
第1日：12月1日（土） 第2版

高塚 創（香川大学） 内藤 徹（同志社大学） 隅田和人（東洋大学）

報告者
共著者

李 宗輝（東北大学）
伊藤 亮（東北大学）

報告者
萩行さとみ（三菱ＵＦＪリサーチ&コン
サルティング）

報告者
共著者

鈴木雅智（東京大学）
Seow Eng Ong（シンガポール国立大
学）、浅見泰司（東京大学）、清水千
弘（日本大学）

討論者 森田 忠士（近畿大学） 討論者 内藤 徹（同志社大学） 討論者 隅田和人（東洋大学）

報告者
李 馨萌（東北大学）
曽 道智（東北大学）

報告者 高野佳佑（株式会社帝国データバン
ク）

報告者 鈴木崇文（東京大学）

討論者 高塚 創（香川大学） 討論者 多々納裕一（京都大学） 討論者 赤木博文（名城大学）

10:20-10:30

伊藤亮（東北大学） 松尾美和（神戸大学） 石倉智樹（首都大学東京） 松島法明（大阪大学） 藤嶋翔太（東京理科大学）

報告者
共著者

森田忠士（近畿大学）
山本和博（大阪大学）

報告者 松尾美和（神戸大学）
報告者
共著者

細江宣裕（政策研究大学院大学）
阿久根優子（日本大学）

報告者
共著者

松島法明（大阪大学）
Zhijun Chen（モナシュ大学）、
Chongwoo Choe（モナシュ大学）

報告者
共著者

田渕隆俊（東京大学）

討論者 伊藤亮（東北大学） 討論者 瀬谷創（神戸大学） 討論者 石倉智樹（首都大学東京） 討論者 北村 紘（京都産業大学） 討論者 文世一（京都大学）

報告者 松本 睦（立命館大学）
報告者
共著者

宮川 翼（神戸大学）
瀬谷創（神戸大学）、力石真（広島大
学）

報告者
共著者

阿久根優子（日本大学）
細江宣裕（政策研究大学院大学）

報告者 川﨑晃央（大分大学）

報告者
共著者

藤原直哉（東北大学）
青木高明（香川大学）、Mark Fricker
（オックスフォード大学）、中垣俊之
（北海道大学）

討論者 小川光（東京大学） 討論者 松尾美和（神戸大学） 討論者 小西葉子（経済産業研究所） 討論者 松島法明（大阪大学） 討論者 藤嶋翔太（東京理科大学）

11:50-13:00

川脇康生（関西国際大学） 赤松隆（東北大学） 川田恵介（東京大学） 高橋孝明（東京大学） 奥田隆明（南山大学）

報告者
共著者

安田昌平（慶応義塾大学）
宅間文夫（明海大学）

報告者
共著者

赤松 隆（東北大学）
秋本克哉（東北大学）

報告者 大野由香子（慶応義塾大学）

討論者 岩田真一郎（富山大学） 討論者 宇野浩司（大阪府立大学） 討論者 川田恵介（東京大学）

報告者
共著者

隅田和人（東洋大学）
瀬古美喜（武蔵野大学）、吉田二郎
（ペンシルべニア州立大学）

報告者
共著者

太田充（筑波大学）
山下裕（北海道大学）

報告者
共著者

定行泰甫（早稲田大学）
有村俊秀（早稲田大学）

報告者
共著者

中村良平（岡山大学）
長宗武司（岡山大学）

討論者 行武憲史（日本大学） 討論者 赤松隆（東北大学） 討論者 島根哲哉（東京工業大学） 討論者 矢澤則彦（東京国際大学）

報告者
共著者

直井道生（慶應義塾大学）
安田昌平（（公財）日本住宅総合セン
ター／慶應義塾大学）、行武憲史（日
本大学）

報告者
共著者

相澤大輝（東北大学）
池田清宏（東北大学）、大澤実（東北
大学）、恩田幹久（東北大学）、木暮
洋介（東北大学）

報告者
討論者

吉田 惇（東北大学）
河野達仁（東北大学）、光廣陽平（総
務省）

報告者
共著者

佐藤泰裕（東京大学）
岡本千草（東京大学）

討論者 川脇康生（関西国際大学） 討論者 吾郷貴紀（専修大学） 討論者 城所幸弘（政策研究大学院大学） 討論者 田島夏与（立教大学）

15:00-15:10 休憩

堤 盛人（筑波大学） 川崎晃央（大分大学） 藤田昌久（甲南大学）

報告者
共著者

小又暉広（筑波大学）
小林隆史（立正大学）、大澤義明（筑
波大学）

報告者 日原勝也（首都大学東京）
報告者
共著者

四衢 深（筑波大学）
大澤義明（筑波大学）

討論者 山鹿久木（関西学院大学）

討論者 円山琢也（熊本大学） 討論者 松島格也（京都大学） 討論者 近藤恵介（経済産業研究所）

報告者
共著者

円山琢也（熊本大学）
細谷謙太（熊本県庁）、川野倫輝（熊
本大学）

報告者
共著者

森本 裕（甲南大学） 報告者 田北俊昭（山形大学）
報告者
共著者

森知也（京都大学）
武田航平（LSE）

討論者 堤 盛人（筑波大学） 討論者 川崎晃央（大分大学） 討論者 藤田昌久（甲南大学） 討論者 佐藤泰裕（東京大学）

17:40-18:20
18:40-20:40

座長

第2会場（1F Q103）

Multi-Product Public Firm’s Privatization and
Free-Entry of Private Firms

第1会場（1F Q102）

座長

第3会場（1F Q104）

はじめに
報告者: 金本良嗣（政策研究大学院大学）
2015年国勢調査に基づく都市雇用圏につい
て
報告者: 西澤明（東京大学）

14:35-14:45

Supply Elasticity of Housing Market in Japan

報告者
共著者

中島賢太郎（一橋大学）
細野薫（学習院大学），水田岳志（一
橋大学），植杉威一郎（一橋大学）4-3D

Analysis of Airport-Airline Relationship with a
Third Party Tourism Promotion

3-3C

3-4A

航空

二次元空間における Fujita-Ogawa モデルの
確率安定性解析

Oligopsony in Local Labor Markets: The Case
of Japanese Female Part-Time Employees

市町村単位と都市圏および地域就業圏域に
おける経済効果の異なり

4-3B

Highways, High-Speed Railways and the
Growth of Japanese Cities

2018年度応用地域学会研究発表大会プログラム

10:30-11:50

租税

3-3A

3-2A

小売

日本経済の実証

座長

座長 座長

特定セッション２（一般公開）
スーパー・メガリージョン

座長

1-3A

座長

1-1B

昼食

座長

2-2B

4-3E

休憩

座長

An Ex-Post Analysis of Japanese Emission
Trading Scheme

日本の農家の多様性：ミクロデータに基づく分
析

1-1A

座長

4-3A1
4-3A2
(15分)

京都市の細街路政策の評価

Inferring Proxy-Response Bias in Household
Travel Survey by Group-Based Discrete
Choice Model

懇親会（会場：リアン（キャンパス内））

第5会場（3F Q314）

5-2A

座長

第4会場（3F Q313)

都市形成の理論企業間競争

4-2A

4-2B 5-2B

総会（DB11教室（D棟地下））

人口減少下での寺院経営に関する分析

文化都市解析

16:40-17:40

1-4B

1-4A

3-4B2-4B

9:00-10:20

Earlybird2

住宅

座長

都市問題の数理解析１

13:00-15:00

Earlybird1 (English Session)

Production Inefficiency, Cross-Ownership
and Partial Tax Coordination

農業

15:10-16:30

坂下賞受賞講演（DB11教室（D棟地下））    司会：2017年度坂下賞選考委員会委員長
報告者： 直井道生（慶應義塾大学）　演題：Post-Disaster Assistance, Local Government Spending, and the Samaritan's Dilemma

1-3C

Spatial Equilibria and Bifurcations under
Symmetry in Economic Geography Models
with Three Regions

2-4A

Demand Leakage from a Local Airport to a
Regional Main Airport

4-3C

座長

右折禁止交通の効率性-自動運転時代に迎
え-

Competitive Personalized Pricing

地域の自然や歴史文化の伝承活動と空間経
済の関連性

東日本大震災前後における建物倒壊危険度
が住宅市場に与えた影響の検証

自由化による農家の選別と輸出可能性: メ
リッツ型応用一般均衡モデルによる分析

遺産動機と住居の転居・改修

Long-run Renewal of REIT Property Portfolio
through Strategic Divestment

The Impacts of High-Speed Rail Construction
on Urban Agglomerations: Evidence from
Kyusyu in Japan

Simultaneous Optimization of Multiple Taxes
on Car Use and Tolls Considering the
Marginal Cost of Public Funds in Japan

座長

2-3B

2-3C

地方創生交付金における連携自治体組み合
わせに関する地理的分析

3-2B

政府間財政移転の資本化に関する研究

2-1B

特定セッション１
都市圏データに基づく空間経済分析

2-3A

5-3

＜基調講演＞
　スーパー・メガリージョン構想～中間報告～
＜パネルディスカッション＞
　スーパー・メガリージョンの実現に向けて
　　　　　～中部地域の視点から～
<趣旨>
　現在、国土交通省ではリニア中央新幹線の
開業を見据えた新しい空間計画として「スー
パー・メガリージョン構想」を検討している。こ
の特定セッションでは、国土交通省から「スー
パー・メガリージョン構想」の中間報告につい
てご説明頂いた後、2027年にリニア中央新幹
線の開業が予定されている中部地域の視点
から、スーパー・メガリージョンを実現するため
には如何なる取組みを強化する必要があるの
かについて考える。

Pattern formation and co-existence of steady
states in a co-evolving model of cities and
roads

Where Do the Rich Live in a Big City?

Effects of Dual Networks on Tax
Competition: Geography and Transaction

Frictional Unemployment and Agglomeration

休憩

Welfare, Tax Discrimination, and Horizontal
Foreign Direct Investment

Does the Disaster Risk Change the Inter-
Firm Transaction Network Spatially? Evidence
from the Great East Japan Earthquake and
Nankai Trough Earthquake

2-1A

Earlybird3
座長

3-1A

3-1B

2-2A

座長

1-2A

Inter- and Intra-Regional Competition among
Retail Industries: Empirical Evidences from
Japan

1-2B

商業統計を用いた大規模小売店舗の出店が
既存店舗の撤退・売上げに与える影響に関す
る検証

3-3B1-3B

Potential Game on Measures and its
Dynamical Behavior



第2日：12月2日（日）

高山雄貴（金沢大学） 直井道生（慶應義塾大学） 相浦洋志（南山大学）

報告者
共著者

壇辻貴生（東京工業大学）
福田大輔（東京工業大学）

報告者 岡本千草（東京大学） 報告者 村山 透（筑波大学）

討論者 高山雄貴（金沢大学） 討論者 中川雅之（日本大学） 討論者 相浦洋志（南山大学）

報告者
野田寛人（慶応義塾大学）
栗野盛光（慶應義塾大学）、髙原 勇
（筑波大学）、綿引由美（筑波大学）

報告者 黒田雄太（東北大学）
報告者
共著者

欧陽君顔（筑波大学）
大澤義明（筑波大学）

討論者 森本脩平（首都大学東京） 討論者 直井道生（慶應義塾大学） 討論者 小柳淳二（鳥取大学）

10:20-10:30

大城淳（沖縄大学） 平松燈（近畿大学） 徳永澄憲（麗澤大学） 林正義（東京大学）

報告者
共著者

曽道智（東北大学）
劉静怡（仙台銀行）

報告者
共著者

文世一（京都大学）
今井雄一（ワシントン大学）

報告者 米本 清（高崎経済大学）
報告者
共著者

林正義（東京大学）
鈴木崇史（東京大学）

討論者 田中仁史（北海学園大学） 討論者 津布久将史（大東文化大学） 討論者 奥山忠裕（長崎県立大学） 討論者 広田啓朗（武蔵大学）

報告者 長町康平（香川大学）
報告者
共著者

河野達仁（東北大学）
桑原雅夫（東北大学）、竹田良弘
（ANA）

報告者 片岡光彦（立教大学） 報告者 太田和博（専修大学）

討論者 大城淳（沖縄大学） 討論者 平松燈（近畿大学） 討論者 徳永澄憲（麗澤大学） 討論者 林正義（東京大学）

11:50-13:00

河端瑞貴（慶應義塾大学） 中島賢太郎（一橋大学） 曽道智（東北大学） 河野達仁（東北大学）

報告者 坂本博（アジア成長研究所） 報告者
共著者

森知也（京都大学）
坂口翔政（東京大学）

報告者
共著者

大澤 実（東北大学）
赤松 隆（東北大学）

報告者
共著者

石倉智樹（首都大学東京）
尾山梓（経済産業省）

討論者 宮澤和俊（同志社大学） 討論者 荒田禎之（経済産業研究所） 討論者 川森智彦（名城大学） 討論者 山崎雅人（名古屋大学）

報告者 宅間文夫（明海大学） 報告者 YU, KIJUN（青山学院大学）

報告者
共著者

木暮洋介（東北大学）
池田清宏（東北大学）、大澤実（東北
大学）、恩田幹久（東北大学）、相澤
大輝（東北大学）

報告者
共著者

坂本直樹（山形大学）
生川雅紀（岡山大学）

討論者 坂本博（アジア成長研究所） 討論者 中島賢太郎（一橋大学） 討論者 曽道智（東北大学） 討論者 河野達仁（東北大学）

報告者 近藤恵介（経済産業研究所）
報告者
共著者

藤嶋翔太（東京理科大学）
星野匡郎（早稲田大学）、菅原慎矢
（東京理科大学）

報告者
高山雄貴（金沢大学）

報告者
共著者

亀山嘉大（佐賀大学）
佐伯直克（北九州市港湾空港局ク
ルーズ）

討論者 河端瑞貴（慶應義塾大学） 討論者 中嶋 亮（慶応義塾大学） 討論者 大澤実（東北大学） 討論者 米本 清（高崎経済大学）

格子状経済空間における幾何学的安定パ
ターン

動的混雑料金が都市空間構造に与える影響

昼食

4-6A

1-7B

1-7C 2-7C

2-7B

2-7A

人口

福岡県における市町村人口の変遷と確率動
向

休憩

13:00-15:00

座長 座長

4-7C

4-7B

3-7C

3-7B

座長

4-7A3-7A1-7A

座長

クルーズ船の船員の寄港地（北九州港）にお
ける観光行動の規定要因とオプション価値の
分析

Heterogeneous Treatment Effects of a
Place-Based Policy: The Role of Production
Networks

日本における人口移動：通勤編

評価・計測都市構造

3-6A

座長

過疎地のライドシェア実証実験の限界

座長

9:00-10:20

10:30-11:50

1-6A

1-6B 2-6B

Earlybird4
座長

列車内混雑とボトルネック渋滞を考慮した都
市部の交通手段・出発時刻同時選択モデル

待機児童問題解消のための助成金の設計

The Role of Population Concentration in the
Development and Spatial Diffusion of General
Purpose Technologies

Neighborhood Externalities from “One-room
Apartments”

1-5A

1-5B

Earlybird5

Product Cycles and Growth Cycles Revisited
with Mobile Capital

座長
交通

座長
生産技術

座長

2-5A

2-5B

Collaborative Knowledge Creation: Evidence
from Japanese Patent Data

火山噴火降灰による交易および物流への広
域的な影響評価に関する基礎的研究

心肺停止傷病者の救急搬送時間短縮による
生存率・社会復帰率の改善便益の計測

景気における集積の経済に関する研究
小地域単位の人口動態検討のための基礎分
析　－アンケート個票を活用した住み替え意
思決定の要因分析－

4-6B

産業の実証分析

財政

Emergence of Urban Landscape: Equilibrium
Selection in a Location Choice Game
between Firms and Households

Performance Measurement of Local Public
Service Provisions in Indonesia: A Data
Envelopment Analysis Approach

Economics of Global Terminal Operator

第4会場（3F Q313)

Land Use Regulation and Transportation
Policies with Two Transport Modes: the
Bottleneck Congestion Case

第3会場（1F Q104）第2会場（1F Q103）第1会場（1F Q102）

時間帯による複数市場の分析

道路特定財源の一般財源化による建設国債
発行枠の拡大

3-6B

座長

3-5A

Does Disclosure of School Quality Information
Increase the Gap or Inequality? Evidence
from Rental Housing Data

Earlybird6

2-6A

Capitalization and Municipal Mergers: An
Evaluation of a Territorial Reform in Japan

3-5B

Reference Dependent Preferenceと地方公共
財

公共財


