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A-1. Early Bird（空間経済1） B-1. Early Bird（空間経済2） C-1. Early Bird（不動産） D-1. Early Bird（交通） E-1. Early Bird（公共経済）

田渕隆俊（中央大学） 文世一（京都大学） 堤盛人（筑波大学） 松島格也（京都大学） 佐藤泰裕（東京大学）

A-1-1 題目
Toward understanding the roles of consumer preferences in
innovation processes B-1-1 題目

Face-to-face communication and urban structures: Do cities
change with prevailing telework? C-1-1 題目

東京オフィス市場では非対称な賃料調整過程が存在するの

か？
D-1-1 題目

利用者の異質性を考慮したコリドーネットワーク出発時刻選

択問題
E-1-1 題目

The Spatial Distribution of Single Mother Households:
Comparison to before and after The Great East Japan
Earthquake and Tsunami

発表者

Du, Yunhan（東北大学）・Yoshinori Tone (JAVIS CO., LTD.,
Hanoi, Vietnam)・Akihito Sudo（静岡大学）・Naoya Fujiwara
（東北大学）

発表者 坪井和史（東北大学） 発表者
松尾和史（筑波大学）・堤盛人（筑波大学）・今関豊和（株

式会社オフィスビル総合研究所）
発表者

酒井高良（東北大学）・赤松隆（東北大学）・佐津川功季

（東北大学）
発表者 柴辻優樹（慶應義塾大学）

討論者 青木高明（香川大学） 討論者 太田充（筑波大学） 討論者 岩田真一郎（神奈川大学） 討論者 壇辻貴生 （金沢大学） 討論者 山鹿久木（関西学院大学）

A-1-2 題目
Two-dimensional Geographical Position as a Factor in
Determining the Growth and Decline of Retail Agglomeration B-1-2 題目 時間空間の集積--NEGモデルを応用した分析-- C-1-2 題目

The impact of real estate market from the big earthquake:
case of Tokyo D-1-2 題目

都市機能・交通軸の空間配置最適化モデルを用いた最適集約

方針の解明
E-1-2 題目

Passive or Active? Behavioral Changes in Different Designs of
Search Experiments

発表者 相澤大輝（東北大学）・河野達仁（東北大学） 発表者 村山透（筑波大学） 発表者 三河直斗（慶應義塾大学） 発表者 須ヶ間淳（東北大学）・奥村誠（東北大学） 発表者
三上亮（大阪大学）・橘高勇太（神戸大学）・島田夏美（大

阪大学）

討論者 田渕隆俊（中央大学） 討論者 藤嶋翔太（一橋大学） 討論者 堤盛人（筑波大学） 討論者 松島格也（京都大学） 討論者 三浦貴弘（大阪大学）

A-1-3 題目
Tourism and the Spatial Economy: A Quantitative Analysis of
Japan B-1-3 題目

A system-of-cities model considering spatio-temporal
agglomeration economies C-1-3 題目

東日本大震災被災地域の震災リスクに対する住民評価の変

遷ーヘドニックアプローチを用いた中期的分析ー
D-1-3 題目

Climate Mitigation and Spatial Distribution of Automobile
Demand: The Role of Income, Public Transit, and Portfolio
Preferences

E-1-3 題目
法改正が政府調達に与える影響 ―独占禁止法改正と入札談合

等関与行為防止法改正の事例から―

発表者 相場郁人（東京大学） 発表者
苗璐（金沢大学）・高山雄貴（金沢大学）・山口裕通（金沢

大学）
発表者 高橋海里（青山学院大学） 発表者

黒田翔（筑波大学）・小西祥文（慶應義塾大学）・馬奈木俊

介（九州大学）
発表者 佐藤峰（名古屋市立大学）

討論者 大城淳（沖縄大学） 討論者 文世一（京都大学） 討論者 奥村誠（東北大学） 討論者 北野泰樹（青山学院大学） 討論者 中林純（近畿大学）

11:00-11:10 休憩
A-2. 感染症 B-2. 地域活性化 C-2. 不動産1

藤原直哉（東北大学） 近藤恵介（独立行政法人経済産業研究所） 中川雅之（日本大学）

A-2-1 題目
Does COVID-19 pandemic change our daily mobility?
Evidence from Japanese cellar-phone data B-2-1 題目 夕日トワイライト景観による道北活性化 C-2-1 題目

Discrimination against the atypical type of tenants in the Tokyo
private rental housing market: Evidence from moving-in
inspection and rent

発表者
伊藤亮（東北大学）・坪井和文（東北大学）・藤原直哉（東

北大学）
発表者

幸坂麻琴（筑波大学）・大澤義明（筑波大学）・小林隆志

（立正大学）
発表者

鈴木雅智（東京大学）・川井康平（麗澤大学）・清水千弘

（日本大学・東京大学）

討論者 川田恵介（東京大学） 討論者 田北俊昭（山形大学） 討論者 中川雅之（日本大学）

A-2-2 題目 Tax or Subsidy on Interregional Travel with Infectious Diseases B-2-2 題目
The spillover effect of compact city policy on incumbent
retailers in Toyama City C-2-2 題目 市町村別に見た住宅地地価の形成要因2013～2020年

発表者 土居直史（小樽商科大学）・山崎慎吾（広島大学） 発表者
岩田真一郎（神奈川大学）・近藤恵介（独立行政法人経済産
業研究所）

発表者 豊田哲也（徳島大学）

討論者 伊藤亮（東北大学） 討論者 岡本千草（中央大学） 討論者 瀬谷創（神戸大学）

12:30-13:30 休憩

A-3. 空間経済 B-3. 災害 C-3. 交通1

山本和博（大阪大学） 大西正光（京都大学） 円山琢也（熊本大学）

A-3-1 題目
Maximum likelihood estimation of quantitative spatial
economics models B-3-1 題目

Natural Disasters and Firm Selection: Heterogeneous Effects
of Flooding Events on Manufacturing Sectors in Japan C-3-1 題目 交通系ICカードデータとキャンパスモビリティ改善

発表者 瀬木俊輔（神戸大学） 発表者
吉田惇（九州大学）・内田真輔（名古屋市立大学）・野原克

仁（北星学園大学）・日引聡（東北大学）
発表者

西村詩央里（筑波大学）・野口宇宙（筑波大学）・大澤義明

（筑波大学）

討論者 村上大輔（統計数理研究所） 討論者 近藤恵介（独立行政法人経済産業研究所） 討論者 円山琢也（熊本大学）

A-3-2 題目
A Core-Periphery Model under Additively Separable
Preferences B-3-2 題目 賃貸住宅市場における水害リスク認知と浸水被害の影響 C-3-2 題目 時間制約を考慮した都市間3PL物流網最適化

発表者
曽道智（東北大学）・Wang Congcong (東北大学・浙江大

学)・朱希偉（浙江大学）
発表者

安田昌平（日本大学）・菅澤武尊（日本住宅総合セン

ター）・大坪未奈（日本大学）
発表者

奥村誠（東北大学）・古屋拓人（東北大学）・Yuan Jingyi
（東北大学）

討論者 山本和博（大阪大学） 討論者 高野圭佑（筑波大学） 討論者 石倉智樹（東京都立大学）

14:50-15:00 休憩

A-4. 都市構造 B-4. 因果推論 C-4. 交通2

曽道智（東北大学） 織田澤利守（神戸大学） 奥村誠（東北大学）

A-4-1 題目 テレワークが都市構造に与える影響の分析 B-4-1 題目
統計的因果探索に基づく全国道路アクセスのストック効果検

証
C-4-1 題目

On the Use of Vehicle Flows Data to Assess Local Economic
Activity: The Case of Philippine

発表者 猪原龍介（亜細亜大学） 発表者 塚井誠人（広島大学）・杉原豪（ネクスコ中日本） 発表者
中島賢太郎（一橋大学）・Eugenia C. Go (ADB)・Yasuyuki
Sawada (U. Tokyo)・Kiyoshi Taniguchi (ADB)

討論者 吾郷貴紀（専修大学） 討論者 織田澤利守（神戸大学） 討論者 ケオラ・スックニラン（アジア経済研究所）

A-4-2 題目
Urban spatial structures from human flow by Hodge-Kodaira
decomposition B-4-2 題目

マッチング・共変量バランス・因果効果推定バイアス：モン

テカルロ・シミュレーションによる分析
C-4-2 題目

Heterogeneous households’ choices of departure time and
residential location in a multiple-origin rail system: market
equilibrium and the first best solution

発表者
藤嶋翔太（一橋大学）・青木高明（香川大学）・藤原直哉

（東北大学）
発表者 福井秀樹（愛媛大学） 発表者 河野達仁（東北大学）・Joji Konagane (Tohoku University)

討論者 福田大輔（東京大学） 討論者 塚井誠人（広島大学） 討論者 高山雄貴（金沢大学）

17:30-18:10 総会

18:10-19:40 オンライン懇親会

座長 座長

座長 座長

第1日（11月20日（土曜日）)

9:00-11:00

座長 座長 座長

11:10-12:30

座長

15:00-16:20

16:30-17:30
坂下賞受賞講演　司会：松島格也（京都大学）　2020年度坂下賞選考委員会委員長

報告者：瀬谷創（神戸大学）　演題：空間計量経済学―その到達点と展望

13:30-14:50

座長 座長 座長

座長 座長 座長
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A-5. 産業集積 B-5. 財政

森知也（京都大学） 小川光（東京大学）

A-5-1 題目 地域特化と都市化経済の範囲はどれほど広いのか

発表者 Yu Kijun（青山学院大学）

討論者 唐渡広志（富山大学）

A-5-2 題目 文化的財の貿易と文化的財産業の集積の特殊性 B-5-2 題目 水道事業における民間委託の効率性分析

発表者
田北俊昭（山形大学）・鶴田大奈（山形大学）・田村塔也
（岩手県）

発表者 塩津ゆりか（京都産業大学）・菅原宏太（京都産業大学）

討論者 髙塚創（大阪市立大学） 討論者 小川光（東京大学） 座長 大澤義明（筑波大学）

A-5-3 題目
昨今の製造業を中心とした産業の集積・分散度に関する分
析： 2016年経済センサス市町村データを用いて

B-5-3 題目
Yardstick Competition and Spatial Interdependence of Cost
Efficiency in Local Governments: Development of an
Interpretable Spatial Inefficiency Stochastic Frontier Model

題目 ネット投票によりデジタル民主主義を推進する

発表者 米本清（高崎経済大学） 発表者 塚本高浩（中京大学）・前田出（豊橋市役所） 発表者 森祐介（つくば市役所）

討論者 森知也（京都大学） 討論者 林正義（東京大学） 討論者 河端瑞貴（慶応大学）

11:00-11:10 休憩 題目 遺産相続で発生する空き家・所在者不明土地を減らす

A-6. イノベーション B-6. 都市計画 C-6. 産業組織1 発表者 藤巻米隆（株式会社ルリアン）

中島賢太郎（一橋大学） 河野達仁（東北大学） 水野敬三（関西学院大学） 討論者 内藤徹（同志社大学）

A-6-1 題目
Knowledge spillovers through industry-university research
collaborations B-6-1 題目

間接的災害リスクと人口分布の変化–CBDからの一定範囲に
おける被災リスクの分析– C-6-1 題目

Privatization and optimal vertical structure in network
industries 題目 並行在来線のマネジメントで沿線地域を活性化させる

発表者 岡本千草（中央大学） 発表者 香川涼亮（立教大学）・村山透（筑波大学） 発表者 川崎晃央（大分大学） 発表者 岡田忠夫（しなの鉄道株式会社）

討論者 中島賢太郎（一橋大学） 討論者 河野達仁（東北大学） 討論者 水野敬三（関西学院大学） 討論者 亀山嘉大（佐賀大学）

A-6-2 題目
Foreign Direct Investment and Quality Upgrading in
Indonesian Manufacturing B-6-2 題目 遠距離相続と遺産移動 C-6-2 題目

Digital Platformer Economy with Network Externalities-A
Pathway to Sharing Economy

発表者 齋藤久光（北海道大学）・松浦寿幸（慶應義塾大学） 発表者
宇佐美朋香（株式会社ルリアン）・阿部くらん（筑波大
学）・小西弘樹（株式会社ルリアン）・藤巻米隆（株式会
社ルリアン）・大澤義明（筑波大学）

発表者 日原勝也（東京都立大学）

討論者 伊藤匡（学習院大学） 討論者 直井道生（慶応大学） 討論者 川崎晃央（大分大学）

12:30-13:30 休憩

A-7. 公共経済 B-7. 不動産2 C-7. 産業組織2 D-7. 交通3

高橋孝明（東京大学） 清水千弘（日本大学） 松島法明（大阪大学） 城所幸弘（政策研究大学院大学）

A-7-1 題目 平成の大合併による市町村隣接関係の変化 B-7-1 題目 土壌汚染対策法と不動産に関する実証分析 C-7-1 題目 Naked Exclusion under Exclusive-offer Competition D-7-1 題目 携帯電話人流データによる道路利用者と管理者の関係

発表者
川辺怜（筑波大学）・田宮圭祐（株式会社パスコ）・鈴木
勉（筑波大学）・大澤義明（筑波大学）

発表者 野村魁（東海大学） 発表者
松島法明（大阪大学）・北村紘（京都産業大学）・佐藤美
里（岡山大学）・田村彌（名古屋大学）

発表者
一井直人（筑波大学）・佐野雅人（筑波大学）・鈴木勉
（筑波大学）・大澤義明（筑波大学）

討論者 大窪和明（東北大学） 討論者 原野啓（明海大学） 討論者 佐藤進（一橋大学） 討論者 井上亮（東北大学）

A-7-2 題目
Spatial gaps in minimum wages and job search of young
workers: Evidence from Japan B-7-2 題目

賃貸住宅管理コストが仲介事業者の外国人差別対応に与え
る影響

C-7-2 題目
Managing Self-Investments When An Original Equipment
Manufacturer Competes with Its Contract Manufacturer D-7-2 題目 低公害燃料車所有の規定要因に関するパネルデータ分析

発表者
近藤恵介（独立行政法人経済産業研究所）・浜口伸明（神
戸大学）

発表者
菅澤武尊（公益財団法人日本住宅総合センター）・原野啓
(明海大学) 発表者

潘聡（京都産業大学）・Michael Kopel (University of Graz)・
吉田翔平（獨協大学）

発表者 亀山嘉大（佐賀大学）・伊藤優汰（システムソフト）

討論者 佐藤泰裕（東京大学） 討論者 佐々木周作（東北学院大学） 討論者 松島法明（大阪大学） 討論者 北村友宏（同志社大学）

A-7-3 題目
Admission to childcare facilities and migration between
regions in an OLG model with endogenous fertility B-7-3 題目

Factory land-use change and residential and industrial mixed
areas

発表者 内藤徹（同志社大学）・橋本浩幸（兵庫県立大学） 発表者
福井紳也（大阪産業経済リサーチ＆デザインセンター・神戸大
学）・Luong Anh Dung（大阪産業経済リサーチ＆デザインセン
ター・神戸大学）

討論者 高橋孝明（東京大学） 討論者 清水千弘（日本大学）

座長

特定セッション「ローカルルールを見直し地域を再生する―デジタ
ル時代を踏まえた産官学の新たな取り組み―」

9:50-
11:50

座長 座長

座長

座長 座長座長

11:10-12:30

13:30-15:30

第2日（11月21日（日曜日））

9:00-11:00

座長

座長
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