
2019年11月15日版
第1日（11月23日（土曜日））

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

9:00-11:00

Early Bird（都市経済理論） Early Bird（プログラム評価） Early Bird（地域経済 I） Early Bird（地域経済 II） Early Bird（都市集積）
座長 曽道智（東北大学） 座長 池内健太（経済産業研究所） 座長 松尾美和（神戸大学） 座長 細江宣裕（政策研究大学院大学） 座長 河野達仁（東北大学）

A-1-1 題目
Bifurcation mechanism and stability of equidistant 
economy

B-1-1 題目
Local R&D support as a driver of network 
diversification? A comparative evaluation of innovation 
policies in neighboring prefectures in Japan

C-1-1 題目
Feminization of International Migration from Asian 
Countries to Developed Countries and the affect of 
Remittance on International female migration

D-1-1 題目 空間的要素を考慮した経済基盤乗数の推定 E-1-1 題目 消費の量的時間制約で見る都市回遊性と都市形成の分析

発表者
相澤大輝（東北大学）・池田清宏（東北大学）・大澤実
（東北大学）・José Maria Gaspar（CEGE）

発表者 高野佳佑（筑波大学）・岡室博之（一橋大学） 発表者 Tahmina Shahzadi（佐賀大学） 発表者 長宗武司（岡山大学） 発表者 村山透（筑波大学）

討論者 曽道智（東北大学） 討論者 池内健太（経済産業研究所） 討論者 松尾美和（神戸大学） 討論者 細江宣裕（政策研究大学院大学） 討論者 河野達仁（東北大学）

A-1-2 題目
Information Technology, Market Congestion, and 
Economic Geography

B-1-2 題目 中核市移行と自治体財政 C-1-2 題目
Regional Income Disparities, Distributional Convergence, 
and Spatial Effects : Evidence from Indonesia

D-1-2 題目
都市における循環的因果関係に関する実証分析ー人口と
産業を中心にー

E-1-2 題目 Urbanization effects on job search decision

発表者 相場郁人（東京大学） 発表者 小谷将之（日本大学） 発表者
Anang Budi Gunawan（名古屋大学）・Felipe Santos-
Marquez（名古屋大学）・Carlos Mendez（名古屋大学）

発表者 YU KIJUN（青山学院大学） 発表者 東雄大（神戸大学）

討論者 高塚創 （大阪市立大学） 討論者 中西一（佐賀大学） 討論者 片岡光彦（立教大学） 討論者 山田恵里（名古屋市立大学） 討論者 佐藤泰裕（東京大学）

A-1-3 題目 Tax Competition with and without Tax Haven B-1-3 題目 工事等級区分統合が企業の入札参加に与える影響 C-1-3 題目
Regional Convergence, Spatial Scale, and Spatial 
Dependence: Evidence from Homicides and Personal 
Injuries in Colombia 2010-2018

E-1-3 題目
Urban Equilibrium with Information Profile of Income 
Uncertainty

発表者 潘鋭（東北大学） 発表者 佐藤峰（名古屋市立大学） 発表者
Felipe Santos-Marquez（名古屋大学）・Carlos Mendez
（名古屋大学）

発表者 香川涼亮（筑波大学）・村山透（筑波大学）

討論者 広瀬恭子（九州産業大学） 討論者 宮川雅至（山梨大学） 討論者 池田清宏（東北大学） 討論者 唐渡広志（富山大学）
11:00-11:10 休憩

11:10-12:30

観光 I ジェンダーと労働市場 CGE 開発経済
座長 奥山忠裕（下関市立大学） 座長 岩田 真一郎（富山大学） 座長 森田 学（大阪商業大学） 座長 川田恵介（東京大学）

A-2-1 題目
観光資源の資本化が進む観光地におけるエリアマネジメ
ント負担金の一考察 ～埼玉県川越市のビジネス活性化地
区（BID）を想定して～

B-2-1 題目
Giving Up Job Search Because I Don’t Have A Car: 
Labor Market Participation And Employment Status 
Among Single Mothers With And Without Cars

C-2-1 題目 日韓貿易における化学製品の輸出管理厳格化の影響 D-2-1 題目
Foreign Direct Investment and Labor Market Dynamics 
in a Developing Country: Evidence from Indonesian 
Plant-Level Data

発表者 矢澤則彦（東京国際大学） 発表者
松尾美和（神戸大学）・Iseki, Hiroyuki（University of 
Maryland）

発表者 細江宣裕（政策研究大学院大学） 発表者 齋藤久光（北海道大学）・松浦寿幸（慶應義塾大学）

討論者 白澤 恵一（松陰大学） 討論者 河端瑞貴（慶應義塾大学） 討論者 徳永澄憲（麗澤大学） 討論者 浜口伸明（神戸大学）

A-2-2 題目 訪日外国人消費の地方分散方策に関する考察 B-2-2 題目
Spatial clustering patterns of children in single-mother 
households in Japan

C-2-2 題目
Impact of Climate Change on a Regional Economy 
through Changes in Japan’s Crop Productions: Using 
the Nine Interregional CGE Model

D-2-2 題目
Regional Disintegration in South Asia: Evidence from 
the End of British Empire on maritime networks

発表者
川口明子（日本交通公社）・小林隆史（立正大学）・大
澤義明（筑波大学）

発表者
河端瑞貴（慶應義塾大学）・安部由起子（北海道大学）
・柴辻優樹（慶應義塾大学）

発表者
徳永澄憲（麗澤大学）・沖山充（麗澤大学）・池川真里
亜（麗澤大学）

発表者
坪田建明 （アジア経済研究所）・Cesar Ducruet
（CNRS）

討論者 森本裕（甲南大学） 討論者 岡本千草（東京大学） 討論者 太田 充（筑波大学） 討論者 柴崎 隆一（東京大学）
12:30-13:40 休憩

13:40-15:00

都市構造 交通 I 地域経済 企業間取引
座長 岡本亮介（政策研究大学院大学） 座長 円山琢也（熊本大学） 座長 佐々木公明（尚絅学院大学） 座長 松浦寿幸（慶應義塾大学）

A-3-1 題目
District-level per capita income distribution in Indonesia: 
An exploratory spatial data analysis

B-3-1 題目
軌道改良が鉄道事業者の線路メンテナンス費用に与える
長期的効果

C-3-1 題目
Does disclosure of each clinic’s success rate on 
fertility treatments induce patients to transfer to a 
better clinic? Evidence from the UK

D-3-1 題目
The dynamics of product space: Evidence from the 
Japanese auto-parts industry

発表者 片岡光彦（立教大学） 発表者 北村友宏（神戸大学） 発表者 吉田惇（九州大学） 発表者
山田恵里（名古屋市立大学）・河上哲（近畿大学）
・Pierre-Alexandre Balland（ユトレヒト大学）

討論者 近藤 恵介（経済産業研究所） 討論者 播磨谷浩三（立命館大学） 討論者 山﨑潤一（神戸大学） 討論者 阿久根優子（日本大学）

A-3-2 題目
Cities and space: Common power laws and spatial 
fractal structures

B-3-2 題目 神戸市民は神戸市が所有する神戸空港を選好するか？ C-3-2 題目 中枢中核都市における従業員数の実態と課題 D-3-2 題目
CEOs' multicultural experience, firm networks and 
performance: Evidence from firm-to-firm transaction 
data in Japan

発表者
森知也（京都大学）・Tony E. Smith（University of 
Pennsylvania）・Wen-Tai Hsu（Singapore Management 
University）

発表者 森本裕（甲南大学） 発表者 矢田海有（東京都市大学） 発表者 伊藤匡（学習院大学）・中村良平（岡山大学）

討論者 藤原直哉（東北大学） 討論者 日原勝也（首都大学東京） 討論者 田村一軌（アジア成長研究所） 討論者 齋藤久光（北海道大学）
15:00-15:10 休憩

15:10-16:30

不動産 I 交通II 観光 II 知識経済
座長 田島夏与（立教大学） 座長 川﨑晃央（大分大学） 座長 森田 忠士（近畿大学） 座長 大城淳（沖縄大学）

A-4-1 題目 市街地整序化にあらがう既存敷地に関する解析 B-4-1 題目
Spatial Analysis on Accuracy of Travelling Distance on 
Network

C-4-1 題目
The Costs of Urban Agglomeration: Evidence from 
Inbound Tourism Boom in Japan

D-4-1 題目
Excess Joint Ventures with Strategic Technology Non-
Adoption

発表者
加古捺巳（筑波大学）・小林隆史（立正大学）・石井儀
光（国土技術政策総合研究所）・大澤義明（筑波大学）

発表者
鐘岱（筑波大学）・田村 一軌（アジア成長研究所）・大
澤 義明（筑波大学）

発表者 近藤恵介（経済産業研究所） 発表者 水野敬三（関西学院大学）・三上和彦（兵庫県立大学）

討論者 宅間文夫（明海大学） 討論者 瀬木 俊輔（京都大学） 討論者 平松燈（近畿大学） 討論者 松島法明（大阪大学）

A-4-2 題目 Lot Fragmentation and Long-run Urban Development B-4-2 題目
最近の我が国空港における効率性分析 ―包絡分析法と確
率的フロンティア分析法を用いて―

C-4-2 題目
Battles between residents and tourists: On the welfare 
effects of growing tourism 

D-4-2 題目 地域間の知識ネットワークと人口集積

発表者
山﨑潤一（神戸大学）・中島賢太郎（一橋大学）・手島
健介（一橋大学）

発表者
日原勝也（首都大学東京）・山城健悟（首都大学東京）
・小笠原悠（首都大学東京）

発表者 高橋孝明（東京大学） 発表者 大澤実（東北大学）

討論者 山鹿久木 （関西学院大学） 討論者 土居直史（小樽商科大学） 討論者 森田忠士（近畿大学） 討論者 藤嶋翔太（一橋大学）

16:40-17:40
坂下賞受賞講演（第6会場）　司会：城所幸弘（政策研究大学院大学）2018年度坂下賞選考委員会委員長
報告者：伊藤亮（東北大学）　演題：A new framework for input-output analysis in modern spatial economics

17:40-18:20 総会（第6会場）
19:00- 懇親会（佐嘉神社記念館）
＊第6会場にて開催される一般公開セッションについては、別紙プログラム参照のこと



2019年11月15日版
第2日（11月24日（日曜日））

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

9:00-11:00

交通 III 不動産 II 都市経済圏
特定セッション（経済産業研究所 企画）
「九州の地方創生と国際化・イノベーション」

座長 中山晶一朗（金沢大学） 座長 瀬古美喜（武蔵野大学） 座長 長町康平（香川大学） 座長 藤田昌久（京都大学）

A-5-1 題目
一般化傾向スコアマッチングによるゾーン30の事故抑制
効果の検証

B-5-1 題目 Externality of public housing rebuilding C-5-1 題目 文化的財の流通に関する空間経済モデル E-5-1 題目 九州の都市と産業集積Ⅰ

発表者
瀬谷創（神戸大学）・吉田一貴（神戸大学）・井上悟
（国土交通省）

発表者
岡本千草（東京大学）・川口大司（東京大学）・川田恵
介（東京大学）

発表者 田北俊昭（山形大学） 発表者 亀山嘉大（佐賀大学）

討論者 牛島 光一（筑波大学） 討論者 浅田義久（日本大学） 討論者 米本清（高崎経済大学） 討論者 浜口伸明（経済産業研究所・神戸大学）

A-5-2 題目 放射・環状道路網におけるコードン課金とエリア課金 B-5-2 題目
On Bank Pricing of Single-family Residential Home 
Loans: Are Australian Household Paying Too Much?

C-5-2 題目 Inter-city trade E-5-2 題目 九州の都市と産業集積Ⅱ

発表者 宮川雅至（山梨大学） 発表者 Piyush Tiwari（University of Melbourne） 発表者
森知也（京都大学）・Jens Wrona（University of 
Duisburg-Essen）

発表者 浜口伸明（経済産業研究所・神戸大学）

討論者 円山琢也（熊本大学） 討論者 鈴木雅智（東京大学） 討論者 加藤隼人（大阪大学） 討論者 松浦寿幸（慶應義塾大学）

A-5-3 題目
Pass-through with Endogenous Quality: An Empirical 
Study of Per-passenger and Per-flight Airport Charges

B-5-3 題目
Economic fundamentals, demographic dividend and 
house prices: A case study in Japan

C-5-3 題目 Commuting Zones in Japan E-5-3 題目 地域の比較優位と企業の輸出行動

発表者 土居直史（小樽商科大学） 発表者 Ti-Ching Peng（National Taipei University） 発表者
川口大司（東京大学）・足立大輔（Yale University）・
齊藤由紀子（早稲田大学）・深井太洋（東京大学）

発表者 松浦寿幸（慶應義塾大学）

討論者 川﨑晃央（大分大学） 討論者 隅田和人（東洋大学） 討論者 川田恵介（東京大学） 討論者 亀山嘉大（佐賀大学）
11:00-11:10 休憩

11:10-12:30

地域格差 都市経済の理論 NEG理論 I 購買行動 特定セッション「都市間交通」（午前）
座長 平澤 亨輔（札幌学院大学） 座長 金本良嗣（政策研究大学院大学） 座長 小川光（東京大学） 座長 津布久 将史（大東文化大学） 座長 奥村誠（東北大学）

A-6-1 題目
大学進学率の地域格差とその要因－都道府県別に見た学
歴の再生産と選択的人口移動－

B-6-1 題目 Assimilation Patterns in Cities C-6-1 題目
Telecommuting technologies and equilibrium urban 
structure: Why the world is not becoming flat? 

D-6-1 題目
消費者へのアンケート調査にみる決済手段の決定
要因の分析 ―若年世代の金融リテラシーと家計管
理の側面から―

E-6-1 題目
データフュージョンのための都市間旅客需要調査の特性
比較手法の提案

発表者 豊田哲也（徳島大学） 発表者
佐藤泰裕（東京大学）・Yves Zenou（Monash 
University）

発表者 太田充（筑波大学） 発表者 野方大輔（日本大学）・羽石寛志（佐賀大学） 発表者 菅原優志（広島大学）、塚井誠人（広島大学）

討論者 黒田達朗（椙山女学園大学） 討論者 伊藤亮（東北大学） 討論者 大澤実（東北大学） 討論者 小林隆史（立正大学） 討論者 石倉智樹（首都大学東京）

A-6-2 題目

Regional Productivity Disparities, Capital Accumulation, 
and Efficiency in Indonesia: A Convergence Clubs 
Approach Regional Productivity Disparities, Capital 
Accumulation, and Efficiency in Indonesia: A 
Convergence Clubs Approach 

B-6-2 題目
Skill-biased technical change, demographics, and 
market size

C-6-2 題目
各種空間条件におけるNEG モデルの特性評価の理論と数
値解析

D-6-2 題目 持ち家取得時の情報収集行動と住宅満足度 E-6-2 題目
整備費用の利用者負担を考慮した最適都市間旅客交通
ネットワーク構造

発表者 MENDEZ Carlos（名古屋大学） 発表者 福村晃一（香川大学） 発表者 池田清宏（東北大学） 発表者
新倉博明（武蔵野大学）・瀬古美喜（武蔵野大
学）・直井道生（慶應義塾大学）

発表者
奥村誠（東北大学）、細正隆（Nexco中日本）、Tirtom 
Huseyin（日本工営）

討論者 坪田建明（アジア経済研究所） 討論者 安藤朝夫（東北大学） 討論者 森知也（京都大学） 討論者 石川路子（甲南大学） 討論者 奥田隆明（南山大学）
12:30-13:30 休憩

13:30-15:30

交通 IV NEG理論 II 財政 災害 特定セッション「都市間交通」（午後）
座長 寺地祐介（帝塚山大学） 座長 赤松隆（東北大学） 座長 福重 元嗣（大阪大学） 座長 松島 格也（京都大学） 座長 奥村誠（東北大学）

A-7-1 題目
近代日本における鉄道の建設が財の市場間の価格差をど
の程度収束させたか

B-7-1 題目
地域別人口・地域間移動時間の時系列データを利用した
空間経済モデルの推定

C-7-1 題目
地方創生関係交付金事業における広域連携の特徴づけに
関する研究―事業内容、自治体の組み合わせから―

D-7-1 題目
電柱最少経路の検出と災害時相互応援経路への応
用

E-7-1 題目
携帯電話位置情報データの空間パターン分解による新幹
線整備効果の分析

発表者
金子侑樹（筑波大学）・牛島光一（筑波大学）・辻本隆
宏（一橋大学）

発表者 瀬木俊輔（京都大学） 発表者 萩行さとみ（三菱UFJリサーチ&コンサルティング） 発表者
渡司悠人（筑波大学）・鈴木勉（筑波大学）・大
澤義明（筑波大学）

発表者 山口裕通（金沢大学）

討論者 中島賢太郎（一橋大学） 討論者 高山雄貴（金沢大学） 討論者 毛利雄一（計量計画研究所） 討論者 大西正光（京都大学） 討論者 塚井誠人（広島大学）

A-7-2 題目
Households with Every Member Out-of-home
（HEMO）: Comparison using the 1984, 1997, and 2012 
Kumamoto Person Trip Surveys

B-7-2 題目
Stability and sustainability of urban systems under 
commuting and transportation costs

C-7-2 題目 地方自治体のPFI事業実施を決定する要因に関する研究 D-7-2 題目
Impacts of Tsunami experience on land prices: 
Evidence from the Western part of Japan

E-7-2 題目 高速鉄道投資による外国人観光消費の変化

発表者 円山琢也（熊本大学）・深堀達也（熊本大学） 発表者
高山雄貴（金沢大学）・池田 清宏（東北大学）・Thisse, 
J.-F.（UC Louvain）

発表者 原田峻平（岐阜大学） 発表者 芝啓太（信州大学）・佐藤泰裕（東京大学） 発表者
奥田隆明（南山大学）、小竹輝幸（ナビタイムジャパ
ン）

討論者 鵜飼孝盛（防衛大学校） 討論者 田渕隆俊（東京大学） 討論者 林正義（東京大学） 討論者 菅澤武尊（日本住宅総合センター） 討論者 山口裕通（金沢大学）

A-7-3 題目
Optimal Pricing Policy on Railways and Roads 
Considering their Interdependent Congestion in a City

B-7-3 題目 General Equilibrium Theory of Land: The Ghost is Back D-7-3 題目 災害時におけるリアルタイム人流データの解析

発表者
河野達仁（東北大学）・小長根丈慈（東北大学）・桑原
雅夫（東北大学）・上戸圭吾（東北大学）

発表者 藤田昌久（京都大学） 発表者

藤原直哉（東北大学）・矢部貴大（パデュー大
学）・坪内孝太（ヤフー株式会社）・関本義秀
（東京大学）、Satish V. Ukkusuri（パデュー大
学）

討論者 文世一（京都大学） 討論者 尾山大輔（東京大学） 討論者 瀬谷創（神戸大学）

＊第6会場にて開催される一般公開セッションについては、別紙プログラム参照のこと
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第1日（11月23日（土曜日））

第6会場
一般公開セッション　「モビリティイノベーションの最前線」

13:00-14:40

①MaaSそしてスマートシティ
「つくばモデル」　大澤義明（筑波大学未来社会工学開発研究センター）
「クロスセクター効果」　小嶋和法（筑波大学未来社会工学開発研究センター）

②モビリティ研究最前線
「Sharing fuels in transportation」　安東弘泰・前田快・島田夏美・○栗野盛光（慶應義塾大学経済学部）
「IoT車両情報を活用した事前燃費予測の検討」　五島祐樹・○安東弘泰（筑波大学社会工学域）・野口宇宙
「モビリティシェアリングの オペレーション最適化」　高橋直希・木村雅志・山田匡規 ・○吉瀬章子（筑波大学社会工学域）

14:40-14:50 休憩

14:50-16:30

一般公開セッション「鉄道高速化は若者の未来を変えるのか－若者の進路・通学・居住地の意思決定－」

コーディネーター：井原健雄（香川大学名誉教授）
報告（佐賀大学 亀山研究室3年生の調査に基づく問題提起）：中村祐斗・伊藤優汰・田中美樹・堀ひなこ（佐賀大学）
パネルディスカッション登壇者：
蔵本雅史（日本銀行）
近藤明子（四国大学）
西郡　大（佐賀大学）
幕　亮ニ（MK総合研究所・北九州市立大学）

＊第6会場では、16:40-17:40で坂下賞受賞講演、17:40-18:10で応用地域学会総会が開催されます。

第2日（11月24日（日曜日））
第6会場

11:00-12:30

一般公開セッション「Jクラブ・大学・地域の連携が切り拓く地方創生」

司会：田村一軌（アジア成長研究所）

報告：
「スマートスタジアムとJリーガーキャリアパス」 中田浩二（筑波大学・鹿島アントラーズ）
「防災×スポーツ」 八角剛史（福岡地域戦略推進協議会）

ディスカッション：
ファシリテーター：吉田誠一（鹿島アントラーズ・前日本経済新聞社記者）
登壇者：高橋秀人（サガン鳥栖）
　　　　中田浩二（筑波大学・鹿島アントアーズ）
　　　　八角剛史（福岡地域戦略推進協議会）
　　　　坂元康成（佐賀大学）
　　　　大澤義明（筑波大学） 


