を示す。  

項目３）としては、Pines･Kono (2012)のモ

デルを用いて、都市に混雑がある状況での地

点別地価税を求める。ただし、地方公共団体

の財源（e.g.公共施設整備費）調達のために、

地価税収入をその財源に合わせる必要があ

る状況（財政制約）に拡張する。また、その

理論解析について必要条件のもとでしか得

られていない結果等について、実際に起こり

うることを数値解析で示す。                  

                     

４．研究成果 



研究成果として１）～３）項目別に示す。 

 １）としては、シミュレーションを用いて

環境を考慮した土地利用規制の最適化を行

った。その結果、次の３つの結論が得られた。

一つ目として、混雑税と炭素税を同時にかけ

たときに最も効果がある。二つ目として、炭

素税のみで削減目標を達成するには$600/tC

の課税が必要である。三つ目として、容積率

規制も二酸化炭素の排出量削減に十分に効

果がある。 

 ２）としては、最適 FAR 規制下におけるコ

ードンプライシングの最適値は次のように

表された。 最適課金水準はコードンライン

前後の1世帯当たりの床市場における価格の

歪みの差で表され、 コードンの最適位置は、 

コードンライン前後の地代の差がFAR規制に

よって発生した単位面積当たりの死荷重の

差と等しくなる位置である。  

最適容積率規制は、コードンを考えない先行

研究とは大きく異なる結果が導出され、 最

小 FAR規制と最大 FAR規制がコードンライン

の内側、 外側でそれぞれ必要となった。 具

体的には単一中心閉鎖都市のコードンライ

ンの内側では CBD 近辺で最小容積率規制が、 

コードンライン近辺で最大容積率規制が必

要となり、 コードンライン外側ではコード

ンライン近辺で最小容積率規制が、 UGB 近辺

で最大容積率規制が必要となった。 このよ

うな規制パターンは現実都市では採用され

ていない目新しいものである。一方、最適都

市境界規制に関しては既往研究と同様の結

果となった。 加えて理論研究で得られた最

適なコードンプライシングとFAR規制につい

て確認するための数値シミュレーションも

行った。 

ここで得られた結果は、 コードンプライシ

ングと土地利用規制が同時に課されている

都市(例、 ミラン、 オスロ、 シンガポール、 

ストックホルム)に適用でき、 コードンプラ

イシングを検討している都市においても有

用である。 なお、本結果は、Scandinavian 

Journal of Economics に刊行されている。 

３）としては、Pines･Kono (2012)の結果

とは異なる固定資本課税が最適であること、

およびどのような状況のときにどのように

課すべきかの公式を導出している。この公式

には、都市の混雑と地方公共団体の財源（e.g.

公共施設整備費）調達制約が反映されている。

なお、数値シミュレーションにより、具体的

な課税方法について数値的にも示した。                   
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