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◆2015 年 11月 7日（土）大会第 1日目◆ 
 

 

共通論題：新興国と世界経済の行方－貿易・金融・開発の視点 
 

★午後の部 共通論題（15：20～18：50） （会場：10 号館 3階 10301教室）……………………..2 
座長：阿部 顕三（大阪大学）、小川 英治（一橋大学） 
1. 自由市場国と国家資本主義国の衝突と貿易摩擦 

報告者：川島 富士雄（神戸大学）/ 討論者：若杉 隆平（新潟県立大学） 
2. 先進国の量的緩和政策の新興国への影響～国際資本移動に伴う規制と課題 

報告者：大田 英明（立命館大学）/ 討論者：川崎 健太郎（東洋大学） 
3. アジア新興国における中所得国の罠 

報告者：トラン・ヴァン・トゥ（早稲田大学）/ 討論者：郭 洋春（立教大学） 
 

 
 

★午前の部 自由論題（9：30～12：00） 
 
第 1分科会 貿易理論 1  （会場：10号館 2階 10209 教室）………………………………………...6 
座長 柳瀬 明彦（名古屋大学） 
1. Effect of International Trade on Wage Inequality with Endogenous Productivity 

報告者：Tran Lam Anh Duong（一橋大学大学院／推薦者：古沢泰治）/ 
討論者：荒 知宏（福島大学） 

2. Export Decision, the Division of Labor, and Skill Intensity 
報告者：新宅 公志（京都大学）/ 討論者 杉田 洋一（一橋大学） 

3. Trade, Capital Accumulation, and the Environment (E) 
報告者：李 綱（一橋大学）/ 討論者 森田 忠士（近畿大学） 

 
第 2分科会 貿易実証 1  （会場：10号館 2 階 10210 教室） ………………………………..…….9 
座長 椋 寛（学習院大学） 
1. Does Trade Liberalization Trigger Technology Upgrading?: Evidence from Indian 

Manufacturing Plants（E） 
報告者：古田 学（京都大学大学院／推薦者：佐藤 隆広））/  
討論者：清田 耕造（慶應義塾大学） 

2. Global Value Chain and Economic Development (E) 
報告者：Ivan Deseatnicov（一橋大学）/ 討論者：田中 清泰（アジア経済研究所） 

3.  Pretrial Settlement with Imperfect Private Monitoring: WTO Trade Disputes (E) 
    報告者：Jee-Hyeong Park (Seoul National University)  / 討論者：椋 寛（学習院大学） 
 
第 3分科会 国際金融 1  （会場：10号館 2階 10211 教室）……………………………………..12 
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座長 田口 博之（埼玉大学） 
1. The Elasticity of Intertemporal Substitution and the Wealth Inequality in A Global Economy 

報告者：中元 康裕（関西大学）/ 討論者：橋本 賢一（神戸大学） 
2. Monetary Policy Rule under Financial Deregulation in China 

報告者：田口 博之（埼玉大学）/ 討論者：Vu Tuan Khai（明星大学） 
3. The Impact of Financial Constraints on Exporting Firms’ Exit during the Financial Crises 

報告者：羽田 翔（日本大学）/ 討論者：張 紅咏（経済産業研究所） 
 
第 4分科会 新興国経済 （会場：10 号館 2階 10212 教室）…………………………………………15 
座長 鳴瀬 成洋（神奈川大学） 
1. 「構造転換の世界経済と新興経済」に関する一試論 

報告者：平川 均（国士舘大学）/ 討論者：櫻井 公人（立教大学） 
2. 中国・金融「自由化」と人民元「国際化」の政治経済学―軋む金融経済システムと対外収支の悪化

の中で― 
報告者：鳥谷 一生（京都女子大学）/ 討論者：童 適平（獨協大学） 

3. EU のエネルギー同盟・ロシアの東方シフト・中ロ経済協力の発展―ウクライナ危機とグローバ

ル・パワーシフトの加速― 
報告者：蓮見 雄（立正大学）/ 討論者：中津 孝司（大阪商業大学） 

 
第 5分科会 WTO/FTA1 （会場：10号館 2階 10213 教室）……………………………………….18 
座長 若杉 隆平（新潟県立大学） 
1. Trans-Pacific Partnership for Japan Agricultural Policy Reforms and Productivity Gains

（E） 
報告者：板倉 健（名古屋市立大学）/ 討論者：木村 福成（慶應義塾大学） 

2. Reversal of Trade Creation and Trade Diversion due to Preferential Rules of Origin（E） 
報告者：Honggue Lee（Konkuk University）/ 討論者：石戸 光（千葉大学）  

3. An Experimental Study on Internal and External Negotiation for Trade Agreements（E） 
報告者：Hankyoung Sung（University of Seoul）/ 討論者：遠藤 正寛（慶應義塾大学） 

 
第 6分科会 直接投資/多国籍企業 （会場：10号館 2階 10214教室）……………………………21 
座長 石田 修（九州大学） 
1. 直接投資の功罪の整理と課題の検討―ケニア人農民の生活向上への貢献を事例として― 

報告者：佐々木 優 （亜細亜大学）/ 討論者：吉田 敦（千葉商科大学） 
2. レノボのバリュー・チェーン分析―スマートフォン事業を対象に― 

報告者：程 培佳（同志社大学大学院／推薦者：田淵太一）/ 
討論者：中原 裕美子（九州産業大学） 

3. 日系自動車製造業企業の環境対応新工場戦略 
報告者：竹野 忠弘（名古屋工業大学）/ 討論者：石田 修（九州大学） 
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★フラッシュトーク＆ポスターセッション（12：10～13：30）………………………………………….25 
（会場：10号館 2階 フラッシュトーク 10203教室、 ポスターセッション 10215 教室） 

 
座長 蓬田 守弘（上智大学） 
1. イノベーションが経済発展に与える影響 

報告者：胡 洪濱 （京都大学） 
2. 地域貿易協定における原産地規則の影響 

報告者：中岡 真紀（法政大学） 
3. Heterogeneous Impacts of Investing China on Domestic Market Outcomes: Empirical 

Evidence from Taiwanese Plant-level Data 
報告者：稲田 光朗（京都大学） 

4.  Strategic Relationship between Skill Investment and FDI 
報告者：澤田 有希子（大阪大学） 

5. The Endogenous Decisions of Unionization and International Trade in General Oligopolistic 
Equilibrium 
報告者：佐野 穂先（大阪大学） 

6. Trade, Capital Accumulation, and the Environment  
報告者：李 綱（一橋大学） 

7. Does Trade Liberalization Trigger Technology Upgrading?: Evidence from Indian 
Manufacturing Plants 
報告者：古田 学（京都大学） 

8.   共有再生可能資源の各国管理と国際貿易 
報告者：小川 健（専修大学） 

 
 
昼食              12：40～13：30 
理事会             12：40～13：30 （会場：10号館 3階 10304 教室） 
会長講演            13：40～14：10 （会場：10号館 3階 10301 教室） 
学会賞授与式・受賞者記念講演  14：10～15：10 （会場：10号館 3階 10301 教室） 
 
★懇親会  19：00～20：30 （会場：10 号館 4階 シダックス） 
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◆2015 年 11月 8日（日）大会第 2日目◆ 

 
★午前の部 自由論題（9：30～12：00） 
      
第 7分科会 アジア経済（会場：10号館 2 階 10209教室）……………………………………….……34 
座長 木村 福成（慶應義塾大学／東アジア・アセアン経済研究センター） 
1. Impacts of Dollarization on Remittances of Cambodian Migrant Workers in Thailand（E） 

報告者：久保 公二（日本貿易振興機構アジア経済研究所）/  
討論者：Sovannroeun Samreth（埼玉大学） 

2. The Effect of Premature Deindustrialization on Labor Productivity and Economic Growth in 
Asia 

報告者：大坂 仁（京都産業大学）/ 討論者：森田 充（青山学院大学）  
3. ASEAN＋３「地域通貨単位」に関する一考察 
報告者：赤羽 裕（亜細亜大学）/ 討論者：清水 順子（学習院大学） 

 
第 8分科会 地域経済  （会場：10号館 2階 10211 教室）………………………………………….37 
座長 岩田 健治（九州大学） 
1. 今次の一連の危機によるスイスへの影響～リスク回避行動と、税逃れ対策の強化から 

報告者：藤田 憲資（保健医療経営大学）/ 討論者：神沢 正典（阪南大学）  
2. 一物一価の法則についての実証分析―メキシコ国内 35都市のケース― 

報告者：咲川 可央子（二松学舎大学）/ 討論者：熊倉 正修（駒澤大学） 
3. 欧州金融規制と銀行同盟―ECB・EBA・FSB の関係を中心に― 

報告者：佐藤 秀樹（金沢大学）/ 討論者：松浦 一悦（松山大学） 
 
第 9分科会 国際金融 2  （会場：10号館 2階 10212 教室）………………………………………….40 
座長 高屋 定美（関西大学） 
1. ヨーロッパにおけるマイナス金利政策と為替レート 

報告者：川野 祐司（東洋大学）/ 討論者：高屋 定美（関西大学） 
2. 「ドル通貨制」期の沖縄における通貨制度－実体からみる視点とその現代的意義 

報告者：星野 智樹（立教大学）/ 討論者：田中 綾一（関東学院大学）  
3. バブルか「デフレ」か―２極間で揺れる現世界経済の不安定構造を「地球的供給制約下のスタグフ

レーション構造」の視点からみる― 
報告者：安保 哲夫（元東京大学）/ 討論者：西村 陽造（立命館大学） 

 
第 10分科会 貿易理論 2  （会場：10 号館 2階 10213 教室）……………………………………...43 
座長  神事 直人（京都大学） 
1. The Impact of Labor Market Frictions on Industrial Agglomeration 

報告者：加藤 隼人（一橋大学大学院／推薦者：石川城太）/ 
討論者：今 喜史（九州産業大学） 

2. Consumer's Enthusiasm and Trade-triggered Short-run Price Increasing Competition of 
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Horizontally Differentiated Goods 
報告者：西村 めぐみ（金沢星稜大学）/ 討論者：大川 良文（京都産業大学） 

3. Demand for Secondhand Goods and Consumers’ Preference in Developing Countries: An 
Analysis Using the Field Experimental Data of Vietnamese Consumers 
報告者：東田 啓作（関西学院大学・小田賞受賞者）/ 討論者：日引 聡（東北大学） 

 
第 11 分科会 貿易実証 2 （会場：10 号館 2階 10214 教室）…………………………………………46 
座長 古沢 泰治（一橋大学） 
1. ICT, Offshoring, and the Demand for Part-time Workers: The Case of Japanese Manufacturing 

報告者：丸山 佐和子（神戸大学）/ 討論者：冨浦 英一（一橋大学） 
2. Offshoring, Relationship Specificity, and Domestic Production Networks 

報告者：乾 友彦（学習院大学）/ 討論者：伊藤 由希子（東京学芸大学） 
3. World Trade Flows in Photovoltaic Cells: A Gravity Approach Including Bilateral Tariff Rates 

報告者：松村 敦子（東京国際大学）/ 討論者：石田 修（九州大学） 
 
 
昼食             12：10～13：00 
理事会            12：10～13：00 （会場：10号館 3階 10304 教室） 
会員総会           13：00～13：30  （会場：10号館 3階 10301 教室） 
 
 
★午後の部 自由論題（13：40～16：10） 
 
第 12分科会 アメリカ経済 （会場：10号館 2階 10211 教室）……………………………………….49 
座長 瀬戸岡 紘（駒澤大学） 
1. アメリカにおける純投資の変動 

報告者：本田 浩邦（獨協大学）/ 討論者：石倉 雅男（一橋大学） 
 
第 13分科会 開発経済  （会場：10号館 2階 10212 教室）……………………………………..….50 
座長 大坂 仁（京都産業大学） 
1. Agricultural Productivity, Infrastructures, and the Optimal Timing of Opening Trade 

報告者：佐々木 啓明 （京都大学）/ 討論者：柳瀬 明彦 （名古屋大学） 
2. Poverty Reduction Through Social Business in Developing Countries 

報告者：ジョマダル ナシル （金沢星稜大学）/ 討論者：大坂 仁 （京都産業大学） 
3. 異能の政治経済学者ハーシュマンの理論と思想 －再評価と現代的意義－ 

報告者：高橋 直志 （名古屋外国語大学）/ 討論者：矢野 修一 （高崎経済大学） 
 
第 14分科会 貿易実証 3  （会場：10 号館 2階 10213 教室）…………………………………..….53 
座長 武智 一貴（法政大学） 



 

 vii 
 

1. Non-harmonised Mandatory Standards as Non-Tariff Barriers: Experience from Japanese 
Imports 
報告者：井尻 直彦（日本大学）/ 討論者：中澤 栄一（明海大学） 

2. Regional Variations in Productivity Premium of Exporters: Evidence from Japanese Plant-
level Data 
報告者：大久保 敏弘（慶應義塾大学）/ 討論者：戸堂 康之（早稲田大学） 

3. 東日本大震災後における輸出の外延と内延への分解 
報告者：桑波田 浩之（横浜国立大学・小島清賞優秀論文賞受賞者）/  
討論者：松浦 寿幸（慶應義塾大学） 

 
第 15分科会 WTO/FTA2  （会場：10号館 2階 10214 教室）……………………………………..56 
座長 太田代（唐澤）幸雄（南山大学） 
1. 日本の経済連携協定（EPA）における食料輸出規制の規律：日豪EPA 食料供給章の批判的評価 

報告者：作山 巧（明治大学）/ 討論者：吉野 文雄（拓殖大学） 
2. Labor Clauses in Regional Trade Agreements and Effects on Labor Conditions: An Empirical 

Analysis 
報告者：鎌田 伊佐生（神戸大学）/ 討論者：佐藤 仁志（アジア経済研究所） 

3. Firm-level Trade Creation and Diversion 
報告者：早川 和伸（アジア経済研究所）/ 討論者：清田 耕造（慶應義塾大学） 
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自由市場国と国家資本主義国の衝突と貿易摩擦 
 

川島富士雄（神戸大学） 
 

報告要旨 
 

 イアン・ブレマー『自由主義の終焉―国家資本主義国とどう闘うか』（原典は 2010 年刊。邦訳は日

本経済新聞出版社、2011年）が警鐘を鳴らしたように、米国を代表格とする自由市場国と中国を代表

格とする国家資本主義国の間の貿易摩擦はさまざまな形態をとって展開してきた。第1 に、国家資本

主義国からの輸出に対し、いわゆる非市場経済に対する特別ルールが適用され、アンチダンピング税が

頻繁に賦課されている、第2 に、国家資本主義国による補助金をめぐって頻繁に補助金相殺関税が賦

課されている、第 3 に、これらの措置が頻繁にWTO紛争解決手続に訴えられているといった動きが

見られる。さらに、第 4に、国家資本主義国の国有企業に対する優遇措置（補助金を含む）に対する

懸念から、環太平洋経済連携（TPP）協定交渉において、国有企業に対する特別規律案が提起され、

これに対し国家資本主義国が強く反発したことで、同交渉の行方が大きく左右されている。第 5に、

鉄道等インフラ輸出をめぐって、例えば日中間で熾烈な競争が繰り広げられ、国家が取りうる手段を総

動員した形での市場争奪戦が展開されている。第 6に、こうした衝突は、貿易の場面のみならず、投

資の場面にも広がりつつある。本報告では、以上の現象が、従来の貿易摩擦に比して、いかなる連続性

や異質性を有するのか検討するとともに、現行の貿易・経済に関するルールや秩序にどのような課題を

突き付け、これらに対し、いかに変容を迫りつつあるか展望する。 
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先進国金融政策の新興国への影響 

～国際資本移動に伴うリスクと規制の課題 
 

大田 英明（立命館大学）※ 
 

報告要旨 

 

本研究では、新興国市場の株価低迷や為替下落、特に中国市場のバブル発生と崩壊にみられるよう

に、国際資本移動が各国経済・市場に与える影響が拡大した結果、金融市場のボラティリティが増し、

株価や為替相場のみならず安定的な経済の実現を損なっていることを踏まえ、国際的な資本規制と監

視・監督が一層重要となっていることを示す。 
世界経済と市場の一体化が進展する中、世界金融危機後、日米を中心とする金融緩和措置によって、

歴史的低金利とあいまって大量のマネーが先進国・新興国市場間で大幅に拡大してきた。しかも最近で

は世界的に株価変動のボラティリティは非常に高くなっており、先進国・新興国とも実体経済との乖離

はますます大きくなっている。また、最近では新興国から先進国、特に米国への資金回帰の流れが強ま

り、新興国市場や国際商品市場では株価低迷や為替下落が進んでいる。こうした背景には世界金融危機

後日米を中心に先進国の大幅な量的緩和政策に伴う過剰流動性が、一時新興国市場や国際商品市場に流

入したが、米国経済の緩やかな回復に伴い、投資された資金が米国に回帰する一方、全体的に新興国か

ら資金が「逆流」していることがある。 
本分析では、日米両国及び香港と中国市場における主要な変数を基にグレンジャー因果性及びVAR

モデルに基づくインパルス応答関数を用いて 2001年から 2015 年まで日米金融緩和政策に応じて期間

ごとに検証した。その結果、2014年 11月の上海市場と香港市場との株式市場の一体化は日米香港中

国の各市場間において各指標（マネタリーベース、M2、金利、株価等）の有意な因果性の高まりと影

響が確認された。香港・上海市場のように部分的にせよ金融・資本市場の規制を撤廃し自由化したこと

が、これほどの混乱を中国経済・市場のみならず世界的に大きな影響を及ぼす結果をもたらすことを示

した。このように最近の新興国市場の低迷や中国市場のバブルの発生と崩壊の経験は、国際資本移動の

変化が新興国に深刻な影響をもたらすことが示している。したがって、今後先進国、新興国を問わず、

資本・金融取引に関し従来に比べ一層精緻な管理・監督や規制措置を導入することが求められてい

る 。 
 
  

                                                   
※立命館大学 国際関係学部 603-8577 京都市北区等持院北町56-1 Tel: 075-466-3509 e-mail: hoviolin@fc.ritsumei.ac.jp 
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アジア新興国における中所得国の罠 

 
トラン・ヴァン・トウ（早稲田大学） 

 
報告要旨 

 
過去四半世紀の世界経済の年平均成長率は 2.4％であったが、アジア地域（人口500 万人以上の東と

南アジア諸国）の 12 か国が４％以上成長した。そのうち 11か国は世界銀行の定義による中所得のレ

ベルに達した。このアジア新興国が今後いわゆる中所得国の罠を回避し、高次レベルへの発展ができる

だろうか、その条件は何か。これが本稿の課題である。 
 実際に中所得の範囲が広いので、世銀の分類でも低位と上位中所得国に分けられる。しかし、中所

得国の罠に関する研究は盛んになったが、これまでほとんどは中所得国を一括して扱って考察してい

る。それに対し、本稿は、低位と上位中所得国を明確に区別し、それぞれに発展段階論的特徴をつけ、

アジア新興国を考察する。 
 本稿の課題を分析するための理論的枠組みとして、まず、ソロー成長モデルから出発し、発展過程に

おける資本と技術進歩の役割を吟味する。その中で上位中所得国までの段階に労働・資本の要素投入型

成長の可能性、それ以降の高所得レベルへの発展のために技術進歩・イノベーションの役割が重要とな

り、全要素生産性の発展パターンへの転換が求められる。この転換への対応ができない国は上位中所得

国の罠に陥る。低位中所得国の場合、投入型成長の余地が大きいが、要素市場の未発達・資源配分の歪

みで低位の中所得国の罠に陥る可能性がある。低位と上位それぞれの段階への対応に関して制度的要因

も重要である。発展段階に対応する経済制度の質的向上を図らなければならないことを指摘した。 
分析枠組みは国際分業の視点も織り込み、後発国に追い上げられる中所得国が新しい比較優位産業を創

出できない場合、未熟な脱工業化(premature deindustrialization)になり、中所得国の罠に陥る可能性

があることを示した。 
以上の分析枠組みに基づいてアジア新興６か国を検証した。上位中所得３か国の場合、要素集約度別

産業の国際競争力の変化を検討し、また、高所得国への発展が成功した韓国の同じ発展段階の時と比較

した結果、マレーシアとタイの高所得への発展の条件が弱い。この点は、中国が強いが、現在の政治制

度が維持されたまま、高品質の経済制度が構築できるか、明確な結論を出せない。これまで独裁体制が

高所得国への発展ができた国はまだ存在しないからである。一方、低位中所得３か国の場合、インドネ

シアとフィリピンは資源配分の歪みや未熟な脱工業化の傾向がみられる。経済制度の改善による資源配

分の改善、質の高いインフラや産業政策で再工業化(reindustrialization) を実現しなければ低位中所得

国の罠に陥る可能性が高い。低位中所得国になって年数がまだ少ないベトナムは直接投資の増加で比較

優位構造の高度化が図られているが、制度改善の遅れにより国内セクターが非効率であるため、制度の

改革に取り組み、低位中所得国の罠を回避する必要がある。 
中所得国の罠の可能性に影響を与える所得分配や外資への高い依存も重要な論点である。また、イン

ドなどの南アジア新興国も注目される。これらの点は本稿が残した課題である。 
Emerging Economies and the Middle Income Trap in Asian Perspective 

Tran Van Tho (Waseda University) 
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Effect of International Trade on Wage Inequality  

with Endogenous Productivity 
 

Tran Lam Anh Duong (Hitotsubashi University)* 
 

Abstract 
 

This paper proposes a framework to explain how technology frontier and labor composition of a 
country affect its as well as its partner’s wage inequality through international trade. Based on the 
theoretical literature on general-equilibrium monopolistic competition model regarding international 
trade between two asymmetric countries, I derive a new version where firms’ technology is 
endogenized. Firms in countries which are skilled-labor-abundant choose technologies that are 
appropriate to skilled labor, and vice versa for firms in countries which are unskilled-labor-abundant. 
In trade, the wage gap between each type of labor depends on the comparative technology frontier, 
the comparative ratio between unskilled and skilled labor in both countries, and the trade-off 
between two types of labor. These effects on wage inequality are partially absorbed by technology 
endogeneity; in other words, in a model where a firm utilizes given technology system only, the effect 
on wage inequality is amplified. Furthermore, based on calibration results, it is found that this 
amplification may cause misunderstanding in the recognition of the role of openness on wage 
inequality. Under the proper valuation by endogenizing technology system, the open to trade makes 
the wage for a type of labor between two countries become more equal. However, with given 
technology system, the conclusion of the influence of openness on comparative wage is completely 
opposite, which is, the decrease in transport cost makes the wage between two countries become 
inequitable. Last, country with higher ratio of unskilled labor will exhibit larger wage inequality 
driven by skill differences. 
 
Keywords: International trade, Endogenous technology, Transport cost, Wage inequality 
JEL classification codes: F16, F11 
 
  

                                                   
* Graduate School of Economics, Hitotsubashi University 
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Export Decision, the Division of Labor, and Skill Intensity 
 

Koji Shintaku (Kyoto University)∗ 
 

Abstract 
 

This paper theoretically investigates how trade affects skill intensity at firm level. In order to analyze 
this, we develop a model in which firms engages in the division of labor within firms by in putting 
two types of labor. Unskilled labor is inputted into the production line of the production division and 
skilled labor is inputted into the production division to conduct the production line. Firms can reduce 
marginal cost by promoting the division of labor in the production division. Both types of labor are 
also inputted into head office for domestic market and for export market. These head offices are 
different in skill intensity. Though all firms are ex-ante identical, the division of labor of exporters is 
stronger than that of non-exporters on the unique equilibrium. That fixed labor input of headquarter 
division for export market is more skill intensive than that for domestic market is equivalent to the 
fact that total labor input of exporters is more skilled intensive than that of non-exporters. In trade 
liberalization, all firms except new exporters reduce the type of labor inputted intensively into head 
quarter division for the export market while raising the type of labor inputted less intensively into 
that division. A decrease in variable trade costs raises the ratio of exporters to nonexporters in terms 
of the degree of the division of labor and output while a decrease in fixed trade cost does not affect 
these ratio. When fixed labor input of headquarter division for export market is more skill intensive 
than that for domestic market, a decrease in variable trade costs raises the ratio of exporters to 
nonexporters in terms of skill intensity. 
 
  

                                                   
∗ Graduate of School of Economics, Kyoto University 
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Trade, Capital Accumulation, and the Environment 
 

Gang Li (Hitotsubashi University) 
 

Abstract 
 

To highlight the role of endogenous capital accumulation in shaping the interaction between trade 
and the environment, I develop a two-sector Ramsey model featuring agriculture sector impaired by 
pollution from both agriculture itself and manufacturing sector. Trade raises capital rental rate and 
encourages investment. Such scale effect necessarily leads to, under laissez faire, environmental 
degradation in the long run, even if the economy specializes in the relatively clean sector. The long-
run specialization pattern depends upon parametrically determined pre-trade comparative 
advantage, which is revealed by comparing the world and the autarky steady-state relative prices. 
Welfare gains from trade is ambiguous. To achieve the social optimum, a dynamic version of the 
Pigouvian tax can be imposed, with lump-sum transfers of tax revenue to households. Under such 
optimal policy, trade does not necessarily harm the environment in the long run, and the long-run 
specialization pattern may also depend upon the initial condition. 
 
Keywords: Capital accumulation; environmental degradation; pre-trade comparative advantage; dynamic 

Pigouvian tax 
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Does Trade Liberalization Trigger Technology Upgrading? : 

Evidence from Indian Manufacturing Plants 

 
Manabu Furuta (Kyoto University) 

 
Abstract 

 
This paper studies the impact of trade liberalization on plant level productivity in Indian 
manufacturing industries during the period from 1998 to 2007. To guide empirical work, I introduce 
a model that explains the decision of heterogeneous firms to export and to engage in R&D. This model 
assumes that incumbent exporters improve their productivity with a reduction of trade costs because 
of technology upgrading. To identify this process, I conduct comparative statics analysis on the 
average of exporters’ productivity without a reallocation of production factors, and it shows that the 
average productivity increases with trade liberalization. An empirical test of the model reveals that 
the average total factor productivity of incumbent exporters increases when trade costs decrease. 
Their average productivity increases 8 to 12 percentage points for 1 percentage point decrease in 
export tariff. This result suggests that exporters try to upgrade their technology when their profit 
increases with a reduction of trade costs. 
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Global Value Chain and Economic Development 
 

 Tran Lam Anh Duong (Hitotsubashi University)† 
    Ivan Deseatnicov (Hitotsubashi University and JSPS)‡ 

 
September, 2015 

 

Abstract 

Recent developments in the measurement of internalization of production via so-called Global Value 
Chain (GVC) gave rise to an intensive discussion of the causes and effects of GVC. Nation’s reliance 
on the imported intermediate goods, as well as nations’ export to international production networks 
are expected to be strongly related to per capita income. Despite the importance of this topic and 
readily available data there appears to be a lack of the study that explores a mechanism linking GVC 
and stages of economic development. In this paper we aim at contributing to this question both 
theoretically and empirically. In particular, we examine the effect of GVC participation on economic 
development using panel data of162 countries for a period of 1990-2011. We confirm that GVC 
participation may be non-monotonic in per capita income due to the different comparative advantage 
at a particular stage of growth (an overspecialization effect); and due to the learning-by-doing effect 
that is absorbed differently via total factor productivity. In order to increase the credibility of our 
results we examine several empirical specifications. 
 

JEL Classification Number: F14, F23, F63, L16, L23 

Key words: global value chain, economic development, globalization 

                                              Address correspondence to: 
 

Ivan Deseatnicov 
Institute of Economic Research 
Hitotsubashi University 
2-1 Naka 
Kunitachi, Tokyo, 186-8603 
JAPAN 
mobile: +81-80-6661-1663 
e-mail:  ivan@ier.hit-u.ac.jp 

 

  

                                                   
† Hitotsubashi University, Tokyo, Japan 
‡ Hitotsubashi University and JSPS,Tokyo, Japan 
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Pretrial Settlement with Imperfect Private Monitoring: 

WTO Trade Disputes 
 

Mostafa Beshkar (Indiana University)  
Jee-Hyeong Park (Seoul National University)  

 
Abstract 

We model pretrial settlement bargaining in the dispute settlement procedure of the World Trade 
Organization (WTO). To reflect the salient features of the WTO dispute settlement, we model it as a 
signaling game with nontransferable utility in which a defending government privately learns the 
likelihood of winning in the court and a complaining government receives only an imperfect and 
private signal about the likelihood of the court outcome. A truth-telling equilibrium arises for all 
accuracy levels of the imperfect private signal: the defending government never exaggerates its 
political pressure for protection. The equilibrium entails litigation (no settlement) with a positive 
probability despite this no-deviation behavior in the equilibrium. When the accuracy of the 
complaining government's private signal improves, the tariff combination offer, which we assume to 
take in the form of a take-or-leave-it offer by the defending government, decreases toward a Pareto 
efficient tariff combination in which the complaining government is indifferent between litigation 
and settlement. 
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The Elasticity of Intertemporal Substitution  

and the Wealth Inequality in a Global Economy 
 

Kazuo Mino1 (Kyoto University)  
Yasuhiro Nakamoto2 (Kansai University) 

 
Abstract 

 
This paper examines the role of preferences for the distribution of wealth in a global economy. In the 
dynamic Heckscher-Ohlin model, we firstly find that the steady-state equilibrium is uniquely 
determined regardless of the homothetic and non-homothetic utility function. Secondly, we show that 
the distribution of wealth in world economy shrinks or expand. In particular, in the case of homothetic 
utility function, the dispersion of wealth shrinks (expands) if the speed of convergence is fast (or, 
slow). Alternatively, in the case of non-homothetic utility function, this result may not be held. 
Thirdly, when the identical utility function is homothetic, the characterization of wealth inequality 
in domestic economy is qualitatively the same with that in world economy. Alternatively, if the utility 
function is non-homothetic, this result may not be held. 
 

Keywords: Homothetic and non-homothetic utility function; Wealth distribution; Two countries 
JEL Classification Code: F43; O41 

 
 
 
  

                                                   
1 Kazuo Mino: Institute of Economic Research, Kyoto University, Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501 

Japan, e-mail: mino@kier.kyoto-u.ac.jp 
2  Faculty of Informatics, Kansai University, 2-1-1 Reizanji-cho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1095, Japan, e-mail: 

nakamoto@kansai-u.ac.jp 
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Monetary Policy Rule under Financial Deregulation in China 
 

Hiroyuki Taguchi (Saitama University)† 
(Co-author: Yucheng Cai [Saitama University]‡) 

 
Abstract 

 
This paper examines the monetary policy rule in practice for China during the period from 

1998Q1 to 2014Q2 by applying the Taylor rule and by estimating policy reaction functions. The 
analysis would be significant since during that period the monetary-policy instruments and targets 
have been more market-oriented in accordance with the progress in financial deregulation. 

The findings can be summarized as follows. First, the recent policy rule since 2003 has become 
synchronizing with the Taylor rule. Second, the response of policy-target interest rate to inflation, 
though identified in policy reaction functions, has been weak enough to accommodate changes in 
inflation, probably because the excess-reserve operation as another policy-target has worked together 
to respond to inflation. Third, the response to output gap has been robust in the backward-looking 
specification. Fourth, the response to exchange rate has been insignificant probably due to imperfect 
capital mobility and an increase in exchange rate flexibility. 
 
 
  

                                                   
†Saitama University, Japan 
‡Saitama University, Japan 
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The Impact of Financial Constraints  

on Exporting Firms’ Exit during the Financial Crises 
 

Sho Haneda (Nihon University) 
 

Abstract 
 

During the global crisis in 2008 and 2009, there had been the significant decline in 
international trade and a large number of firms stopped exporting. Bricongne et al. (2012) state that 
21 percent of the reduction in trade volume can be explained by firms’ exits from export markets in 
France. Furthermore, after financial crises over 2008-2009, financing constraints have been 
reconised as one of main determinants of firms’ decisions both in domestic industry and export 
markets. A variety of empirical studies have explored the relationship between credit constraints and 
firms’ choices on entering into or exit the industry and international markets. In addition to those 
points, we take into account the idea of industry heterogeneity regarding external capital dependence. 
If a firm is in an industry that heavily depends on the external finance, the firm may be more sensitive 
to the shock from financial crises since it is more difficult to access to the outside funds during the 
event. Although some previous empirical studies use this framework and sector-level trade data in 
order to quantify the impact of financial constraints on trade during global crisis, they do not focus 
on firms’ exit in their empirical works. To fill the gap, we are going to investigate the impact of sector-
and country-level credit constraints on the exit decision of exporting firms during the banking and 
financial crises using unbalanced panel data from 5 developed and 37 developing countries during 
the period of 1998-2011.  

Our main findings are twofold. Firstly, after controlling for external shocks, our results show 
that the probability of export exit increases in the country with poorer credit condition. Furthermore, 
when a firm exits export markets in year t, their decision depends more on countries’ financial 
constraints in year t-1 than that in t. Secondly, export exits may be driven by the force of the new 
entrants. This could be explained by the idea that more new exporters may lead to higher 
competitions in the international market and this fact might cause more closures in the market. In 
addition, the exit rate in t was more affected by the rate of entry in t than that in t-1. After calculating 
the expected probability of export exit, we suggest that policy interventions should target both more 
competitive industries and financially constrained countries during and after the financial crises as 
a policy implication, although the effect might be limited. 
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「構造転換の世界経済と新興経済」に関する一試論 

 
平川均（国士舘大学）* 

 
報告要旨 

 
 今世紀に入って、世界経済の構造変動とそれに伴う新たな制度化が急速に進んでいる。低開発地域で

あったアジアは今や新興経済へと転換し、世界最大の経済圏を形成するまでになった。制度的にもG20
が国際経済問題を扱うフォーラムとして存在意義は高め、また最近では、アジアインフラ投資銀行（AIIB）
が予想を超える設立参加国を得て発足している。こうした世界経済の大きな構造転換の中にあって、中

国は転換の推進力である。 
ところで、グローバル化する経済の中で新興国の発展メカニズムは過去半世紀の間に大きく変化し、

巨大な人口を有する国々は嘗てない有利な国際的環境の中にいる。景気動向において目先の短期的変動

はもちろん避けられない。しかし、中長期的展望に立つならば、中国をはじめとする新興国はその構造

を味方につけて、世界経済の中で発展していると理解できる。それはこれまで注目されてきた低賃金に

基づく輸出主導型の発展と言うより、潜在的大市場に向けた新興国を市場とする新たなメカニズムの下

での発展である。 
これをアジアに焦点を当てて地理的に捉えるならば、時代は日本とアメリカが中心となったアジア太

平洋経済の時代から中国や ASEAN、インドの含まれるアジアの時代に、そしてユーラシアの時代への

入り口に立っていると言っていいだろう。 
 本報告では、現在の世界経済をどのように位置づけるべきかを考えながら、アジアの発展で注目され

た赤松要の研究成果にも触れながら歴史における現代の位置を探り、その構造転換のメカニズムの特徴

を考える中から、新たな世界とアジアの経済の行方を検討したい。 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
*国士舘大学21世紀アジア学部 
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中国・金融「自由化」と人民元「国際化」の政治経済学 

－軋む金融経済システムと対外収支の悪化の中で－ 
 鳥谷一生（京都女子大学）* 

 
報告要旨 

 2005年 7月、固定為替相場制度から管理された変動相場制へ移行してから丁度 10年が経過する中

国は、この夏株式大暴落に見舞われた。周知の通り、2001 年末のWTO加盟を契機に、輸出主導をも

って二桁台の高度経済成長を疾駆してきた中国は、2008 年のアメリカ発世界金融危機によって、対欧

米輸出で大打撃を受けた。これに対し、中国政府は、従前の高度経済成長路線を追従すべく、4 兆元

(約 60兆円)にも及ぶ公共事業中心の景気刺激策を打ち出した。かくて、中国全土で槌音が響き、二桁

台の高度成長に復帰した。 
だが、2012年ともなると経済成長率は再び鈍化し、2013 年には不動産バブルも各地で綻び始めた。

好転しない経済情勢を受け、中国政府は、2014年 11月上海株式市場と香港株式市場との相互交流を

掲げた「沪港通」を実施し、これを契機に上海株式市場株価が上昇を開始した。だが、実体経済の回復

と結びつかない株価高騰は、単なるバブルでしかない。しかも、2015年ともなると、中国は国際収支

においても大規模な資金流出に直面してきた。 
こうした中、2015年 3月、全国人民代表大会において、習近平主席は「新常態(New Normal)」を

謳いあげ、高度経済成長時代の終焉を宣言した。それから凡そ 3ケ月が経過した段階で、突如勃発し

た株価崩落である。今や完全に露呈した過剰投資・過剰債務は、経済構造調整問題として中国経済に重

く圧し掛かり、今後金融経済システムに深刻な軋みを生じさせることは必至である。バブルで膨らんだ

国内債務と対外債務残高をもって、中国マクロ経済の持続可能性に疑念を呈する見解もある程である。 
 ところで、中国は 2009年 6月以降、人民元「国際化」策を打ち上げ、2020年実現に向けて、国際

的金融資本取引及び為替取引の「自由化」を進めると共に、その条件ともいうべき金融「自由化」措置

を講じてきた。また 2013年 11 月には、習近平指導部が打ち出した「一帯一路」の新世界経済戦略に

おいて、中国を最大の出資国とするアジア・インフラ投資銀行(Asian Infrastructure Investment 
Bank, AIIB)の設立が発表され、2015年 6月にはロシア・ブラジル等新興経済諸国のみならず、イギ

リス・ドイツ・フランス等西欧諸国も参加して調印式が開催された。 
だが、上記の通り、中国のマクロ経済実績は、大きく変わってしまった。「世界の工場」、「世界の消

費市場」として、今やGDP 世界第二位となった中国経済の構造調整問題、それは金融「自由化」と人

民元「国際化」という中国の経済政策と戦略にいかに影響を与えつつ、世界経済における中国の立ち位

置に変化を与えることになるのであろうか。もっとも、この種の問題を考える場合、中国が一党独裁下

の「社会主義的市場経済」にあって、その産業構造の中核に国有企業が座っていることを忘れる訳には

いかない。後に見る通り、リーマン・ショック後の中国経済の展開と帰結も、こうした政治経済体制下

の産業構造と深く結び付いているのである。本報告が、中国の金融「自由化」と人民元「国際化」を政

治経済学的に検討していこうとする理由も、正にここにある。 
そこで本報告は、上記の課題に応えるべく、今日の中国経済について次の段取りでアプローチしてい

く。まずは、中国の産業構造における国有企業の位置を確認する。次に、国有企業優位の産業構造と通

貨金融システムとの関係について分析を行う。その上で、バブル崩壊後の人民元「国際化」の現状につ

いて評価を行い、併せてAIIB 構想の背景に控える中国の世界経済戦略についても検討して行きたい。 
                                                   
*京都女子大学 現代社会学部 
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EUのエネルギー同盟・ロシアの東方シフト・中ロ経済協力の発展 

－ウクライナ危機とグローバル・パワーシフトの加速－ 
   蓮見 雄（立正大学）* 

 
報告要旨 

ビジネスの地政学リスクを扱うコンサルティング会社ユーラシア・グループは、2015年 10大リスク

として、第 1に欧州の政治、第 2にロシア、第 3に中国経済の減速、第 4 に金融の兵器化を指摘してい

る。しかし、これらのリスクは、介入主義に基づく国家資本主義と自由主義に基づく市場経済の対立を

伴いながらも、結果として大西洋からアジア太平洋へのグローバル・パワーシフトを加速していくと予

想される。 
欧ロ関係を支えてきたのは、パイプライン網と一連の契約条件（油価に連動するガス価格、仕向地条

項、テイク・オア・ペイ条項等）である。ウクライナ危機の背景には、EU のエネルギー市場自由化が

ある。ロシアは従来通りの契約を望んだが、EU は契約条件の見直しを求めた。EU は、ガスプロムを競

争法違反で告発し、エネルギー同盟を目指している。 
一方、ロシアは、欧州市場におけるシェアを確保しつつ、アジア市場を目指し、東シベリア・太平洋

石油パイプライン（ESPO）を建設し、サハリンのLNG 輸出を開始し、さらに東シベリアや北極海大陸

棚の開発を進めようとしている。 
ウクライナ危機は、このロシアの東方シフトを決定的なものとし、中ロの接近を加速した。ガスプロ

ムと CNPC が 30 年のガス供給契約を交わし、そのために建設されるパイプラインは「シベリアの力」

と名付けられた。その後、対ロ経済制裁が強化されるなかで西シベリアと中国内陸部をつなぐアルタイ・

パイプライン建設の覚書が交わされ、後に「シベリアの力 2」と改名された。かつてこの地が開発コス

トの高さから「シベリアの呪い」と呼ばれたことを想起すれば、歴史的変化が生じつつあると言えよう。 
極東シベリア開発は、ロシア企業が資源のリプレース（reserve-replacement ratio）を維持するため

に最重要なだけでなく、需要の急増するアジア市場を目指す西側メジャーの利害でもある。このため、

「ロシアの資源を、メジャーの資金や技術によって開発し、アジア市場に輸出する」プロジェクトが次々

と開始された。 
だが、油価下落と対ロシア経済制裁は、その実現を阻んでいる｡経済制裁は、 金融制裁、及び 深海、

北極海、シェールの開発技術の禁止によって、新規開発を遅らせる。しかし、米国産業界は制裁を批判

している。制裁強化でメジャーは自粛しているが、「ロシアの資源を、メジャーの資金や技術で開発し、

アジア市場に輸出する」という構図は変わらず、制裁緩和とともに再始動する。これは、結果としてア

ジアのエネルギー安定供給をもたらし、大西洋からアジア太平洋へのグローバル・パワーシフトを加速

する。問題は、ロシア企業が危機に耐え開発を継続できるかである。金融制裁の下では、政府が資源企

業を支援し、新たな金融機関（ユーラシア開発銀行、AIIB 等）の設立を目指すしかない。こうして、ロ

シアは、強い警戒心を抱きつつ、中国と協力せざるを得なくなった。その結果、(1)ロシアでは国家資本

主義の体制が強まり、(2)中国とロシアの経済協力が強化され、(3) アジアへのパワーシフトが加速する。

それは、次のように相反する 2つの可能性を含んでいる。（1）自由主義に基づく市場経済から介入主義

に基づく国家資本主義への資本主義のモデルの変化、（2）アジアの天然ガス市場における競争強化によ

るアジアプレミアムの解消。 
                                                   
*立正大学経済学部 
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Implications of the Trans-Pacific Partnership for Japan:  
Agricultural Policy Reforms and Productivity Gains 

 

Ken Itakura (Nagoya City University) 
Hiro Lee (Osaka University) 

 

Abstract 
 

In October 2015 twelve nations reached final agreement on the largest regional 
trade accord in history, accounting for 40 percent of the world GDP. While the 
implementation of the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement is expected to bring 
about economic welfare gains for all member countries, some sectors, such as several 
agricultural sectors in Japan and textiles and apparel in the United States, are expected 
to contract if no policy reform is carried out. The objectives of this paper are twofold. 
First, by using a dynamic applied general equilibrium model with plausible sequences 
of TPP enlargements, we offer results that are highly policy relevant. Second, we 
examine additional effects of the TPP, namely trade-induced agricultural policy reforms 
in Japan and the positive impact on productivity. The results suggest that when Japan’s 
agricultural policy reforms would result in an increase in productivity of its agricultural 
sectors, the extent of output contraction of agricultural and processed food sectors in the 
country would be reduced significantly except for dairy products. In addition, when 
import and export penetrations are assumed to exert a positive effect on productivity, 
the magnitudes of welfare gains for all the member countries increase considerably. 
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Reversal of Trade Creation and Trade Diversion  

Due to Preferential Rules of Origin 
 

Honggue Lee (Konkuk University)* 

 
Abstract 

 
Restrictive preferential rules of origin (PROOs) moderate the “trade diversion and trade creation” 

effects associated with FTAs. Moderation of these effects occurs because restrictive PROOs reverse 

the course of trade creation and trade diversion brought about by FTAs. Such a reversal arises 

because restrictive PROOs induce compliance costs that lead to a lower utilization of tariff 

preferences by member-countries and a smaller increase in the relative price of imported goods from 

non-members. Restrictive PROOs cause less than full trade diversion from non-members to member 

countries, and less than complete trade creation to member countries. This paper infers this 

moderation effect of PROOs from the estimated parameters of the revenue function, since trade 

diversion refers to a decrease in the elasticity of substitution between import sources, and trade 

creation refers to a difference between the change in import price elasticity due to FTAs and the trade 

diversion effect. Empirical results support the conjectures that restrictive PROOs move in the 

opposite direction of FTAs partly undoing trade diversion and trade creation attributable to FTAs, 

that the moderation effect of restrictive PROOs does not fully offset the initial effect of FTAs on 

relative prices, and that the moderation effect of restrictive PROOs does not completely neutralize 

trade creation.  

 

Key words: restrictive preferential rules of origin, revenue function, moderation of trade 

diversion/trade creation effects 

JEL classification: F1 

  
                                                   
* Department of International Trade, Konkuk University, 120 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 143-701, Korea; 

Tel:82-2-450-3647; Fax:82-2-3447-6610; E-mail: honglee@konkuk.ac.kr 
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An Experimental Study on Internal and External  

Negotiation for Trade Agreements 

 
Hankyoung Sung (University of Seoul)* 

 
Abstract 

 
This paper experimentally studies the performance of negotiation considering individual and party, 
like a country, share of benefit over the best ones. It experiments two-stage bargaining games, 
internal and external negotiations. From the experimental results, this paper shows strong tendency 
to select fair allocation in the internal negotiations, but the tendency would be weaker with attractive 
outside option. In addition, the outside option may claim difference in individual benefit. From the 
regression on individual performance in the negotiations, being a proposing party would matter to 
enhance the performance. However, relative individual performance within party fairness matters. 
Still attractive no agreement options happen to break the tendency. As policy implication for trade 
negotiation, this paper warns that possible loss in individual benefit from not active participation to 
the external negotiations, no active role of proposer in case that players stick to internal allocations, 
and possible deviation by advantageous sector due to attractive outside option. 
 

 

 

                                                   
* School of Economics, University of Seoul 
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直接投資の功罪の整理と課題の検討 

―ケニア人農民の生活向上への貢献を事例として― 
佐々木 優（亜細亜大学） 

 
報告要旨 

 本報告では、農業を主要産業とするケニアを事例に、“生産活動の主体である農民”と“農業部門への

直接投資（以下、農業投資）”の連関に着目する。そして、「農業部門の成長を促す」とされる投資が必

ずしも農民の貧困状態を改善していないこと、に焦点を当てて論じる。具体的には、ケニア中西部の農

村におけるヒアリング調査から、農業投資の功罪を整理した上で、農民の生活向上に貢献し得る投資と

して「スクウォッター制度」の導入とその意義を検討する。加えて、同制度の導入に伴う課題を提示す

る。 
 ケニアは独立以後より比較的安定した経済成長を遂げるとともに、近年では様々な（多国籍）企業の

進出が、工業部門において顕著となっている。また、主要産業である農業分野への投資も盛んであり、

紅茶や切り花など“換金作物の生産・輸出の拡大”や“農民の生活向上（企業の社会的責任：CSR）”を含

意した事業も見られる。ただし、ケニアでは全人口の8 割弱が農村部に住んでおり、農民世帯の大多

数は 2ha以下の農地しか所有していない小規模農家である。しかも“食料支出（＝食費）”が大勢の農

民の家計を圧迫しており、例えば現地調査の対象となった農民の中には、十分な食料を確保できず、子

どもに食事を提供するために自身の食事回数を減らす世帯も複数存在した。 
 他方、農業投資を概観すると、農業部門に進出している多国籍企業には、例えば切り花栽培を行って

いる欧州企業、コメや野菜など食料生産を行なうドミニオン社（米国）、バイオ燃料の原料の生産を行

うモーリシャス資本のクウェール社があげられる。農村におけるヒアリング調査から、農業投資が農民

およびケニア農業に及ぼす利点と問題点”を整理した結果、農業投資の主なメリットには、①生産技術

の移転や灌漑設備の設置など、生産力の向上を促すこと、②食料生産および農産物輸出の増大への貢

献、③雇用創出による農民の所得の向上、④輸送インフラや市場環境等の整備、の 4つがあげられ

る。他方、デメリットには、（1）低賃金（日当 150～300KSh ほど）であること、（2）大勢の農民が

雇用に群がるため、当該地域の生活・自然環境が劣悪になること、（3）土地収売買など、半強制的な

農地収奪となり得る事業も行われていること、（4）土地収奪との関連から、食料自給の減退を促す恐

れがあること、の 4 点が見られた。 
 農民の生活状況（実態）に関する現地調査の分析から、“貧困後退＝食費の増大”は改善されておら

ず、農業投資に見られる利点はデメリットによって相殺されている。そこで、デメリットを軽減し、且

つ利点を維持し得るような農業投資を見出すことは、農民が抱える貧困問題を改善するとともに、間接

的には、投資を進める多国籍企業にとっても利益をもたらす可能性が伺える。具体的には、「スクウォ

ッター制度（農地分譲型の住み込み労働）」を農業投資に組み込むことが、現地農民と多国籍企業の双

方にとって有益であると考える。そして本報告では、スクウォッター制度の意義や有効性を考察した結

果として、（a）平均食料消費量 178kg／人、必要な農地 0.7ha／人、（b）農民が企業に支払う土地リー

ス代 0.7ha＝296KSh／月となり、企業の減収分を上乗せするとリース代は 4倍に達すること、（c）同

制度の形態には「単身移住（労働者が単独で住み込む）」と「世帯移住（家族同伴で住み込む）」がある

が、いずれもリース代に“企業の減収分”を極力上乗せしないことが重要となること、（d）制度導入によ

って生じた家計の余剰分（260～2,175KSh）は非農業部門を活発にし、間接的には多国籍企業の利益

につながる可能性を有していること、の 4点を提示した。 
 スクウォッター制度は、（1）投資を求めるケニア（政府）、（2）資源および新たな市場機会を求める

企業、（3）貧困からの脱却を切望する人々、の 3者の要望に適した施策となり得る。ただし導入に際

して、企業側の課題（利益の減収など、制度導入に対する消極性）、および農民側の課題（植民地支配

への回帰など、制度に対する反発）も存在する。そのため、食費縮小を兼ねた農業投資（＝スクウォッ

ター制度）は、農民の貧困状態を解消するとともに、大勢のケニア人の購買力を高めることとなり、製

造業など特に非農業部門の活性化や多国籍企業の利益向上につながるものであるが、他方で、制度導入

に伴う諸課題を考慮し、環境整備等の対応策を検討しなければならない。 
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レノボのバリュー・チェーン分析 

―スマートフォン事業を対象に― 
 

程 培佳（同志社大学） 
 

報告要旨 
 

スマートフォンの競争が激化しているなか、Xiaomi をはじめ、中国のローカル企業の成長が著しいで

ある。特に、「低価格・高性能」という戦略で、単一の機種に専念した企業が中国の市場において、成功

を収めた。しかし、伝統的な企業であるレノボは新しい競争に負けず、幅広い機種のまま市場シェアを

高く維持してきた。本研究では、伝統的な企業であるレノボスマートフォンを対象にし、新しい環境に

おいて深く考察する。ローカル企業であるXiaomi は 2013 年から、中国市場だけではなく、海外進出を

本格的に行っている。しかし、知的財産権の侵害および安全問題で、Xiaomi だけではなく、多くの中国

スマートフォン企業は海外進出に苦戦している。そのなか、伝統的な企業であるレノボは海外進出にど

ういう対策を取っているのかを考察する。また、サービスという視点から、レノボと他の中国ローカル

企業との相違点を議論する。 
 本研究では、バリュー・チェーン分析の手法を用い、ハードウェアもソフトウェアも持つレノボスマ

ートフォンを研究対象にして考察する。まず、第 2節では、スマートフォンにおけるバリュー・チェー

ンの分析を行う。これまでのスマートフォンにおけるバリュー・チェーンの先行研究を考察したうえで、

中国におけるスマートフォンのバリュー・チェーンを分析する。さらに、サービスという無形資産がス

マートフォン・バリュー・チェーンにおける重要性を議論する。しかし、これまでの先行研究では、先

行研究は少ないが、Low（2013）が書いた論文は代表的である。サービスを対象にしたバリュー・チェ

ーン分析についての研究は近年始まったところであるのは現状である。本研究では、それをもとに議論

していく。第 3節では、レノボのバリュー・チェーンを分析する。その中では、各プロセスの付加価値

の割合を提示する。そのうえで、レノボは付加価値を獲得するだけではなく、新しいチェーンを創るこ

とによって付加価値を創出することを明らかにする。しかし、サービスを議論する時に、無視すること

できないことは政府の政策である。第4節では、中国におけるレノボスマートフォンの位置づけを行う。

また、中国の政策はレノボのバリュー・チェーンにどれほどの影響を与えているのかを議論する。その

うえで、レノボが他の中国スマートフォン企業と異なる対策を取って、海外へ進出することを議論する。 
 
 
 
  



11/7(土)・午前（9:30～12:00）・第６分科会（直接投資／多国籍企業） 
（10 号館２階 10214 教室） 

23 
 

「日系自動車製造業企業の環境対応新工場戦略」 

竹野忠弘（名古屋工業大学） 
 

報告要旨 
１．研究課題：グローカル連携戦略展開にむけた

グローバル戦略分析 
本報告研究の目的は、環境政策・規制対応工場

として紹介されている、自動車メーカーのメキシ

コにおける新工場投資の事例から、自動車メーカ

ーのグローバル経営戦略の動向を明らかにし、こ

れとの連携によるローカル中小加工製造業企業

の今後の「グローカル連携戦略」の方向性につい

て提起することにある。 
多国籍企業戦略論としては、これは環境政策規

制に対応する「トランスナショナル」戦略の展開

例と理解できる。同拠点は、従来からのグローバ

ル地域別販売戦略の北米戦略をになう強化拠点

であり、加えて 2015 年 4 月に発表された新「製

品・自動車設計（アーキテクチャ）」戦略の重要拠

点工場と位置づけられている。 
２．日系自動車メーカー多国籍企業戦略の変遷 
日系自動車メーカーのグローバル活動は、20世

紀後半から 21 世紀初頭にかけての時期、日本国

内市場、米国市場およびASEAN 諸国地域市場を

軸に、さらに 1990 年代以降は中国市場を主要市

場として展開されてきた。 
1980 年代は ASEAN 各国の自動車産業政策と

の「連携」戦略、貿易摩擦回避的な日ア米「環太

平洋トライアングル」、1990 年代以降は北米現地

販売・生産体制の強化、およびアジアにおける部

品域内相互補完供給戦略の展開、2000年代以降、

中国市場の現地生産が展開してきた。 
３．環境政策対応型・トランスナショナル戦略 

nationality という「多様性（diversity）」に対

応し柔軟な「変容（transfer）」を図るトランスナ

ショナル戦略が提起された。特に「コンプライア

ンス（法令遵守）」として排気・排液ゼロ、排熱削

減・CO2温暖化規制などの環境対応が課題となっ

ている。 

メキシコ第 2工場では、排気熱のマフラー経由

での製品技術やＥＨＶ用の太陽光パネル発電・充

電場の環境対応車技術展開によっている。 
４．トヨタ自動車のグローバル販売と製造体制 
北米地域製造戦略の中でメキシコ新工場は、カ

ナダからの小型乗用車生産移管先および将来の

ＨＶ生産拠点と位置づけられている。 
５．グローバル製品製造構造戦略の検討 

2015 年４月に、市場の変化に対応したプラッ

トフォーム類型のグローバル規模での集約化と

「製品設計（アーキテクチャ）」の革新を軸に、基

幹部品共通化・標準品調達による購買価格低減を

図るＴＮＧＡ戦略が発表された。 
６．自動車製品の再インテグラル化回帰 
かつて音響製品やパソコンは、モジュール品の

典型であったが、組み合わせの集約化を経て製品

設計が統合化され、さらに機能・容量の戦略的集

約化による小型軽量化に到った。自動車にインテ

グラルにはじまり、製品市場の集約化に対応した

疑似モジュール化を経て、将来、再インテグラル

化に向かうことが予測される。 
７．自動車メーカーのグローバル戦略の動向 
現況では、地域別販売に基づくパワートレイ

ン・プラットフォーム４類型による製品モデルの

集約化戦略を経て、製品の再統合化、基幹機能部

品の標準化・共通化が予想される。 
８．展望：中小加工製造企業のグローカル連携戦

略の提起 
戦略的展望としては、現行のモジュール化に追

随するよりも、既存のポスト電気自動車としての

ＨＶを起点とした製品・製造技術対応した「すり

合わせ」部品加工に引き続き注力する戦略が有利

と提案される。 
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イノベーションが経済発展に与える効果 

 
胡 洪濱（京都大学）* 

 
報告要旨 

 
 従来のマクロ経済学ではイノベーションは外生的に与えられると仮定され，またイノベーションは数

値では表現しづらいため，数値に基づく分析は GDP に占める R&D の割合や特許の数など少数の項目

にとどまった。 
 しかし，持続的な経済発展を達成するのはイノベーションが不可欠であるといわれ続けてきた。低所

得段階を過ぎて中所得段階に入っている国は低賃金型の経済開発はもはやできないからイノベーション

は特に重要視される。 
 そのため，本研究では 80 にわたる区分が行われているイノベーション指数（GII）を使用して，先行

研究で取り上げられた中所得国の罠に入っている国（MIT）と入っていない国（Non-MIT）とを比較し，

両者はどの分野が異なるかを分析した。 
 その結果，Non-MIT グループはMIT グループと比べて起業にかかる顕著に低く，マイクロファイナ

ンスも盛んにおこなわれているということが判明した。しかし，起業にもさまざまな種類があり，途上

国ではイノベーションよりも生計を立てるために起業せざるを得ない人がいる。また，マイクロファイ

ナンスも金利が通常の融資より高く，返済不能になる人がいる。このように負の側面もあるため，政府

は慎重に起業者や融資者を審査し，適格な人に選出することで貧困削減，および経済発展を達成できる

と考える。 
 ほかに人的資本の形成も経済発展に有益だが，この中でも OJT が特に重要性を持つということが判

明した。これは戦後の日本で積極的に行われた政策で，職務技能を身に着けて退職するまで働き続ける

ことで生産性が高くなるという原理である。現在の中所得国はかつての日本と同様に所得が中程度で，

製造業が中心の国が多いため，日本の経験をこれらの国に応用できる可能性があることが示された。 
 
  

                                                   
*京都大学経済学研究科博士課程 
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地域貿易協定における原産地規則の影響 

 
 中岡真紀（法政大学）* 

 
報告要旨 

 
 現在世界で多くの地域貿易協定が締結されている。地域貿易協定の締結には、関税の自由化が注目さ

れ、地域貿易協定の自由度が図られる傾向にあるが、貿易する物の原産地を決定する原産地規則（Role 
of Origin ; RoO）により、自由貿易に制限がかけられることがある。地域貿易協定における原産地規則

は、その特恵の便益を受けるために商品の原産地をその締約国に限定するもので、迂回輸出を防ぐ目的

もある。また、原産地規則は各協定により異なっており、ルールは共通化されていない。本稿では、そ

の原産地規則に焦点を当て、原産地規則の制限性でその地域貿易協定の自由度（制限度）を検証し、そ

れぞれの地域貿易協定の原産地規則の相違によって企業の地域貿易協定の利用にどのような影響があ

るのかを見る。原産地規則の制限性を測るには、Estevadeordal（2000）のRoO Index と、Harris（2007）
のRoO indexを応用し、日本とASEAN 諸国の地域貿易協定を実証する。原産地規則の検証には、統一

システム（実行関税率表）の 6桁分類データを使用し、地域貿易協定の協定文の品目別規則を元に制限

度を数値化する。また、地域貿易協定の利用金額は財務省貿易統計の 2014 年経済連携協定時系列表よ

り年次データを元に利用率を算出する。原産地規則の制限度によって、地域貿易協定の原産地基準を満

たさないものは、地域貿易協定の便益を受けることができず、生産地の変更や地域貿易協定の便益を利

用しない選択を迫られる。原産地規則の複雑性や管理費用の増加により、どの程度の利用制限がかかる

のかを試算する。また、原産地規則が制限的である品目、統一システムの第 11 類、テキスタイルに焦点

を当て、各協定の原産地規則を比較し、制限程度を観察する。分析は回帰分析によって行う。 
 結果、RoO Indexは地域貿易協定の利用を縮小することがわかった。日本とASEAN 諸国間には複数

の協定が存在するため、地域貿易協定の利用が２分化されており、全体としては地域貿易協定を利用す

ることでその効果が確認できるが、各協定別に見た場合、その効果が確認できないものもあった。今後

は統一システムの全品目において、ASEAN 諸国以外の地域貿易協定も視野にいれ、検証していきたい。 
 
キーワード：自由貿易協定、原産地規則、ASEAN 
 
  

                                                   
*法政大学経済学研究科博士後期課程 3年 
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Heterogeneous Impacts of Investing China  

on Domestic Market Outcomes:  
Empirical Evidence from Taiwanese Plant Level Data1 

 
Mitsuo Inada (Kyoto Universiy/JSPS)2 

Yung-Hsing Guo (National Taichung University of Science and Technology) 
 

Abstract 
 

The domestic market consequences of firms’ investing abroad have attracted attentions both of 
economists and policymakers. In particular, accelerating the movement of domestic production to 
abroad raised public concern about hollowing out of domestic technologies and employment. This 
paper investigates the impact of FDI policies towards China on plants’ productivity and employment, 
using Taiwanese representative manufacturing plant-level data and exploiting an FDI regulation 
change in China in 2002 as a significant variation. Our difference-in-differences estimates reveal a 
heterogeneity in the response of Taiwanese plants to this change in the regulation: plants in 
deregulated industries which newly invested in China after 2000 experienced a increase in their 
productivity, employment and operating sales while plants in those industries which had already 
invested in China at 2000 decreased both employment and operating sales. We do not find any 
differential trends between plants in deregulated industries and those in other industries before the 
regulation change. We also checked our crucial assumption of whether the regulation change 
expanded Taiwanese firms’ activity in China. We found that the regulation change resulted in 
increased capital inflows and net sales generated by new entrant subsidiaries in the Chinese market. 
Furthermore, we do not find a statistical evidence on the hollowing out effects on domestic market 
outcomes in deregulated industries. 
 
  

                                                   
1 We would like to thank Kensuke Teshima, Yoshihiko Nishiyama, Ryo Okui, Jinji Naoto, and Hiromi Yamamoto for 
their guidance and suggestions. We are grateful to Tomoo Ando, Atsuyuki Asami, Seiichi Fukui, Mototsugu Fukushige, 
Keisuke Kondo, Hisaki Kono, Tatsuhiko Kono, Deqiang Liu, Shuli Liu, Kentaro Nakajima, Koji Shintaku, Toshiaki 
Takita, Tau Xu, Go Yano, Takahisa Yokoi, Dao-Zhi Zeng, Hongyong Zhang, and the seminar participants at Kyoto 
University, Tohoku University, the Kobe meeting of the Kansai Econometric Society, and the 1st meeting of the 
Japanese Association for Chinese Economy and Management Studies for their useful comments. 
2 Kyoto Universiy/JSPS Research Fellow 
Corresponding author: inada.mitsuo.84z@st.kyoto-u.ac.jp 
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Strategic Relationship between Skill Investment and FDI 
 

Yukiko Sawada (Osaka University)∗ 
 

Abstract 
 

We investigate the effect of investment to management skill which improves productivity efficiency 
of the subsidiary on overseas strategies of a firm. A firm serves the foreign market via export or 
foreign direct investment (FDI) thorough Cournot competition with a foreign firm. Since a firm needs 
a higher operational skill of a manager to reap a greater benefit from foreign production, firm’s 
strategy depends on skill level of a labor as a manager candidate. We show the strategic relationship 
between a labor and a firm and derive the skill investment level and firm’s strategy in the equilibrium.  
When the marginal cost in home country is medium level, the firm can extract the higher investment 
level from the labor to serve via FDI. 
 
 
 
  

                                                   
∗ Graduate School of Economics, Osaka University, Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-0043,Japan, 
Tel:+81-6-6850-611, e-mail address:nge012sy@student.econ.osaka-u.ac.jp 

tel:+81-6-6850-611
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The Endogenous Decisions of Unionization and   

International Trade in General Oligopolistic Equilibrium  
 

Hosaki SANO (Osaka University) 
 

Abstract 
 

This paper develops a multi-sector general oligopolistic equilibrium trade model in which 
unionized and non-unionized sectors interact. We assume that the proportion of unionized sectors as 
an endogenous parameter. We show that the proportion of unionized sectors depends on such 
exogenous parameters as population and union cost. As a result, the increase in population size raises 
the proportion of unionized sectors and lowers the competitive wage, whereas the increase in the 
number of firms and the increase in the union cost lower the proportion of unionized sectors and raise 
the competitive wage. We also show that trade openness between symmetric countries raises the 
competitive wage and lowers the proportion of unionized sectors, whereas the effect on the welfare is 
ambiguous. 
 
Keywords: labor union, international trade, general oligopolistic equilibrium 
JEL classification F15, F16, L13 
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Trade, Capital Accumulation, and the Environment 
 

Gang Li (Hitotsubashi University) 
 

Abstract 
 

To highlight the role of endogenous capital accumulation in shaping the interaction between trade 
and the environment, I develop a two-sector Ramsey model featuring agriculture sector impaired by 
pollution from both agriculture itself and manufacturing sector. Trade raises capital rental rate and 
encourages investment. Such scale effect necessarily leads to, under laissez faire, environmental 
degradation in the long run, even if the economy specializes in the relatively clean sector. The long-
run specialization pattern depends upon parametrically determined pre-trade comparative 
advantage, which is revealed by comparing the world and the autarky steady-state relative prices. 
Welfare gains from trade is ambiguous. To achieve the social optimum, a dynamic version of the 
Pigouvian tax can be imposed, with lump-sum transfers of tax revenue to households. Under such 
optimal policy, trade does not necessarily harm the environment in the long run, and the long-run 
specialization pattern may also depend upon the initial condition. 
 
Keywords: Capital accumulation; environmental degradation; pre-trade comparative advantage; dynamic 

Pigouvian tax 
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Does Trade Liberalization Trigger Technology Upgrading? :  

Evidence from Indian Manufacturing Plants 

 
Manabu Furuta (Kyoto University) 

 
Abstract 

 
This paper studies the impact of trade liberalization on plant level productivity in Indian 
manufacturing industries during the period from 1998 to 2007. To guide empirical work, I introduce 
a model that explains the decision of heterogeneous firms to export and to engage in R&D. This model 
assumes that incumbent exporters improve their productivity with a reduction of trade costs because 
of technology upgrading. To identify this process, I conduct comparative statics analysis on the 
average of exporters’ productivity without a reallocation of production factors, and it shows that the 
average productivity increases with trade liberalization. An empirical test of the model reveals that 
the average total factor productivity of incumbent exporters increases when trade costs decrease. 
Their average productivity increases 8 to 12 percentage points for 1 percentage point decrease in 
export tariff. This result suggests that exporters try to upgrade their technology when their profit 
increases with a reduction of trade costs. 
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共有再生可能資源の各国管理と国際貿易 

小川健（OGAWA, Takeshi）（専修大学）† 
 

報告要旨 
排他的経済水域(EEZ)の設定・施行以後、水産資源に代表される再生可能資源の焦点は回遊魚に代表

される国際的に共有された水産資源の管理へと移っている。鮪鰹類に絞っても５つの国際的な管理団体

(RFMO)が存在し、大西洋の鮪鰹類を管轄する団体:ICCAT を始めとし、その焦点は漁獲量制限と各国

の漁獲枠割当が中心になりつつある。国の中で各人・各船に漁獲枠を割り当てる方法は漁業先進国とさ

れるノルウェーやニュージーランド等では鍵であり、一部では成功も収めている（若者が就きたがる職

業である）。反面、漁獲枠制度が機能する形では導入されていない日本等で漁業は斜陽産業となってい

る。さて、各国に漁獲枠を割り当てる政策が妥当というには、各国は元々漁獲枠（漁獲の権利）を本質

的に欲しがる（が、全て認めると資源の過剰利用や枯渇に繋がるので枠で制限する）という大前提があ

る 1。（拘束力のある）漁獲枠を得た国は漁獲に必要な分だけは労働を割くが、それ以外は他の生産に従

事する意味で、不完全特化で（水産資源財・非資源財の）両財生産（双方操業）を行う状況になる。収

穫逓減を許した一般形の生産関数で管理を行わない場合には不完全特化となるので、本前提は当たり前

のようにされてきた。本研究ではこの「そもそも」を疑い、各国への漁獲枠配分の妥当性の前提を分析

した。 
ところで漁業・水産業においては、どうしても魚価（資源財価格）は重要な要素になる 2。そのため 3、

国家が各国の経済厚生を最大化する上では、魚価を考えることは重要な点である。従って、（理論的には

等価と考えられるが）需給均衡を解いて代入しての漁獲枠を利用した最大化より、需給均衡は解かずに

制約式にしたまま漁獲枠だけでなく魚価をも動かした最大化を行う方がより本質に近いと考えられる。 
そこで、各国が共有資源の動学方程式と国際的な需給均衡の静学的な式を共通の制約式とした上で、

非協力的に漁獲枠と魚価を操作変数とした経済厚生の最大化を考えた。分析手法としては２国（自国＜

漁業資源財輸入国＞・外国*＜漁業資源財輸出国＞）、２財（漁業資源財、非資源財）、１要素（労働）に

共有再生可能資源を入れた一般均衡で、戦略と時間変動を同時に扱える微分ゲームを利用した。解概念

には比較的解き易いopen-loop解だけでなく経済学的に妥当性の高いFeedback-Nash均衡も利用した。 
分析の結果、以下の事が明らかとなった。自国・外国共に漁獲量だけでなく国際需給均衡下で魚価（共

通資源財の相対価格）をも動かして経済厚生を非協力的に最大化する場合、生産関数が一般形で両国共

に貿易後不完全特化で資源財・非資源財の両財とも生産することは移行過程の全てでありえなく、片方

の国は必ず特化生産をする。この結果はOpen-loop 解・Feedback-Nash 均衡の双方で成立する。 
この結果、各国に漁獲枠を配分する大前提が崩れたので、本来は漁獲枠を各国に配分するより、漁業

に従事する国の優先順位と漁獲総量を決めるべきである。もし、情報不足などでできない場合は譲渡性

漁獲枠(ITQ)を導入し、経済メカニズムで集めることに意味がある。以上は水産資源だけでなく、共有の

枯渇性資源や宇宙等での未利用資源にも、国内各漁協にも適用できる。 
その上で、外国が漁業資源財に特化し、自国が不完全特化をする場合、資源量は開国で減少するだけ

でなく、外国が漁業資源財に特化することを自国が読み込める場合は更に資源量が減少する。

                                                   
† 専修大学・経済学部・講師、電子メール： takeshi.ogawa.123 “at” gmail.com  
1 少なくとも両国不完全特化が貿易均衡で本質的に起きえないTakarada et al.(2013, RIE)型の場合には最善にはなり得ない。 
2 なお、現場重視の人の中で近代経済学的分析を認めない人の間柄では、この点も主に批判される点の１つである。 
3 経済厚生を最大化してはいない、という批判は漁業・水産業には根強いが、ここでは分析の一里塚として経済厚生最大化を考える。 
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Impacts of dollarization on remittances of  

Cambodian migrant workers in Thailand 
 

Koji Kubo§ (Institute of Developing Economies (IDE-JETRO)) 
 

Abstract 
 

We study the impact of dollarization on migrant workers’ remittances for the case of Cambodian 
migrant workers in Thailand using an original dataset of a questionnaire survey. In four provinces of 
Cambodia, Thai Baht is widely used as substitute for the domestic currency, which could facilitate 
families of migrant workers to receive remittances in Thai Baht, allowing them to partially save the 
remittance cost embedded in the exchange rate margin. By comparing the remittances to Baht zone 
provinces with those to non-Baht zone provinces, we evaluate the impact of dollarization, or to be 
specific “Bahtization”. Empirical results indicate that remittances to Baht zone provinces are more 
likely to be denominated in Thai Baht, implying that “Bahtization” facilitates Cambodian migrant 
workers’ remittances from Thailand.  
 
Keywords: migrant workers’ remittances; dollarization; exchange rate margin; Cambodia 
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The Effect of Premature Deindustrialization  

on Labor Productivity and Economic Growth in Asia 
 
Hitoshi Osaka (Kyoto Sangyo University)* 

 
Abstract 

 
In this paper, we focus on the issue of premature deindustrialization in Asia. In particular, we revisit 
three agenda given by Felipe, Mehta and Rhee (2014). Our preliminary empirical examination 
provides the evidence to support them. First, the peak employment share for the industrial sector 
has declined. It is evident from the different turning points for the employment share for East Asia 
and South Asia. Second, the turning points of the inverted U curve for both employment and GDP 
have declined over time. In this inquiry, our estimation provides the evidence for employment but not 
for GDP. Third, the inverted U-shaped curve is more evident in employment than that in output. 
Moreover, our regression analysis for labor productivity in Asia provides interesting insights. The 
positive association between the income level and labor productivity in industry, the higher education 
and investment may promote the income convergence in the region in the long run. Moreover, trade 
openness contributes to labor productivity in industry that implies the positive impacts of 
globalization in the Asian region. 
 
Key Words: Economic Development, Structural Change, Labor Productivity, Asia 
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ASEAN+3「地域通貨単位」に関する一考察 

 
                 赤羽 裕（亜細亜大学大学院）* 

 
報告要旨 

 
本報告は、ASEAN+3でこれまで検討されてきた「地域通貨単位（＝RMU : Regional Monetary Unit, 

以下 RMU という） 」の内容を確認するとともに、その課題と展望を考察するものである。RMU は、

ASEAN+3 におけるリサーチ・グループにおいてこれまで複数回取り上げられてきたテーマであり、そ

の検討内容の確認と利用に関する展望を中心に報告する。 
具体的なアプローチとしては、以下とした。ASEAN+3 のリサーチ・グループの研究などでも、RMU

自体の評価や導入への課題は多く論じられているが、各国通貨別のメリット・デメリットが個別に論じ

られるケースは多くないと考えている。一方で、域内各国が国別にRMU の創出・参加を検討する際に

は、自国のメリット・デメリットは大きな判断材料となるであろう。そこで、検討にあたり、現行の為

替制度、経済状況・規模もふまえて、定性的な評価を筆者なりに行い、そうした視点での議論の「たた

き台」を提示することを目指した。そのため、メリット・デメリットとも、一面的な評価に留まるもの

の、両面を検討することで、バランスの取れた議論へつなげることを考えた。合わせて、先行研究でも

利用された「ゲーム理論」の発想を取り入れ、導入条件の考察を行った。 
結果として、各国ごとの事情はあり、さまざまなメリット・デメリットが想定できた。しかし、絶対

的にデメリットが大きい国は見当たらず、将来的なRMU の実現の可能性を否定するものではない印象

を得た。「ゲーム理論」を使い、域内取引での外貨としてのRMU の利用の選択肢を、域外通貨の米ドル

使用と比較することを試みた。貿易等の経常取引と、今後も多額の資金ニーズが存在する域内インフラ

整備資金に、RMU の利用を想定し、米ドルとの比較において、為替差損益に関する金額的な試算を目

指すというアプローチ案を考えた。そのうえで、昨今の域内での資金ニーズに関わる案件もふまえ、

RMU の位置づけと利用への展望をまとめたものである。   
なお、本稿の内容・見解は個人的なものであり、本務先、その他いかなる組織とも無関係である。 

                                                   
*亜細亜大学大学院 非常勤講師 
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「今次の一連の危機によるスイスへの影響 

～リスク回避行動と、税逃れ対策の強化から」 

 
                          藤田憲資(保険医療経営大学) 

 
報告要旨 

 
今次の一連の危機を受けて、投資家によるリスク回避行動と、先進諸国を始めとする税逃れ対策の強

化が見られる。とりわけ、こうした動きは、「避難通貨」、「銀行機密」ないし「タックスヘイブン」の特

徴を併せ持つスイスに対してより大きな影響を及ぼすとみてよい。しかし、その影響の中身については

様々な見解がある。そこで、本報告では、こうしたリスク回避行動と、税逃れ対策の強化によるスイス

への影響について、主としてスイスの資金フローとの関係から、以下の諸課題を明らかにすることを試

みる。 
まず、今次の一連の危機を受けたスイスをめぐる資金フローについてである。そのために、ここでは

在スイス銀行の地域別資金フローの全体像を提示する。その狙いは、スイスをめぐる資金フローパター

ンの全容と、その変化を明らかにすることである。 
次に、投資家によるリスク回避が、スイスの資金フローに及ぼす影響についてである。ここでは、同

影響として、スイスへのリスク回避マネーに係る通貨ないし相手国に着目し、これを、在スイス銀行の

地域別資金フロー、スイスフランの為替レート、および在スイス銀行の通貨別対外取引の 3つの側面か

ら探る。 
最後に、税逃れ対策の強化が、スイスの資金フローに及ぼす影響についてである。その際、同対策の

うち、「銀行機密」への圧力については、口座情報の共有に向けた動きに、他方、「タックスヘイブン」

への圧力については、税優遇の見直しに向けた動きにそれぞれ着目する。さらに、同影響については、

各々の圧力を受けてスイスからマネーが流出するとのしばしば指摘される想定を１つの手がかりにして、

各想定の核となる在スイス銀行の｢匿名性｣と、在スイスの富裕な人々ないしマネーの動向について検討

する。 
その結果、本報告では、主に次の３つを明らかにした。第 1に、今次の一連の危機を受けたスイスを

めぐる資金フローについては、在スイス銀行の地域別資金フローの観点から、「欧州」、英国、「オフショ

ア」および信託に係る取引パターンの変化を示し、スイスの｢中継地｣としての役割変化について指摘し

た。 
第 2に、スイスへのリスク回避マネーに係る通貨ないし相手国については、リスク回避行動を危機時

におけるスイスへのマネーの流入、および当該国通貨に対するスイスフランの増価と解釈すれば、通貨

ではユーロとポンドについて、さらに、ユーロ圏の中では主にイタリアおよびルクセンブルグについて

同状況をおよそ読み取ることができた。 
 そして、第 3に、税逃れ対策の強化が、スイスの資金フローに及ぼす影響については、両圧力に係る、

口座情報の共有、および税優遇の見直しに向けた取り組みが、いまだ途上にあることもあって、両圧力

を受けてスイスからマネーが流出するとの想定は、限定された状況下でのみ認められた。 
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一物一価の法則についての実証分析 

―メキシコ国内 35都市のケース― 

 
咲川 可央子（二松学舎大学） 

 
報告要旨 

 
本稿では、メキシコ国内 35 都市間で一物一価の法則が成立しているかどうかについて、個別の財・

サービスの価格データを用いて実証的に検証する。一物一価の法則は、国際経済学の教科書で必ず取り

扱われる重要なトピックである。近年、データが整備されると同時に計量的手法が発展し、この分野に

ついての実証分析が進められてきた。国際間、及び 1国内の都市間を対象に分析した様々な既存研究が

あるが、メキシコ 1 国内の都市間を対象にした分析は少ない。 
本稿では、1.メキシコの都市間の絶対的な価格差はどの程度か、2. 価格差は時間と共にどのように変

遷しているのか、3. 価格差はどのような要因によるものなのか、4. 長期的に一物一価の法則が成立し

ているかどうか、5. 成立している地域はどこか、について分析を行っている。メキシコにおける個別の

財・サービスに関して一物一価の法則が成立しているかどうかを分析した既存研究は存在せず、本研究

の新たな貢献である。 
また､メキシコは 1994年の北米自由貿易協定（NAFTA）によって、米国と経済統合を進めた国であ

る。本研究では、分析期間（1982年～2015年）をNAFTA 発効の前後に分けて分析し、結果にどの

ような違いがあるかにも注目する。 
その結果、以下の事が明らかとなった。 

①メキシコ 35 都市間の価格差は、期間後半に縮小している。②都市間の価格差を、時間を通じて変化

しない都市固有の価格差（「不変都市効果」）とそれ以外の価格差（「相対変動効果」）に分解すると、不

変都市効果がメキシコの都市間の価格差の大部分を説明している。③期間後半の価格差縮小は、主に不

変都市効果の低下によりもたらされた。④期間後半に、平均価格と共和分関係を有する都市の数が増え

た。すなわち、期間後半に、より多くの都市で長期的に一物一価の法則が成立するようになった。⑤北

部、中―北部、湾岸、南部地域で平均価格と共和分関係を有する都市の数が期間後半に増えた。すなわ

ち、これらの地域では、期間後半に、より多くの財について長期的に一物一価の法則が成立するように

なった。 
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欧州金融規制と銀行同盟―ECB・EBA・FSB の関係を中心に― 

 
佐藤 秀樹（金沢大学） 

 
報告概要 

 
 現在、欧州における金融規制はBanking Union(銀行同盟)を軸として進展している。まず、SSM(単一

監督メカニズム)について 2014 年 11 月より ECB を中心に、一元的な監督制度が行われている。2015
年には SRM(単一破綻処理メカニズム)が 2016 年 1 月の本格的な始動に向けて急速に整えられている。

さらに、Single Rulebook(単一ルールブック)が Common DGS(共通預金保険スキーム)を含める形で準

備されている。 
 本報告では、以下の 3つの論題を取り上げる。①ECB によるSSMとSRMを巡る現状分析②ECB と

EBA との関係③ECB とFSB との関係である。 
 第 1 に、ECB による銀行監督・銀行破綻処理の展開については、SSM と SRM における加盟諸国の

監督当局(NCAs)と ECB との関係が焦点である。大銀行グループ約 120 行を対象に、JSTs(Joint 
Supervisory Teams)が中心となり監督を行う。ここでSSM Framework によりECB-NCAs 関係は明記

されているが、銀行監督を一元化することは容易ではなく、課題を抱えつつ進展しているのが実情であ

る。そこには金融システムとともに各国の銀行監督政策の方針の相違が存在する。この構造について、

フランス、ドイツ、イギリスを焦点に絞り、監督政策の相違を見ていく。 
 第 2 に、EBA の役割が焦点となる。EBA は 2009年2 月公表のde Larosière報告によって企画され、

2011 年に設置された欧州銀行機構である。その本部はロンドンであり、ここにはユーロ域のみならず、

EU28 ヵ国の銀行に関する技術的な基準が定められる。ストレステスト、CRR/CRDⅣというミクロプ

ルーデンス政策が主となる。ここでEBA とECB との関係はどのようになっているか。銀行同盟の中心

であるECB に対してEBA はどのような役割を担うのであろうか。EU28ヵ国を包摂するEBA の存在

意義を検討する。 
 第 3 に、FSB の方針と総合的な規制・監督の方法論である。この機関はスイス・バーゼルのBIS（国

際決済銀行）の下部機関とはいえ、今やG20に政策提言を行っている有力な国際金融機関である。FSB
は、G20の共同声明の基盤となる銀行監督方針を毎回提出している。このFSB はKey Attributes を銀

行監督のベースにおいており、毎年改定を行っている。ここで重要な点は、欧州での銀行同盟とその共

通概念を多く有していることである。一方で、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)が策定する Basel Ⅲ及

び銀行監督へのスタンスについても留意する必要がある。規制・監督の方法論についてこれらを踏まえ

て考察していきたい。 
 なお、本稿で取られるアプローチは、政策デザイン(Design of Policy)の分野であり、取り扱う対象及

び論点が限定的なものである。そのため、今後多角的な検討を要する課題である。 
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ヨーロッパにおけるマイナス金利政策と為替レート 
 

川野祐司（東洋大学） 
 

報告要旨 
 

 ユーロシステム（ECB），デンマーク，スウェーデンは政策金利をマイナス圏まで引き下げている．デ

フレ圧力の抑制や資本流入による為替レート増価の抑制など理由は様々であるが，為替レートの減価を

狙っている点では共通している．本報告では，マイナス金利政策が為替レートの減価を達成できたのか

検証する． 
 政策金利の引き下げが，プラス圏の時とマイナス圏の時とでどのように変化したのかを比較する．ま

ずは，為替レートの分布を 2 つの時期で比較する．政策金利がプラスであってもマイナスであっても金

融緩和の効果が同じであれば，為替レートの 2つの分布は平行移動するはずである．本報告では検証に

ベイズ統計を用い，MCMC による検証を進めていった．これにより，大量のデータを必要とせず，為替

レートの分布もより自由に考えることができる． 
検証の結果，プラス期に比べてマイナス期は，スウェーデン・クローナは対ユーロレートや実効為替レ

ートで減価しており変動も小さくなっている，デンマーク・クローネは対ユーロ，対ドル，実効為替レ

ートともに減価しているがよりボラタイルになっている，ユーロは変動が小さくなっていることが分か

った． 
次に，為替レートの決定要因として，金融政策，景気，ユーロ地域の信用不安を取り上げてプラス期

とマイナス期でどのように影響したのか比較する．スウェーデンはプラス期には景気や金融政策が効い

ていたがマイナス期にはその効果がなくなった．デンマークはプラス期，マイナス期ともに金融政策で

為替レートを減価させており，実効為替レートではマイナス期に信用不安も影響していることが分かっ

た．ユーロでは景気や信用不安の影響はみられず，金融緩和の効果もマイナス期では見られなくなった． 
 以上から，デンマークだけがマイナス金利によって為替の減価を達成できたことが分かった．デンマ

ークは対ユーロレートをペッグさせており，この政策が広く市場に知られていることが要因だと考えら

れる．スウェーデンやユーロではマイナス金利が為替の減価をもたらしたとは必ずしも言えず，政策の

妥当性が問われる結果となった． 
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「ドル通貨制」期の沖縄における通貨制度 
－実体からみる視点とその現代的意義 

Okinawa’s Currency System during “U.S. Dollar Era” 
: Analysis of Operations and its Implications 

  

星野智樹（立教大学）† 
Tomoki, HOSHINO （Rikkyo University）‡ 

 
報告要旨 

 
第二次世界大戦後に米国の統治下におかれていた日本の沖縄では、1958 年~1972 年の期間に、ドル

を域内の通貨として使用する「ドル通貨制」の下にあった。  
本報告では、通貨制度の実体に着目する視点に沿って、沖縄現地の研究者や実務家を中心に蓄積され

ている調査記録や研究を参照ながら、沖縄が「ドル通貨制」の下にあった 1958年～1972年の時期を念

頭に置き、沖縄の「ドル通貨制」の実体的側面を検討する。 
より具体的には、「域内独自通貨の不在」そして「ドルの域内通貨としての使用」という「ドル通貨制」

のもつ性格に着目して、次の 3つの論点を取り上げる。 
第 1に、当時の沖縄の金融機関において中心的な存在であった琉球銀行の機能、具体的には、（結論の

一部を先取りすることになるが、）中央銀行機能と市中銀行機能を検討する。 
第 2に、ドルを域内通貨として用いる沖縄における市中銀行による預金通貨の創造（いわゆる「信用

創造」）、預金通貨の存在形態の検討である。ここには関連する論点が2つある。まず、自国通貨が存在

する「普通の国」（あるいは今日の一般的なケースで）の通貨流通においては、現金通貨よりも預金通貨

が大部分を占めていること、そして、通貨を創り出す主体としてはマネタリーベースを供給する中央銀

行に加えて預金通貨を創造する市中銀行が存在することを踏まえると、「ドル通貨制」における通貨流通

の実体的側面をみるうえで上記の論点を検討する必要がある。また、米国以外の国がドルを「国内通貨」

として使うことの意味合い、つまり、沖縄において市中銀行が預金通貨の創造を行っているとすれば、

そこで創造された預金通貨は米ドルとしての機能を持ちうるのか否かが問題となる。 
第 3に、（沖縄は、「ドル通貨制」下にあるとはいえ米ドルを発行できるようになるわけではないため）

沖縄における域内通貨流通の根幹となる「マネタリーベース」を確保するうえで必須であり、その唯一

の源泉であり究極的な規定要因となる対外的なドル流出入の動向について、対外的な経済取引を一通り

網羅している国際収支（当時の沖縄では「対外収支」として統計が存在）を中心に対外経済関係を分析

する。 
こうした分析それ自体が第二次世界大戦後の沖縄における通貨制度の研究としての意味があるが、そ

れに加えて、現代的な問題として、途上国の通貨政策の一つになっている「ドル化」政策や、欧州共通

通貨ユーロを考えるうえでの示唆を得ることも狙う。 
（以上） 

  

                                                   
†立教大学経済学部 
‡Assistant Professor, College of Economics, Rikkyo University 
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バブルか「デフレ」か－２極間で揺れる現世界経済の不安定構造を 

「地球的供給制約下のスタグフレーション構造」の視点からみる－ 
安保哲夫（元東京大学など） 

報告要旨 
本報告では、近年の世界経済における特徴的な様相を、金融と実体経済の変動の方向が大きくずれて、

バブルか「デフレ」かという２極間で揺れる不安定な構造をなしていると捉えて、それをスタグフレー

ションというキーワードを使い解明しようとしている。その背景には、現代の世界経済が、中心国アメ

リカの地位後退と地球的供給制約という二重の人類史的構造問題を抱えることになっていて、その展望

のない困難な状況・形態がスタグフレーションという２律背反的な形で現れていることがある。それを

端的に示すのは次のような事実である。すなわち、２０１１年～１５年第２四半期平均の日、米、独の

株価／工業生産の変化率の比較をみると、工業生産のわずかな変化に対して、株価は４０～９０％と大

幅に上昇している。この対照的な事実関係を示すデータこそ、本報告の最も基本的な主旨に関わるもの

である。それは、株や不動産など資産価格の投機的上昇と工業生産に代表される実体経済の停滞という

形で現れ、企業だけでなく、政策当局にとっても手の下し辛い難題となっているのである。 
はなはだやっかいで危険ですらあるのは、この地球的供給ネックの下では、実体経済の伸びが制約さ

れ硬直性を強めているので、政府や中央銀行などによるテコ入れとして相次ぐ超金融緩和が強行される

が、それが株や不動産など資産価格の押し上げにのみ回って、資産バブルを作り出してしまう点である。

そしてバブル崩壊を避けるためにさらなるリスクマネーの大量投入が重なると、金融面のバブルの増幅

とより大きな崩壊の危機を招来し、その救済と称して一層巨大な国家債務が積み上がっていくという悪

循環に陥ってしまうのである。日本では、アベノミクス・黒田日銀の「異次元」金融緩和政策がそれを

もっとも極端な形で実行して、世界の注目を浴びていること、周知のとおりである。  
報告者のみるところ、今では、一見経済好調に見えるアメリカや日本も例外ではなく、新興国の代表

格中国にもそのバブル・エネルギーが蔓延して、この夏には先陣を切ってその破綻が表面化した。その

反動は、アメリカ，日本など先進国にも大きく波及しつつあり、この「デフレ」の広がりに対して、今

や世界が臨戦態勢である。５月に提出した報告概要のテーマ「バブルか「デフレ」か」は、現時点では、

スタグフレーションの２側面－価格上昇と実体経済の停滞－というずれが、「バブルの崩壊から実体経

済の不況化へ」に転じつつある、といえよう。そうした危険な仕組みやプロセスはどうなっていて、今

後どういう方向に展開していくのか。 
中国で始まったバブル崩壊がアメリカや日本に波及するのは、それに先立って各国の内部にすでに大

きなリスク要因を抱えているからであり、中国だけの問題ではないはずだ。こうして世界経済は、中心

国後退の不安定構造の下で、エネルギー・資源、人的資源、環境問題など地球規模の供給制約という枠

に縛られて、戦後最大のいわば人類史的変動期をを乗り切らなければならない。そうしたダイナミック

で困難な事態に各国や人類はどう対処できるのか。以下、こうした大問題を次のような順序で分析・考

察を加えていきたい。 
 
本報告は、以上の問題関心から、次の諸点について実証・究明を試みる。 

１．世界的な国家債務残高の無限の累増傾向 
２．資産価格の不安定な急上昇と工業生産-実体経済の停滞 
３．スタグフレーションの概念規定と現局面 
４．まとめ：世界経済の現局面と今後のシナリオ
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The Impact of Labor Market Frictions  

on Industrial Agglomeration 
 

Hayato Kato (Hitotsubashi University) 
Ryo Makioka (Pennsylvania State University) 

Toshihiro Okubo (Keio University) 
 

Abstract  
 

This paper develops a two-country model of trade and geography characterized by the homogeneous 
traditional sector with diminishing returns and the differentiated modern sector subject to increasing 
returns. When international trade is perfectly free, the country with a larger amount of factor 
endowments ends up with shrinking its modern sector. When trade liberalization proceeds 
continuously, it may be possible that the large country first expands, then shrinks its modern sector. 
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Consumer's Enthusiasm and Trade-triggered Short-run Price 

Increasing Competition of Horizontally Differentiated Goods 
 

Megumi Nishimura* (Kanazawa Seiryo University) 
 

Abstract 
       What do Hello Kitty, Mickey mouse, Rolling stones, Lady Gaga, Lois Vuitton, and CHANEL 
have in common? These brands have customers, who show different enthusiasm for their products. 
Some fans literally live in a Hello Kitty world and their rooms are covered with Hello Kitty from floor 
to ceiling, while other fans are satisfied with just one plush. Such a link between a consumer's 
enthusiasm and his/her consumption has been paid little attention in existing studies. Most existing 
studies on differentiated goods put a unit-demand assumption, where every consumer buys no more 
than one unit of a differentiated good regardless of his/her enthusiastic level, and therefore, the 
difference in consumers' enthusiastic levels has no effect on their consumption. In these existing 
studies, effects of trade liberalization on horizontally differentiated goods have been discussed since 
Lancaster (1966,1975) and Chamberlain (1933) created theoretical models to analyze differentiated 
goods. Although models used in these existing studies are different, the heterogeneity of consumers' 
enthusiasm levels has been ignored, and the same non-surprising conclusion has been reached: trade 
liberalization spurs competition among horizontally differentiated goods, and therefore their prices 
will have no chance to increase either in the short-run or in the long-run. However, it is the 
combination of the unit-demand assumption and homogeneity of consumers' enthusiasm levels that 
derives the result. This paper relaxes these assumptions and allows consumers to buy different 
amount of goods depending on their enthusiastic levels. Specifically, this paper incorporates the 
heterogeneity of consumer enthusiasm for differentiated goods into the Helpman model (1981), a 
well-known the Lancaster's ideal-variety approach model and shows that trade liberalization can 
lead to a price-increasing competition at least in the short-run. That can happen because the trade 
liberalization not only increases the number of rival goods but also changes the composition of 
consumers each firm sell its product to. On one hand, the trade liberalization allows foreign rival 
goods flow in the domestic market, which spurs the competition and puts downward pressures on 
price. On the other hand, the trade liberalization makes each firm sell its product to narrower range 
of consumers, who show more enthusiastic support for its product and less price elastic, which can 
give firms a chance to increase their prices. This paper is not the first paper to predict the price-
increasing competition after the trade liberalization. Chen and Riordan (2008) derive conditions that 
the competition does increase price in their unique model with special model settings. The 
contribution of this paper is to show that the price-increasing competition will be the result in a more 
general model setting. 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
*E-mail: nisimegu@seiryo-u.ac.jp  
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Demand for Secondhand Goods and Consumers’ Preference in 

Developing Countries: An Analysis Using the Field 

Experimental Data of Vietnamese Consumers 1 
 

Keisaku HIGASHIDA (Kwansei Gakuin University)† 
Nguyen Ngoc MAI (Hanoi Foreign Trade University)‡ 

 
September, 2015 

 
Abstract 

 
Using the field experimental data in Hanoi, Thai Ping and Thai Hong in Vietnam, we examine the 
relationship between consumers’ preference for secondhand goods and consumers’ and products’ 
attributes. In particular, we carried out a series of field experiment to extract their risk, time, and 
social cooperative preferences. In addition, we surveyed their personal attributes and conducted a 
type of conjoint questionnaire about motorbikes and fridges. Regarding product attributes, we focus 
on the age, brand, size, quality labeling, origin, and so on. We find that product attributes influence 
the consumer utility as expected. For example, Honda brand positively influences the consumer 
utility. Moreover, we obtain several important results about the relationship between personal 
attributes and demand, in particular, about the preference for secondhand good: For example, the 
more far-sighted consumers and/or older consumers have stronger preference for secondhand goods 
as compared with the less far-sighted and/or younger consumers; the older and/or male consumers 
have stronger preference for Japanese brands as compared with the younger and/or female 
consumers. We also provide policy implication on the quality certification and international trade of 
secondhand goods. 
 
Keywords: Consumer behavior, field experiment, secondhand goods, time preference. 
JEL classification: C93, Q53, Q56. 
 

                                                   
1 We gratefully acknowledge financial support from Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). And Japan Society for 
the Promotion of Science under the Grant-in-Aid for Scientific Research (B, 26285057). The authors are grateful for helpful comments and 
suggestions by Ryuhei Wakasugi, Tsuyoshi Kawase, Naoto Jinji, Morihiro Yomogida, Shigeru Matsumoto and seminar participants at 
RIETI.  
†School of Economics, Kwansei Gakuin University 
‡Faculty of International Economics, Hanoi Foreign Trade University 
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ICT, Offshoring, and the Demand for Part-time Workers: 

 The Case of Japanese Manufacturing 
 

Kozo Kiyota1 (Keio Economic Observatory, Keio University) 
Sawako Maruyama (Graduate School of Economics, Kobe University) 

 
Abstract 

 
This paper examines the effects of information and communication technology (ICT) and offshoring 
on the skill demand in Japanese manufacturing. One of the contributions of this paper is that we 
focus explicitly on the demand for low-wage part-time workers (i.e., low skilled workers). Estimating 
a system of variable factor demands for the period 1980–2011, we found that industries with higher 
ICT stock shifted demand from middle-low to middle-high skilled workers. Offshoring is associated 
with the increasing demand for high skilled workers but it has insignificant effects on the demand 
for middle-high, middle-low, and low skilled workers.  The results together suggest that the 
increasing demand for low-wage part-time workers can be attributable to ICT in Japan. 
 
Key words: Offshoring; Information and Communication Technology; Skills; Part-time Workers; 

Polarization 
JEL classification codes: F14; J31 
 
 
  

                                                   
1 Corresponding author:  Keio Economic Observatory, Keio University, 2-15-45, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345, 

Japan; E-mail: kiyota@sanken.keio.ac.jp; Tel: +81-3-5427-1480. 
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Offshoring, Relationship-Specificity, and  

Domestic Production Networks 
 

Taiji Furusawa (Hitotsubashi University) 

Tomohiko Inui (Gakushuin University and RIETI) 

Keiko Ito (Senshu University) 

Heiwai Tang (Johns Hopkins University) 

 

Abstract 

 

An economy is an interlinked web of production units. This paper examines both theoretically and 

empirically how firms’ offshoring decisions lead to the reorganization of the domestic production 

network. We build a buyer-seller model that features supplier heterogeneity in efficiency and 

distance, as well as intermediate inputs that vary in the degree of specificity to the relationship with 

the buyer. The model predicts that the more productive buyers will source inputs from a larger range 

of domestic regions, especially for generic inputs. Inputs that are more relationship-specific are less 

likely to be sourced from distant regions or foreign countries. A drop in offshoring costs will induce 

the more productive final good producers to replace some of the closer and less efficient domestic 

suppliers by foreign suppliers. The resulting increase in productivity will expand the geographic 

scope of domestic outsourcing. Generic input suppliers are more likely to be dropped, despite their 

higher productivity. Using unique and exhaustive data on the buyer-seller network in Japan, we find 

evidence supporting the main predictions of the model. 

 

Key Words: Production Networks; Offshoring; Relationship Specificity 

JEL classification: F10, F14, L14 
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World Trade Flows in Photovoltaic Cells: 

A Gravity Approach Including Bilateral Tariff Rates 

 
Atsuko Matsumura (Tokyo International University) 

 
Abstract 

                                        
This paper investigates the determinants of the world trade flows in one of the principal 
environmental goods, photovoltaic cells, focusing on the period of growing trade of this industry 
between 2000 and 2004, with the emphasis of the effects of bilateral tariffs. Our cross-section analysis 
based on gravity model including bilateral tariffs as one of the trade costs demonstrates the 
systematic effects of bilateral tariff rates as well as distance effect and APEC bloc effect on the 
bilateral trade flows in photovoltaic cells sector among 51 countries in each year between 2000 and 
2004. Our panel analysis based on fixed effects model of gravity equation by allowing trading-pair 
heterogeneity using the data of 2000-2004 consolidates the significant effect of bilateral tariff rates 
on the trade flows, and demonstrates the globalization effect on trade growth in this sector. As for the 
pattern of bilateral trade of this sector, we find from our cross-section analysis that the bilateral trade 
flows are larger for the country-pairs with similar GDP per capita by exchanging the differentiated 
products, which can be explained by the monopolistic competition model. The results of our gravity 
analysis for photovoltaic cells suggest the effectiveness of the current efforts of APEC and WTO for 
tariff reduction on various kinds of environmental goods for expanding bilateral trade flows of those 
goods among the covered countries of either developed or newly industrialized countries, which would 
lead to environmental protection through worldwide diffusion of those goods.   

 



11/8(日)・午後（13:40～16:10）・第 12 分科会（アメリカ経済）（10 号館２階 10211 教室） 

49 
 

 

アメリカにおける純投資の変動 
 

本田浩邦（獨協大学） 
 

報告要旨 
 

 アメリカにおける純投資（粗投資から減価償却を差し引いたもの）は 20 世紀後半をつうじて国内総

生産比でみた割合を低下させている。このことは一面では、少ない生産的投資によって国民経済が必要

とする財とサービスを供給しうるという経済全体の潜在的供給力の強まりを意味するが、その半面、経

済格差の拡大と所得抑制によって、一部には基本的なニーズさえ満たすことできず貧困が放置されてい

るという分配上の問題を浮かび上がらせている。高度な技術革新のもとで、基礎的な生活ニーズを満た

すための投資活動が十分に行われないという過剰と不足の構図はどのようにして現れ、いかに認識され

てきたのであろうか。 
元来、経済学は希少な財貨の生産と交換を対象とする学問であるとされてきた。新古典派経済学は投

入と産出を技術的に組み合わせる議論に終始し、〈希少性〉と〈過剰〉が起こる複雑な性格については

十分な注意を払ってこなかった。マルクス経済学や制度派経済学の一部において戦後の一時期、〈過

剰〉の構造を寡占的な投資停滞によって捉えようとする議論があったが、それらから数世代を経て、経

済構造はそれら理論の射程を超えて大きく変化した。寡占的停滞と金融的膨張、高度な技術革新が重層

的に重なり、経済の成長と停滞の構図はますます複雑さを増している。生産的投資の飽和状態と投資抑

制、それらに対する政策的緩和が生み出すバブル経済の土壌の広がりを生んでいる。 
本報告では、ニューディールの時代から今日までの資本蓄積の理論の変遷を辿ることによって経済過

程の特徴を明らかにし、若干の資料によって実際の投資の構造を分析することによって、現状の投資の

停滞の論理的な構造を明らかにしたい。柱立ては以下のとおりである。 
 

Ⅰ はじめに 
Ⅱ 資本蓄積論の現代的系譜－－新古典派、ケインズ、クズネッツ 
Ⅲ 〈希少性〉と〈過剰〉をめぐる戦後の諸理論、とくに現在の制度派経済学 
Ⅳ 純投資の変動、利潤シェアと所得格差 
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Agricultural Productivity, Infrastructures,  

and the Optimal Timing of Opening Trade 
 

Keita Kamei (Yamagata University) 
 Hiroaki Sasaki (Kyoto University) 

  
Abstract 

 
This study develops a dynamic Ricardian trade model that incorporates productive infrastructures 
into the manufacturing sector. The costs of building infrastructures are financed by tax. An increase 
in the tax rate decreases the amount of consumption in the present period but hastens the timing of 
opening trade. We investigate the relationship between the timing of opening trade and total welfare. 
We also compare two kinds of total welfare: (i) the total welfare that a country obtains by closing 
international trade until it has a comparative advantage in manufacturing and then engaging in free 
trade and (ii) the total welfare that a country obtains by specializing in agriculture according to the 
law of comparative advantage from the beginning. The main results are as follows: (1) there is the 
optimal tax rate maximizing the total welfare; (2) an increase in agricultural productivity can 
accelerate the timing of opening trade, which, however, does not necessarily improve total welfare; 
and (3) total welfare under specialization in manufacturing can be higher than that under 
specialization in agriculture depending on the prevailing conditions. 
 
Keywords: productive infrastructure; industrialization; timing of opening trade; agricultural 
productivity 
JEL Classification: F43; F10; O14 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
*We thank the seminar participants at Onomichi City University, Kyoto University, and Hokkaido University for their 
useful comments on earlier versions of this paper. For financial support, the first and second authors are grateful to 
Grant-in-Aid for JSPS Fellows (13J05882) and Grant-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI 25380295), respectively. 
†Faculty of Literature and Social Sciences, Yamagata University. 1-4-12 Kojirakawa-machi, Yamagata-shi, 990-8560, 
Japan. E-mail: kamei@human.kj.yamagata-u.ac.jp 
‡Corresponding author. Graduate School of Economics, Kyoto University. Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-
8501, Japan. E-mail: sasaki@econ.kyoto-u.ac.jp 
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Poverty Reduction Through Social Business  

in Developing Countries 
-A Case of the Grameen Family  

of Companies’ Social Business Initiative in Bangladesh- 
 

Naseer JAMADAR (Kanazawa Seiryo University) 
 

Abstract 
 

The purpose of this paper is to examine the new trends of social business for improving the 
socioeconomic condition of poor people through direct involvement in social business activities at the 
grassroots level in developing countries. Many people in developing countries are faced with basic 
problems such as poverty, unemployment, education, malnutrition, reducing infant-mortality, less 
access to health services, gender inequality and loss of environmental resources. To overcome all of 
these problems the key challenge is achieving economic growth and equal distribution. Why can’t 
government services fulfill all these basic human needs of citizens? One possible answer is, in most 
development cases conventional ‘top-down’ approaches were adopted both by governments’ 
bi/multilateral development programs bypassing the poorest of the poor who are at the grassroots 
level. So many poor people are not receiving their basic needs. Nor can they afford to pay for 
alternative services offered by the business sector. This market failure leaves them marginalized and, 
unless a third party offers some alternative basic services, the prevailing inequalities and poverty 
will continue. In the past, to some extent these kind of services provided by Foundations and non-
governmental organizations. In recent days, many companies have become significant and active 
partners in this endeavor through their social business commitments. Again, the government 
endeavors tend to use the welfare approach. In the long run, the welfare approach does not work 
because it does not foster new skills, nor empower the poor, but rather creates greater dependency 
on others and is not sustainable. The new trend to a sustainable poverty reduction approach is to 
turn the poor people into social entrepreneurs so that they can afford the basic necessities of their life 
through their direct participation even in small scale social business. 
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異能の政治経済学者ハーシュマンの理論と思想－再評価と現代的意義－ 

 
高橋 直志 *（名古屋外国語大学） 

 
報告要旨 

 
 本報告では、国際経済学・開発経済学を始めとして、組織論や思想研究などの多くの分野にまたがる

業績を残しながらも、その内容・主張に一貫性を見出しいにくいこともあって、今なお評価が定まらな

い A.O.ハーシュマン（1915－2012）の著作群に対して、報告者自身が考案した仮説と照らし合わせを

行い、その妥当性を検証しながら通説の一部訂正を試みる。 
そもそも、ハーシュマンに対する一般的評価といえば、壮年期の著作（不均整成長理論）に着目して

「（やや）ケインジアン寄りのエコノミスト」「中道（穏健）左派の経済学者」とするもの、晩年の著作

（資本主義擁護論）に対して斜に構えながら「転向者」「便利屋」と酷評するものがあり、執筆された時

期によって評価が大きく異なる点に留意しなければならない。 
この点を踏まえつつ、報告者は「ハーシュマンは青年期から晩年に至るまで、一貫して二分法的な考

え方を拒絶してきた。むしろ、二分法的な考え方から生じる空隙に対し、自身の洞察力をもってしてそ

れを埋める業績を残したことにこそ、彼の真骨頂がある。」という仮説を提示したい。この仮説は、詰ま

るところ、ハーシュマンは若い頃より「奇跡のレシピなど存在しない。常に二段構え、三段構えで前に

進め。」というリアリストであり、そのために政策のブレインとして参画することやイデオロギー闘争と

は距離を置きつつ、漸進主義的な政策提言、もしくは社会訓の提示に徹したのではないか、という解釈

にもつながる。そして、年齢を重ねるにつれ、関心事が「経済成長」「貧困からの脱却」という経済学の

通常のテーマから、「社会の調和」「民主主義の確立」という（やや）政治学・社会学寄りのテーマに軸

足を移したことに関しても、この仮説に従えば「意図せざる必然」であった可能性が高いことを指摘で

きる。さらに、賛否の分かれる人物評・通説的理解に対しても、彼を「中道右派」「オーストリア学派の

末裔」「リバータリアンの中の良識派」と解釈したならば、主張のブレもそれほど大きくない、という側

面も指摘したい。 
往々にして、「屈折した軌跡を残した 20世紀の巨人」と評されるハーシュマンであるが、報告者は「単

純化された経済学（もしくは社会科学）の思考を乗り越えるヒントを提示した人物」として肯定的に評

価したい。21 世紀になった現在もなお、「市場か、国家か」「開発か、環境か」「規格統一か、多様性の

保持か」といった、分かりやすいように見えながらもマクロ的視点に偏りがちで、しかも二者択一式の

視点に埋没しがちな議論に対し、様々な学問分野を越境したハーシュマンは、我々に豊穣な世界観を提

供し続けている。 
 

キーワード：一元的世界観への懐疑、二分法的思考の拒否、漸進主義 
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Non-harmonised Mandatory Standards as Non-Tariff Barriers: 

Experience from Japanese Imports 
 

NAOHIKO IJIRI (Nihon University)* 
 

Abstract 
 

The WTO TBT agreement has been promoting to harmonise national standards with relevant 
international standards worldwide since 1995. Such a harmonisation of the standards may reduce 
trade costs stem from the differences between national standards across countries, and then would 
facilitate international trade. Although the standards are voluntary by definition, some national 
standards are mandatory since mandatory statutes in home country require producers to adopt one 
or more specific national standards for products. Accordingly, if national standards are mandatory 
and non-harmonised, they function as non-tariff barriers to trade in the home country. 

In this paper, we empirically examine the effects of the standards harmonisation and the 
mandatory standards on international trade flows, especially the emergence of newly imported 
products in Japan.  Our results suggest that non-harmonised national standards with mandatory 
statutes deter new entrants from foreign countries to home market. This empirical study is not 
possible without our new concordance between international standards and HS 6-digit products.  
 
Keywords: International Standards, Harmonisation, Mandatory statutes, International trade  
JEL Classification: F13; F14; K32  
 
 
  

                                                   
* College of Economics, Nihon University, 1-3-2 Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8360, Japan 
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Regional Variations in Productivity Premium of Exporters: 

Evidence from Japanese Plant-level Data 
 

Toshihiro Okubo# (Faculty of Economics, Keio University) 
Eiichi Tomiura* (Faculty of Economics, Hitotsubashi University) 

 
Abstract 

 
One well established fact is that exporters tend to be more productive than non-exporters with the 
standard explanation being selection effects linked to the fixed cost of exporting. This paper exploits 
a novel dataset to examine the role of fixed-cost selection effects. Japanese plant-level data show the 
export premium for rural plants but not for urban plants. We document that firms in the urban areas 
have superior access to wholesale traders who reduce fixed export costs. Thus we find the export 
premium where export costs are high but none where they are low. This provides support for the 
selection-fixed-cost nexus which is at the heart of the Melitz model.  
 
Keywords: productivity; exporter; plant-level data; trade intermediation; core-periphery structure  
JEL Classifications: F1; R12; L25 
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東日本大震災後における輸出の外延と内延への分解 

 
桑波田浩之 *（横浜国立大学） 

 
報告要旨 

 
本稿はKehoe and Ruhl (2013) の分析手法を用いて、東日本大震災における輸出減少を

extensive margin と intensive margin に分解し、その要因を分析した。その結果、震災後の

輸出減少は、少額の輸出品目の変化である extensive margin ではなく、輸出額の大きな品目

の変化である intensive margin によって説明されることが明らかになった。例えば、震災後

の 2011 年 4 月、日本全体では intensive margin は前年同期比 15%減少したのに対し、

extensive margin は 9%増加した。更に、それら減少率が大きかった品目は、自動車、船舶、

印刷機器、テレビなど製造工程においてサプライチェーンが重要な役割を果たす製造業の品

目に集中していることがわかった。 
 

                                                   
*横浜国立大学 成長戦略研究センター,  hiroyuki.kuwahata@gmail.com 
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日本の経済連携協定（EPA）における食料輸出規制の規律 

－日豪 EPA 食料供給章の批判的評価－ 

Disciplines on food export restrictions  
in Japan’s Economic Partnership Agreements: 

A critical assessment of the Food Supply Chapter  
in the Japan-Australia EPA 

 
作山 巧（明治大学） 

Takumi SAKUYAMA (Meiji University） 
 

報告要旨 
 
国際貿易協定における食料の輸出規制に関する規律は、2007-08 年の食料価格の高騰を契機に再度注

目を集めた。食料輸出国による輸出規制は、食料価格高騰を増幅した一因とされ、国際貿易協定を通じ

た輸出規制に対する規律強化が叫ばれた。世界貿易機関（WTO）における世界レベルでの貿易交渉が失

速し、輸出規制に対する多国間の規律を確立する機会が消失したことを受けて、輸出制限に対する規律

強化の代替的な手段として、地域貿易協定（RTA）に強い期待が寄せられている。この点で、食料輸出

規制を発動しないとの「食料供給章」を初めて盛り込んだ日本とオーストラリアの経済連携協定（日豪

EPA）は、国際貿易協定を通じた安定的な食料輸入を確保するという、日本の長期的な追求の成功例と

して称賛する向きもある。 
しかし、日豪EPA をいたずらに賛美するのは時期尚早である。食料供給章の意義は、WTO交渉にお

ける日本の過去の提案や第三国が締結した RTA における類似の規定と比較しない限り、適切に評価す

ることはできない。このため本稿は、RTA における輸出規律に関する先行研究の乖離を埋めることによ

って、貿易協定における食料輸出規制に対する規律強化に向けた日本の追求が成功したか否かを評価す

ることを目的とする。そのための方法論は、定型化されたパターンを帰納的に導き出すための比較歴史

事例研究である。 
本稿では、貿易交渉における食料輸出規制の規律強化に向けた日本の追求は失敗に終わったと結論づ

けた。第 3節では、日本のEPA における輸出税や輸出数量制限の規律は、第三国が締結したRTA と比

べて必ずしも厳格でないことを明らかにした。第 4節では、日豪EPA における食料供給章は、WTOに

おける日本の共同提案や欧州諸国が締結したRTA における類似の規定に比べて厳格さに欠け、WTOプ

ラスからはほど遠いことを示した。第 5節では、失敗の原因は、日本の建前と本音の乖離に起因するこ

とを示した。つまり、貿易交渉で厳格な規律を主張してきた日本の真の目標は、巷間言われている安定

的な輸入確保のためではなく、交渉の開始時に大幅な関税削減を主張する食料輸出国を牽制し、交渉後

に国会での成功裏の批准に向けて不人気な貿易協定を政治家に納得させるためである。 
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Labor Clauses in Regional Trade Agreements  

and Effects on Labor Conditions: An Empirical Analysis 
 

Isao Kamata (Kobe University) 
 

Abstract 
 

An increasing number of bilateral or plurilateral trade agreements (or regional trade agreements: 
RTAs) include “labor clauses” that require or urge the signatory countries to commit to maintaining 
a certain level of labor standards. This paper attempts to perform an empirical analysis of the effects 
of such labor clauses provided in RTAs on working conditions that laborers in the RTA signatory 
countries actually face, using macro-level data for a wide variety of countries. The paper first 
extensively examines more than 200 currently-effective RTAs in terms of their labor-related 
provisions to classify those into two groups, “RTAs with labor clauses” and “RTAs without labor 
clauses,” according to two criteria: (i) whether or not the agreement urges or expects the signatory 
countries to harmonize their domestic labor standards with internationally recognized standards, 
and (ii) whether or not the agreement stipulates the procedures for consultations and/or dispute 
settlement on labor-condition issues between the signatory countries. Based on this RTA labor-clause 
classification, this paper then estimates the impacts of a country’s trade intensities with partners of 
RTAs with labor clauses and of those without on four measured working conditions in the country: 
average earnings, average work hours, fatal occupational injury rate, and the number of the ILO’s 
fundamental conventions ratified. The empirical result indicates that RTAs with labor clauses do not 
differ from RTAs without labor clauses in the direction of their impacts (improving or worsening) on 
actual working conditions, and trade intensity with RTA partners should not have a statistically 
significant impact on the country’s working conditions regardless of whether or not those RTAs 
include labor clauses. It, however, may be premature to conclude that RTA labor clauses are not 
effective, since there should be some technical issues inherent in the method and data employed in 
the current study. 
 
Key words:  International trade, Regional trade agreements, Labor standards, Labor clauses 
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Firm-level Trade Creation and Diversion 
 

Kazunobu HAYAKAWA (Institute of Developing Economies)* 
Fukunari KIMURA (Keio University)** 

Nuttawut LAKSANAPANYAKUL (Thailand Development Research Institute)*** 
                                                                                  

Abstract 
 

Using highly-detailed import data in Thailand, this paper examines firm-level trade creation and 
diversion of regional trade agreements (RTAs). Specifically, focusing on firms that imported a 
concerned product from non-members but did not from RTA members in the initial year of our sample, 
we empirically investigate the birth of imports from RTA members under RTA schemes and the stop 
of imports from non-members at a firm-level. We find that firms are more likely to stop importing 
products with low RTA tariff rates or high most-favoured-nation tariff rates from non-members and 
to start importing such products from RTA member countries. However, from the quantitative point 
of view, there are very few firms that switch import sources from non-members to RTA members 
facing the introduction of RTA schemes. 
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★専修大学生田キャンパスまでのご案内 

 
 向ヶ丘遊園駅（小田急線）からバス利用の場合 
向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より「専修大学前」行きバスで約10分 
向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より「聖マリアンナ医科大学」行きバスで約 10分 
向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より「あざみ野」行きバスで約 10分 
 →専修大学 10号館入口へは「専修大学 120年記念館前」下車 徒歩 3分 
 
 あざみ野駅（東急田園都市線・横浜市営地下鉄）より「向ヶ丘遊園駅」行きバスで約 35 分 
 →「専修大学 120年記念館前」下車、専修大学 10号館入口へ (徒歩 3分) 
 
 向ヶ丘遊園駅（小田急線）南口より下図の経路で徒歩14 分（10 号館入口） 
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★専修大学生田キャンパスのご案内 

 
＜受付＞  

上図「10号館」2階 10204 教室 
＜自由論題・ポスターセッション・理事会・会員控室＞ 

上図「10号館」2～3階各教室（大会当日に案内図を配布します） 
＜共通論題・会員総会・会長講演等＞ 
  上図「10号館」3階 10301 教室 
＜懇親会＞ 
  上図「10号館」4階 シダックス（食堂） 
＜食堂・売店＞ ※8日（日）は営業しておりません。昼食をご希望の方はお弁当を事前にお申込みください。 
  上図「10号館」4階 シダックス（食堂） 7日（土） 11：00～14：00  
  上図「9号館」5 階 CABIN（食堂）  7日（土） 10：00～14：00 

上図「生田会館」1階 スエヒロ（食堂）  7日（土） 9：00～14：00 
上図「食堂館」2階 レストランVIEW（食堂）  7 日（土） 8：30～14：00 
上図「5号館」の右隣 セブンイレブン  7日（土） 9：00～17：00 
※CABIN へは 10号館 2階より 9 号館への連絡通路をご利用ください。生田会館、食堂館、セブン

イレブンへは、10号館 5階から屋外に出るのが近道です。 
 

 
 

正門向かい側 
コンビニ（スリーエフ）土日とも営業 

セブンイレブン 
（11月 7日土曜日のみ営業） 

向ヶ丘遊園駅から

徒歩の経路 

会場（10号館 2～3階） 
懇親会会場（10 号館 4

 

バス停留所（専修大学 120年記念館

前） 
会場の 10号館までは正面のトンネル

 

第 74回全国大会準備委員会 連絡先 

〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田２－１－１ 専修大学経済学部伊藤恵子研究室 

E-mail：jsie-2015@isc.senshu-u.ac.jp / Tel：044-900-7818 / Fax：044-911-0467 
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