
ポリシー・モデリングワーク・ショップ報告書 

2018年 2月 4日 

細江宣裕 

 

本研究会は、細江宣裕と岡本亮介が中心となって、おもに学外から最新の研究を行う研究者を招聘し、

合計 6回のワークショップを開催した。都市経済やネットワークといった空間的な経済現象を中心としつ

つも、マクロ経済動学の基礎研究や、産業組織に関する理論研究などの幅広い分野について最新の

研究動向を把握し、岡本が代表者を務める科研費プロジェクトと連携しつつ、学内外からの参加者の研

究に大いに貢献した。(具体的には次ページ以下に示すとおり。)また、継続的・定期的に開催すること

で、研究者間のネットワークの形成にとっても有意義な会合となっている。 

 

 

  



第 1回ポリシー・モデリング・ワークショップ開催報告書  

  

開催日時：2017年 4月 22日（土） 14：00-18：00 

開催場所：政策研究大学院大学 研究会室 B(4階) 

 

出席者： 

村田安寧  日本大学   研究報告 

馬奈木俊介 九州大学   研究報告 

芦谷政浩  神戸大学 

北野泰樹  青山学院大学 

吉田恵子  桃山学院大学 

村尾徹士  九州大学 

村山徹  筑波大学 

太田充  筑波大学 

古沢泰治  一橋大学 

細江宣裕 

岡本亮介 

 

(計:学外 9名、学内教員 2名) 

 

概要： 

 2017年 4月 22日のポリシー・モデリング・ワークショップでは、2名の報告者から研究報告があった。

それぞれ、”Distorted Monopolistic Competition”という論題で、企業の異質性があるもとで企業の過

剰参入や過剰生産の程度を具体的に計量しようとする研究と、”Inclusive Wealth of Nations”という

論題で、既存の GDP のようなマクロの集計指標を補完する、より包括的な指標の開発と適用に関する

研究報告であった。これらに対して、学外から招いた芦谷政浩、吉田恵子、村尾徹士先生らから、利用

しているイギリスやフランスの企業データを用いた場合の結果の特性や、Sustainable Development 

Goals や HDI(人間開発指標)との間の関係といった観点からいくつかの観点からコメントがなされるな

ど、活発な意見交換が行われた。ワークショップ後、時間内で説明しきれなかった点について詳細なデ

ィスカッションを行った。 

 

  



第 2回ポリシー・モデリング・ワークショップ開催報告書  

  

開催日時：2017年 5月 27日（土） 14：00-18：00 

開催場所：政策研究大学院大学 研究会室 B(4階) 

 

出席者： 

岩田真一郎 富山大学   研究報告 

松木佑介  長崎大学   研究報告 

芦谷政浩  神戸大学 

北野泰樹  青山学院大学 

村山徹  筑波大学 

太田充  筑波大学 

細江宣裕 

岡本亮介 

 

(計:学外 6名、学内教員 2名) 

 

概要： 

 2017年 5月 27日のポリシー・モデリング・ワークショップでは、2名の報告者から研究報告があった。

それぞれ、” Housing Assets and Consumption among the Japanese Elderly”という論題で、日本

の家計の資産評価額、とくに、不動産評価額が変化した場合に、家計消費がどのように変化するかを計

量分析する研究と、 ”Auctions and Information Rent: An Example from the Kesennuma 

Swordfish Market”という論題で、構造モデルを用いて、気仙沼魚市場の競りのデータから、落札者が

獲得する情報レントの大きさを計測しようとする研究報告であった。これらに対して、学外から招いた芦

谷政浩先生らから、家計の資産評価の方法や、海外の既存文献との評価軸の違い、あるいは、情報レ

ントの大小それ自体をどのように評価するべきかといった観点からいくつかのコメントがなされるなど、活

発な意見交換が行われた。ワークショップ後、時間内で説明しきれなかった点について詳細なディスカ

ッションを行った。 

  



第 3回ポリシー・モデリング・ワークショップ開催報告書  

  

開催日時：2017年 7月 8日（土） 14：00-18：00 

開催場所：政策研究大学院大学 研究会室 B(4階) 

 

出席者： 

齊藤有希子 経済産業研究所     (報告者) 

齋藤久光  北海道大学大学院経済学研究科   (報告者) 

芦谷政浩  神戸大学大学院経済学研究科 

吉田恵子  桃山学院大学経済学部 

安田聡子  政策研究大学院大学(客員)/関西学院大学 

鶴田伸介  株式会社地域計画連合 

村山透  筑波大学大学院 システム情報工学研究科 博士後期課程 

北野泰樹  青山学院大学国際マネジメント研究科 

古沢泰治  一橋大学経済学部 

村田安寧  日本大学総合科学研究科 

岡本亮介 

細江宣裕 

(計:学外 10名、学内教員 2名) 

 

概要： 

 2017 年 7 月 8 日のポリシー・モデリング・ワークショップでは、2 名の報告者から研究報告があった。

それぞれ、”Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake”およ

び「集積の経済・生産性と品質改善」という論題で、日本の企業間取引において川上・川下企業への波

及効果を測るもの、また、集積の経済が製品品質に与える影響を測る研究報告であった。これらに対し

て、学外から招いた芦谷政浩先生らから、計量経済モデルの背後にある理論モデルと実際の推定も出

るとの間の関係や、製品価格を測る方法として価格情報を用いることの妥当性といった観点からいくつ

かのコメントがなされるなど、活発な意見交換が行われた。ワークショップ後、時間内で説明しきれなか

った点について詳細なディスカッションを行った。 

 

  



第 4回ポリシー・モデリング・ワークショップ開催報告書  

  

開催日時：2017年 9月 2日（土） 14：00-18：00 

開催場所：政策研究大学院大学 研究会室 B(4階) 

 

出席者： 

田島夏与  立教大学経済学部    (報告者) 

太田充  筑波大学大学院システム情報工学研究科 (報告者) 

芦谷政浩  神戸大学大学院経済学研究科 

紺野由希子 立教大学経済学部 

鶴田伸介  株式会社地域計画連合 

北野泰樹  青山学院大学国際マネジメント研究科 

佐々木彈  東京大学社会科学研究所 

村田安寧  日本大学総合科学研究科 

伊藤有希  横浜国立大学国際社会科学研究院 

岡本亮介 

細江宣裕 

(計:学外 9名、学内教員 2名) 

 

概要： 

 2017 年 9 月 2 日のポリシー・モデリング・ワークショップでは、2 名の報告者から研究報告があった。

それぞれ、”How do agricultural markets respond to radiation risk? Evidence from the 2011 

disaster in Japan”および「測度上のポテンシャルゲームとそのダイナミクス」という論題で、2011 年の

東日本大震災後に青果物(とくに福島産)の価格がどのように影響を受けたのかを明らかにした計量分

析、複数のエージェントの立地をその密度によって捉えることで一般化したモデルを用いて都市の形成

パタンを明らかにする理論分析であった。これらに対して、学外から招いた芦谷政浩先生らから、複数

の財や産地、市場間の相互作用を考える必要性や、異なる都市の生成パタンが発生する場合に、その

境界領域に於いてどのようなパタンが発生しているのかといったといった観点からいくつかのコメントが

なされるなど、活発な意見交換が行われた。ワークショップ後、時間内で説明しきれなかった点について

詳細なディスカッションを行った。 

 

  



第 5回ポリシー・モデリング・ワークショップ開催報告書  

  

開催日時：2017年 12月 2日（土） 14：00-18：00 

開催場所：政策研究大学院大学 研究会室 B(4階) 

 

出席者： 

堀井亮   大阪大学     (報告者) 

西脇雅人  大阪大学     (報告者) 

北野泰樹  青山学院大学国際マネジメント研究科 

佐々木彈  東京大学社会科学研究所 

村山透  筑波大学大学院システム情報工学研究科 

岡本亮介 

細江宣裕 

(計:学外 5名、学内教員 2名) 

 

概要： 

 2017年 12月 2日のポリシー・モデリング・ワークショップでは、2名の報告者から研究報告があった。

それぞれ、” A Multi-factor Uzawa Growth Theorem and Endogenous Capital-Augmenting 

Technological Change”、および“A Study of Cartel Behavior under the Presence of Detection 

Possibility”という論題で、それぞれ、「宇沢定理」が指摘するマクロ経済成長モデルが内在する問題点

を、モデルの改良によって克服しようとする理論分析と、セメント業界におけるカルテル事件を背景とし

て、カルテル摘発の可能性を陽表的に考慮したモデルを構築し、実際にどの程度価格上昇は発生した

のか、また、その際の構成損失がどの程度であったのかを明らかにした実証研究であった。これらに対

して、出席者から、資本増大的な技術進歩の計測方法のあり方や、他の地域における同種のカルテル

事案との比較といった観点からいくつかのコメントがなされるなど、活発な意見交換が行われた。ワーク

ショップ後、時間内で説明しきれなかった点について詳細なディスカッションを行った。 

 

  



第 6回ポリシー・モデリング・ワークショップ開催報告書  

  

開催日時：2018年 2月 3日（土） 14：00-18：00 

開催場所：政策研究大学院大学 研究会室 B(4階) 

 

出席者： 

川田恵介  東京大学社会科学研究所    (報告者) 

杉田洋一  一橋大学大学院経済学研究科   (報告者) 

北野泰樹  青山学院大学国際マネジメント研究科 

村田安寧  日本大学総合科学研究科 

太田充  筑波大学大学院システム情報工学研究科 

村山透  筑波大学大学院システム情報工学研究科 

黒田翔  筑波大学大学院システム情報工学研究科 

岡本亮介 

細江宣裕 

(計:学外 7名、学内教員 2名) 

 

概要： 

 2018 年 2 月 3 日のポリシー・モデリング・ワークショップでは、2 名の報告者から研究報告があっ

た。”Measuring Occupational-level Mismatch in Japanese Labor Market: Matching Function 

Based Approach”、および“Wage Markdowns and FDI Liberalization”という論題で、どちらも労働

市場を分析したものであるが、それぞれ、日本の雇用ミスマッチ要因について、地域的要因と職種的要

因のどちらがどれだけ大きいのかを分析したもの、および、中国の企業データを用いて、労働の買い手

独占の程度を計測し、FDI によってそれがどのように変化したのかを明らかにした実証研究であった。

これらに対して、出席者から、日本の雇用データの性質に対応した分析手法のあり方や、分析の下敷き

になっている理論モデルの代替的な定式化といった観点からいくつかのコメントがなされるなど、活発な

意見交換が行われた。ワークショップ後、時間内で説明しきれなかった点について詳細なディスカッショ

ンを行った。 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  



  

  

  

  


