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◆2014年 10月 25日（土）大会第 1日目◆ 

 

 

共通論題：新段階を迎えた日本のグローバル化―課題と展望 

 

★午後の部 共通論題（13：30～17：20）（会場：5 号館 3 階 5303 教室）・・・・・・・・・2 

座長：岩本武和（京都大学）、木村福成（慶應義塾大学） 

1． メガ FTA の潮流と日本の通商戦略の課題 

報告者：馬田 啓一（杏林大学）/ 討論者：柴山 桂太（滋賀大学） 

2． 少子高齢化時代における外国人労働者受入れ政策の経済学的分析 

報告者：後藤 純一（慶應義塾大学）/ 討論者：多和田 眞（愛知学院大学） 

3． 我が国経常収支の長期的変動と短期的変動：1980-2014 

報告者：松林 洋一（神戸大学）/ 討論者：佐藤 清隆（横浜国立大学） 

 

 

 

★午前の部 自由論題（9：30～12：00） 

 

第 1 分科会 実証分析 1 （会場：5 号館 4 階 5406 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

座長 武田 史郎（京都産業大学） 

1．The effects of immigration on Japan: A computable general equilibrium assessment 

報告者：斉藤 宗之（奈良県立大学）/ 討論者：近藤 健児（中京大学） 

2．Armington-Krugman-Melitz Trade Module in a CGE Model 

報告者：板倉 健（名古屋市立大学）/ 討論者：武田 史郎（京都産業大学） 

3．20世紀世界貿易の変遷とその今日的意味 

報告者：板木 雅彦（立命館大学）/ 討論者：石田 修（九州大学） 

 

第 2 分科会 多国籍企業 1 （会場：5 号館 4 階 5407 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

座長 伊藤 恵子（専修大学） 

1．日本食品産業の海外事業展開－情報提供者の役割と流通システム構築への課題－ 

報告者：横井 のり枝（流通経済大学）/ 討論者：田中 清泰（ジェトロ･アジア経済研究所） 

2．Estimating the effects of offshore outsourcing on employment and economic growth in the 

receiving economy （E） 

報告者：Yani Karavasilev（大阪大学）、野村 茂治（大阪大学）/ 討論者：丸山 佐和子（神戸大

学） 

3．The extensive and intensive margin of FDI and Corporate performance: Evidence from Japanese 

Automobile Parts Manufacturers 

報告者：松浦 寿幸（慶應義塾大学）/ 討論者：田中 鮎夢（摂南大学） 

 

第 3 分科会 理論分析 （会場：5 号館 3 階 5302 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

座長 藪内 繁己（愛知大学） 

1．The Effect of Trade Liberalization in an Endogenous Growth Model with Heterogeneous Firms 
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and Endogenous International Spillovers 

報告者：福田 勝文（神戸大学）/ 討論者：三野 和雄（京都大学） 

2．Firm Selection, Trade Costs, and International Inequalities  

報告者：曽 道智（東北大学）/ 討論者：内藤 巧（早稲田大学） 

3．Macroeconomic Dynamics of Human Development: Indeterminacy and Bifurcation due to 

Productive-Consumption Externality 

報告者：大東 一郎（慶應義塾大学）/ 討論者：中西 訓嗣（神戸大学） 

 

第 4 分科会 国際金融 （会場：5 号館 4 階 5405 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

座長 中條 誠一（中央大学） 

1．Capital Inflows and Asset prices: Empirical Evidence from Eleven Emerging Economies 

報告者：田口 博之（埼玉大学）/ 討論者：大野 早苗（武蔵大学） 

2．国際金融センターの都市比較 

報告者：赤羽 裕（亜細亜大学大学院 非常勤講師）/ 討論者：栗原 裕（愛知大学） 

3．スイスの「銀行機密」と資金フロー 

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） 

 

第 5 分科会 日韓セッション （会場：5 号館 3 階 5301 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

座長 井川 一宏（京都産業大学） 

1．Predatory Short Selling and Price Reversals in the Korean Stock Market（E） 

報告者：Yeongseop Rhee (Seoul National University)  /  討論者：横山 史生（京都産業大学） 

2．Economic Polarization and the Need for Grand Social Compromise in Korea（E） 

報告者：Jinsoo Yoo（Sookmyung Women’s University）/ 討論者：高安 雄一（大東文化大学） 

3．On the determinants of surges and stops in foreign loans: An empirical investigation（E） 

報告者：Chi-Young Song（Kookmin University）/ 討論者：清水 順子（学習院大学） 

 

 

昼食   12：00～13：00 

理事会  12：00～12：50 （会場：5 号館 2 階 ミーティングルーム 1） 

会員総会 13：00～13：20 （会場：5 号館 3 階 5303 教室） 

 

★懇親会  17：30～19：00 （会場：並楽館 3 階 リブレ） 

 

 

◆2014年 10月 26日（日）大会第 2日目◆ 

 

★午前の部 自由論題（9：30～12：00） 

 

第 6 分科会 多国籍企業 2 （会場：5 号館 4 階 5406 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

座長 中本 悟（立命館大学） 

1．多国籍企業による専門技術者の企業内頭脳循環とモジュール化 
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報告者：齊藤 豊（大妻女子大学）/ 討論者：森原 康仁 (三重大学) 

2．中国ソフトウェア企業の技術力向上とオフショア開発の変化 

報告者：高橋 信弘（大阪市立大学）/ 討論者：井上 博 (阪南大学) 

3．米国シアトルにおけるソフトウェア産業の集積と社会経済的インパクト 

報告者：山縣 宏之（立教大学）/ 討論者：玉井 敬人 (九州産業大学) 

 

第 7 分科会 開発援助・経済協力 （会場：5 号館 4 階 5407 教室）・・・・・・・・・・・・・・・24 

座長 清水 一史（九州大学） 

1．ODA and Public Good for Input 

報告者：宮越 龍義（法政大学）/ 討論者：柳瀬 明彦（名古屋大学） 

2．ポスト 2015の開発課題と開発資金を巡る議論 

報告者：浜名 弘明（JICA 研究所）/ 討論者：林 光洋（中央大学） 

3．中国とASEAN との経済協力について 

報告者：唱 新（福井県立大学）/ 討論者：石川 幸一（亜細亜大学） 

 

第 8 分科会 グローバル・バリュー・チェーン （会場：5 号館 3 階 5302 教室）・・・・・・・・・27 

座長 長谷川 聰哲（中央大学） 

1．Latin America and Production Networks: Machinery Trade in Brazil and Mexico（E） 

報告者：シルバ シャンギ マテウス（慶應義塾大学）/ 討論者：岡本 由美子（同志社大学） 

2．貿易円滑化制度と貿易コストの関連性の実証分析：AEO制度のサプライチェーンへの影響 

報告者：前野 高章（日本大学）/ 討論者：長谷川 聰哲（中央大学） 

3．グローバル・サプライ・チェーン下の貿易政策 

報告者：小田 正規（青山学院大学）/ 討論者：安藤 光代（慶應義塾大学） 

 

第 9 分科会 環境 （会場：5 号館 3 階 5301 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

座長 佐竹 正夫（常磐大学） 

1．放射性物質の飛散による風評被害の計測：2010年産コメ購買行動におけるフレーミング効果 

報告者：水田 岳志（慶應義塾大学）/ 討論者：服部 哲也（拓殖大学） 

2．環境物品貿易ネットワークの要因分析 ―産業内貿易とFTA 効果に焦点を当てて 

報告者：松村 敦子（東京国際大学）/ 討論者：石戸 光（千葉大学） 

3．アジアにおける「環境と貿易」：自然資源利用・消費に関するエコロジカル不等価交換論の視点から 

報告者：山川 俊和（下関市立大学）/ 討論者：平川 均（国士舘大学） 

 

★ ポスターセッション（11：00～13：00）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

 

第 10 分科会 ポスターセッション （会場：5 号館 3 階 5321 教室） 

1．How Did the Global Financial Crisis Affect International Production/Distribution Networks? 

Evidence from Taiwan Machinery Industry（E） 

報告者：林 晉禾（慶應義塾大学） 

2．Trade Liberalization, Division of Labor, and Firm Productivity. 

報告者：亀井 慶太（京都大学） 
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3．アジア低所得国における中国の存在感と日本のODA 

報告者：飯野 光浩（静岡県立大学） 

4．What determined the industrial location in post-war Japan? 

報告者：渡部 雄太（慶應義塾大学） 

5．Globalization and Cooperation in Trade Policy 

報告者：津布久 将史（名古屋大学） 

6．東アジアの貿易自由化と環境負荷構造の変化に関する多部門計量分析 

報告者：伴 ひかり（神戸学院大学） 

7．Extensive and intensive margins of adjustments in Japan’s exports after the Great East Japan 

Earthquake 2011 

報告者：桑波田 浩之（横浜国立大学） 

 

 

昼食             12：00～13：00 

理事会            12：00～12：50 （会場：5 号館 2 階 ミーティングルーム 1） 

会員総会           13：00～13：20  （会場：5 号館 3 階 5303 教室） 

会長講演           13：20～13：50 （会場：5 号館 3 階 5303 教室） 

学会賞授与式・受賞者記念講演 13：50～14：50 （会場：5 号館 3 階 5303 教室） 

 

★午後の部 自由論題（15：00～17：30） 

 

第 11 分科会 アジア経済  （会場：5 号館 3 階 5301 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

座長：青木 浩治（甲南大学） 

1．Dollarization in Myanmar 

報告者：久保 公二（ジェトロ･アジア経済研究所）/  討論者：国宗 浩三（近畿大学） 

2．衰退か、それとも復活か？：インドネシアにおけるカカオ産業の危機と変容、1887～2014 

報告者：妹尾 裕彦（千葉大学）/  討論者：賴 俊輔（明治学院大学） 

3．ベトナムの中小企業と小規模工業区開発 

報告者：新美 達也（在ホーチミン日本国総領事館）/ 討論者：平川 均（国士舘大学） 

 

第 12 分科会 国際政治経済学 （会場：5 号館 4 階 5406 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・43 

座長：石黒 馨（神戸大学） 

1．クラウドソーシングの集合行為論：国際公共財の自発的供給への適用 

報告者：古川 純子（聖心女子大学）/  討論者：山本 勝造（関東学院大学） 

2．Foreign Influence and Populism（E） 

報告者：小川 弘昭（大阪大学）/  討論者：古沢 泰治（一橋大学） 

 

第 13 分科会 実証分析 2 （会場：5 号館 4 階 5407 教室） 中止 

 

第 14 分科会 グローバルガバナンスと多国籍企業（会場：5 号館 3 階 5302 教室）・・・・・・・・・45 

座長：大川 良文（滋賀大学） 
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1．TPPにおける国有企業問題と中国 

報告者：中島 朋義（環日本海経済研究所）/  討論者：岡本 信広（大東文化大学） 

2．日本の多国籍企業によるタックスヘイブンの利用 

報告者：林 尚毅（龍谷大学）/  討論者：細居 俊明（高知短期大学） 

 

第 15 分科会 地域貿易協定  （会場：5 号館 4 階 5405 教室）・・・・・・・・・・・・・・・・・47 

座長：遠藤 正寛（慶應義塾大学） 

1．Firm-level Impacts of Free Trade Agreement on Import Prices 

報告者：早川 和伸（ジェトロ･アジア経済研究所）/  討論者：松浦 寿幸（慶應義塾大学） 

2．WTO体制下における関税同盟の動向と課題・・・GCC のケースを参考に・・・ 

報告者：岩田 伸人（青山学院大学）/  討論者：馬田 啓一（杏林大学） 

3．Tariff Reductions and Labor Demand Elasticities: Evidence from Chinese Firm-level Data 

報告者：佐藤 仁志（ジェトロ･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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10 月 25 日・午後の部（13：30～17：20）共通論題（5 号館 3 階 5303 教室） 

 

メガ FTAの潮流と日本の通商戦略の課題 

 

馬田 啓一 （杏林大学） 

 

WTO（世界貿易機関）は、2014 年 7 月末に予定していた貿易円滑化協定の採択を断念した。

新政権に代わったインドが、土壇場になって反対したからだ。ポスト・バリ合意に暗雲が漂い始

めている。WTO 離れとメガ FTA（自由貿易協定）の潮流が一段と加速しそうだ。 

企業による国際生産ネットワークの拡大とサプライチェーンのグローバル化に伴い、これまで

の枠を超えた21世紀型の貿易ルールが求められている。そのルールづくりの主役は今やWTOで

なく、メガFTAである。 

 日本の通商戦略にとって今が正念場だ。TPP（環太平洋パートナーシップ）、RCEP（東アジ

ア地域包括的経済連携）、日 EU・FTA など、日本が参加する 3 つのメガ FTA 交渉が 2015 年に

かけて重要な局面に差し掛かる。 

メガ FTA の中で最も先行しているのは TPP 交渉である。TPP は高度で包括的な 21 世紀型

FTA を目指す。しかし、関税撤廃や知的財産権、国有企業規律などセンシティブな問題をめぐ

り交渉参加国間の溝が埋まらず、いまだ着地点を見出すまでには至っていない。オバマ政権は年

内妥結を目指しているが、11 月の米議会中間選挙の影響で、越年の可能性が高まっている。 

アジア太平洋地域はメガ FTA の主戦場となった。米主導の TPP による中国包囲網を警戒した

中国は、対抗策として、RCEP の実現に向けた動きを加速させている。米中の角逐が激しさを増

すなか、TPP と RCEP が、やがてより広範な FTAAP に収斂する可能性はあるのだろうか。 

メガ FTA の動きはアジア太平洋地域にとどまらない。2013 年には RCEP のほかに、日本と

EU の FTA 交渉と米 EU 間の TTIP（環大西洋貿易投資パートナーシップ）交渉が相次いで始動

した。これら 2 つは先進国同士のメガ FTA であるという点で、その影響力は大きい。 

TPP だけでなく TTIP や日 EU・FTA にも、中国包囲網が拡がろうとしている。中国の国家

資本主義とは相容れない 21 世紀型貿易のルールづくりを目指す TPP、TTIP、日 EU・FTA の

3 つのメガ FTA に対して、中国は警戒を強めている。21 世紀型貿易のルールは、果たして中国

を囲い込むことができるのか。 

以上のような問題意識を踏まえ、本報告では、TPP、RCEP、日 EU・FTA、TTIP を中心に

メガ FTA 交渉の現状と課題を検証し、メガ FTA がもたらす新たな通商秩序と WTO の将来を展

望しつつ、日本が目指すべき 21 世紀型の通商戦略について論じたい。 
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10 月 25 日・午後の部（13：30～17：20）共通論題（5 号館 3 階 5303 教室） 

 

少子高齢化時代における外国人労働者受入れ政策の経済学的分析 

 

 後藤 純一（慶應義塾大学） 

 

近年の少子化傾向に歯止めがかかる様子はなくわが国人口は急速に高齢化しており、厳しい人

手不足時代が到来すると言われている。こうした中で、日本人の働き手が減るから積極的に外国

人労働者の導入を進めるべしといった意見が声高に主張されている。わが国において外国人労働

者問題が台頭してから四半世紀が経過しているにも関わらず依然として議論が錯綜しているが、

この理由のひとつは、一口に「外国人労働者」といっても議論する人によって異なる範疇の人々

が対象になっていることだと考えられる。たとえば、「専門的技術的労働者」と「いわゆる単純

労働者」とでは日本経済に与えるインパクトが違うし、また日本に定住しようとして来日する「移

民」と日本で一定期間働いてその後は本国に帰国しようとする「出稼ぎ労働者」とでは様々な面

で日本に及ぼす影響が異なりうる。 

そこで、本稿では、日本における外国人労働者の特徴を明らかにし、その経済的インパクトを

考察する。分析手法は、後藤（1990）と同様に、一般均衡論のフレームワークを用いて、客観

性、厳密性を担保する。 

理論的・実証的分析によって明らかになったのは以下の点である。 

① 日本における外国人労働者の大多数は、軸足が本国にある「出稼ぎ労働者」である。したが

って、本国送金の額は大きく、また東日本大震災などの有事の際には出国ラッシュが見られ

る。 

② 出稼ぎ労働者については、きわめて規模の大きい受入れ（ハリケーン的受入れ）の場合には

受入国の厚生が増加するが、そうでない場合（すきま風的受入れ）には厚生は減少する。 

③ 女性労働者など国内労働者の増加の場合には厚生は必ず増加する。また、定住的移民受入れ

の厚生効果は出稼ぎ移民受入れの場合よりも受入国にとって好ましいものとなる。 

 

近年、少子高齢化にともなう中長期的な労働力不足に対処するため、あるいは東京オリンピッ

クにともなう建設労働者不足に対処するため、外国人労働者受入れ論が活発化しているが、上記

の分析に照らせば、性急に数値目標（たとえば年間 20 万人）を掲げて外国人出稼ぎ労働者の大

量受入れを推進する政策の妥当性には疑問があろう。また、人手不足を克服する手段は、外国人

労働者受入れに限定されるものではなく、女性の職場進出など国内労働力の活用があることも忘

れてはなるまい。 
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10 月 25 日・午後の部（13：30～17：20）共通論題（5 号館 3 階 5303 教室） 

 

我が国経常収支の長期的変動と短期的変動：1980-2014 

 

松林 洋一(神戸大学大学院) 

 

我が国の2014 年度上半期の経常収支は約5000 億円の赤字を計上したが、この数値は、統計改 

訂が行われた1985 年以降で初めての水準となった。経常収支の赤字化は、日本の稼ぐ力の減退 

を示していると危惧されている。また経常収支が赤字に転化した場合、財政危機がマクロ経済に 

深刻な影響を及ぼす（いわゆる「双子の赤字」が発生する）とも言われている。 

しかし経常収支の推移が早晩大きな転換点を迎えるであろうと危惧されている反面、同テーマ 

に関する学術的な研究は極めて蓄積が少ない。経常収支とは、国内外の諸変数の動きが集積し、 

高度に集計化されたマクロ変数であり、それゆえ理論的・実証的な考察が難しいが、鍵となるの 

は複眼的かつ柔軟なアングル、視点に基づいて分析を進めていくことである。具体的には、経常 

収支に関する複数のアングルからの観察、短期的な要因（循環的要因）と中長期的な要因（構造 

的要因）という複数の視点からの考察を精緻に行っていくことが不可欠である。 

本報告では、我が国経常収支の過去、現在の姿を、上記のようなスタンスから多面的に分析し、 

将来の推移、予想についても若干の展望を試みる。そしてこのような考察を通じて我々は、日本 

経済の循環と成長のダイナミズムの特徴を、開放体系の枠組みにおいてレリーフすることが可能 

となる。 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 1 分科会・実証分析 1（5 号館 4 階 5406 教室） 

 

The Effects of Immigration on Japan: 

 A Computable General Equilibrium Assessment 

 

Muneyuki Saito (Nara Prefectural Univeristy)
 *
 

Shinya Kato (Okayama Shoka University) 

Shiro Takeda (Kyoto Sangyo University) 

 

As a result of the aging population and the falling birthrate, the labor force population in Japan will 

continue to decline in the next decades and it is likely to decrease per capita income. To address this 

problem, the Japanese government is considering relaxing restrictions on foreign labor and lively 

discusses the accepting foreign laborers. The current Japanese law imposes strong restrictions on 

unskilled foreign labor and relaxing it will lead to the inflow of foreign unskilled labor into Japan. 

However, there are a few studies that analyze its possible quantitative effects.  

Since the liberalization of foreign labor has been an important issue in policy debates, we 

try to analyze quantitative impacts of foreign labor liberalization on the Japanese economy using a 

computable general equilibrium model. Our model is a recursive dynamic model from 2010 to 2020 

with 32 sectors. We categorize the two types of labor, skilled and unskilled labor. In the main 

scenario, we assume that two millions of unskilled foreign labors will flow into Japan over a decade.  

The main results of the analysis are summarized as follows. Wage of unskilled labor 

decreases by 2.5 % due to the inflow of foreign labor. In contrast, wage of skilled labor increases by 

0.3% and rental price increases by 1.3%. In the impacts on macroeconomics indicators, GDP 

increases by 1.7%, the income and consumption of Japanese increase by 1.3%. Sensitivity analysis 

shows that most of the above results are robust to different setups of scenario and model. But when 

we consider the case of the inflow of skilled labor and limiting sectors that accept foreign labor, we 

obtain quite different results from the main scenario. 

 

 

  

                                                   
*
 Email: saitou@narapu.ac.jp  

mailto:saitou@narapu.ac.jp
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 1 分科会・実証分析 1（5 号館 4 階 5406 教室） 

 

Armington-Krugman-Melitz Trade Module in a CGE Model 

 

Ken Itakura (Nagoya City University) 

Kazuhiko Oyamada (IDE-JETRO) 

 

This paper introduces an international trade specification accommodating Armington 

(1969), Krugman (1980), and Melitz (2003) into a global CGE (Computable General Equilibrium) 

model. Following the modeling strategy in Oyamada (2013) we begin modifying the GTAP model 

(Hertel, 1997), which is a global CGE model widely used by researchers for quantifying policy 

impact. We redefine trade flow information stored in the benchmark GTAP Data Base, and 

implement a calibration procedure targeting at key parameters: fixed costs of the Melitz-type as well 

as the Krugman-type, mass of firms, and distribution of goods over trade routes. We proceed to 

incorporate a switch to select trade specification alternating Armington, Krugman, and Melitz.  

We run illustrative simulations of trade liberalization to draw a comparison between 

different trade specifications by focusing on welfare implication as well as key economic variables. 

With newly introduced firm heterogeneity, we are able to enrich the model with flexibility to shed 

some light on exporting firms, their productivities, and average productivity at industry level 

responding to trade liberalization. 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 1 分科会・実証分析 1（5 号館 4 階 5406 教室） 

 

軌道分析と主成分分析からみた 

20世紀世界貿易の変遷とその今日的意味 

 

板木 雅彦（立命館大学）
 

 

 本報告の課題は、国連から暫定的なデータとして公表されている長期世界貿易統計（WORLD 

EXPORTS 1900-1913,1921-1938,1948,1950-1960、輸出品を製造業品とその他に区分）、およ

びWTOから公表されている International Trade Statistics 2013, Appendix Tables（1950-2012、

輸出品を農産品、燃料・鉱業品、製造業品に区分）を基礎データとしながら、20 世紀世界貿易

の変遷とその今日的意味を明らかにすることである。 

対前年変化率や品目ごとの相関関係に加えて、前者の場合には世界製造業生産指数、後者の場

合には世界 GDP との相関あるいは乖離に注目する。その際、Itaki (2014)、板木（2014）で提

起した「軌道分析」の手法を用いて、生産額と貿易額の変化を生み出す先導・追従関係を明らか

にしていきたい。また、近く提起する予定の「発生的主成分分析」の手法を用いて、世界経済と

世界貿易の底流に流れる基本的な原動力
、、、、、、、

を抽出することを目指したい。ただし、今回の報告では

時間の制約から主成分分析の後半部分を割愛せざるを得ないことをあらかじめお断りしておき

たい。この 2 つの手法を適切に組み合わせることで、第一次世界大戦前、両大戦間期、第二次

世界大戦後の三つに区分された 100 数十年間の世界貿易の構造と動態の一端が明らかにされる

ものと考える。これによって、今日世界各地で進められている地域経済統合がもつ歴史的位置づ

けに対して、新たな分析の光が投げかけられるものと期待される。しかしながら、本報告で使用

される貿易品目分類はもっとも粗いものであるから、今後の詳細な分析のための実験的意味合い

を持つことをお断りしておきたい。 

 

板木（2014）「多変数間の先導・追従関係に関する軌道分析について」、Working Paper Series, 

IR2014-1、1－37 ページ、立命館大学国際関係学会、2014 年 4 月

(http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/workingpaper/IR2014-1.pdf) 

Itaki (2014), “Orbit analysis of leading-following relations among multiple variables” 『立命

館国際研究』27 巻 1 号、1－33 ページ、立命館大学国際関係学会、2014 年）

（http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/Vol.27-1/27_1_01_Itaki.pdf） 

  

                                                   
 itaki@ir.ritsumei.ac.jp  

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/workingpaper/IR2014-1.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/Vol.27-1/27_1_01_Itaki.pdf
mailto:itaki@ir.ritsumei.ac.jp
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 2 分科会・多国籍企業 1（5 号館 4 階 5407 教室） 

 

日本食品産業の海外事業展開 

－情報提供者の役割と流通システム構築への課題－ 

 

横井 のり枝（流通経済大学） 

 

少子高齢化が進み、消費市場が縮小していく中で日本の産業が今後も成長していくためには、

より積極的な国際化の推進が重要な政策課題の一つとなっている。しかし、実際には限られた企

業、限られた産業に依存しており、国際化が推進されているという状況にはない。この国際的事

業活動に際して、一部の産業においては日本市場と海外市場における流通システムの相違が障壁

となっている可能性が、企業へのアンケート調査等から明らかになっている。そのため、商社や

卸売業を介して海外輸出事業や海外進出事業を行っている企業も多い。一方、国際化研究におい

ては、代表的な理論として Melitz（2003）が海外事業展開を行うのは生産性の高い一部の企業

に限られると提示し、Mayer and Ottaviano（2008）の分析により、国際化は各国各産業の上

位企業、その中でもごく限られた生産性の高い優良企業に依存するという結果を得ている1。し

かし、乾・伊藤・宮川・庄司（2012）は、近年の研究や実証分析により生産性の影響は限られ、

他にも重要な要因があると指摘した上で、輸出開始決定要因分析を行い、銀行による情報提供が

正となる結果を得ている2。こうした、専門的機能や情報を有する企業のサポートが企業や産業

の国際化を推進する可能性が見いだされ、研究が進められている。 

そこで、流通システム差異に影響を受けている食品産業を対象とし、その差異による海外市場

参入障壁をサポートする商社、卸売業の機能とその効果についての実態把握を目的とする研究を

行う。その際、商社や卸売業、そして既存研究で対象となる銀行の情報提供による効果について

も実態を把握する。対象とする食品産業は、日本の製造業種の中で最も輸出、海外事業割合が低

く、かつ最終消費者に販売する商品であるが故に現地市場における流通チャネル構築が必須とな

ることから選択する。将来的な実証研究の仮説となりうる要因を見出すことも視野に入れ、これ

ら実態を解明するとともに、円滑な海外事業活動を行うための課題を抽出することに努めた。そ

の結果、日本型流通構造と対象市場における流通構造に差異があること、それにより日系企業に

とって当該市場における効率的な流通システムの構築は途上にあることが明らかになった。その

日系企業に対して、商社等は積極的なサポートを行っており、資金や物資調達において貢献して

いる。しかし、情報提供については発信をしているものの、課題も散見された。そのため、国際

化推進には日本型流通システムの構築とともに、情報ネットワークの構築も必要であることを提

示した。 

 

                                                   
1 Mayer, T. and G. Ottaviano (2008), “The Happy Few: The Internationalisation of European 

Firms,”Intereconomics 43: 135-148. 

 Melitz, M. (2003), “The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry 

Productivity,” Econometrica 71(6): 1695-1725. 
2 乾 友彦・伊藤 恵子・宮川 大介・庄司 啓史(2012),「海外市場情報と輸出開始：情報提供者としての取

引銀行の役割」RIETI Discussion Paper Series 12-J-025. 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 2 分科会・多国籍企業 1（5 号館 4 階 5407 教室） 

 

The effects of international manufacturing outsourcing on the transfer 

of knowledge and technology and in the host country 

 

Yani Karavasilev (Osaka University) 

野村 茂治（大阪大学） 

 

The purpose of this paper is to provide the first empirical study on the effects of outsourcing in the 

manufacturing sector on the economy of the host country. Due to the lack of data on outsourcing, 

this study uses proxy measures based on existing theoretical literature, and utilizes various static and 

dynamic econometric models to estimate the nature and magnitude of the impact of outsourcing in 

176 countries in the period 2000-2013. The effects on productivity and the accumulation of 

knowledge and technology reflected in the efficient use of energy, the value added of the labor of 

employees in manufacturing and of the manufacturing sector as a whole in the economy are 

analyzed in detail. The effects of outsourcing are also consistently compared and contrasted with 

those of FDI, which is a more intensively empirically studied wealth creation practice, and which, 

according to the general consensus, has a large and positive impacts on development. Crucially, the 

study compare  s these effects in three major outsourcing destination regions: developing Asia, 

Eastern Europe and Latin America and attempts to provide plausible explanations for the presence of 

some diverging trends in these regions, in particular the skill intensity of the types of manufacturing 

outsourced to these regions. Although the findings are highly consistent with the general 

expectations that outsourcing has positive impacts on the recipient economy, some factors like the 

economies of scale and the concentration of labor and skills can affect to the extent of that impact. 

Consistent with expectations, outsourcing has largest effects in Asia, followed closely by Eastern 

Europe, whereas impact in Latin America are relatively small. Based on the findings, potential 

policy and further research paths are suggested with regards to maximizing the outsourcing 

absorptive capacity of recipient economies. 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 2 分科会・多国籍企業 1（5 号館 4 階 5407 教室） 

 

The extensive and intensive margin of FDI and Corporate 

performance: Evidence from Japanese Automobile Parts 

Manufacturers 

 

Toshiyuki Matsuura (Keio University) 

 

This paper investigates the impact of FDI on corporate performance at home by using Japanese 

firm-level data. Since most of previous studies use matching technique, they focus only on the 

extensive margin of FDI. However, matching cannot address bias associated with unobservable firm 

characteristics. Instead, this paper uses the information of supplier and assembler relationship as 

instrument variable for suppliers’ FDI and estimating the impact of both the extensive and intensive 

margin of FDI on corporate performance, focusing on automobile parts and components 

manufacturers at firm-level. Our empirical assessment suggests that while the extensive margin of 

FDI has significantly positive effect on sales and employment, the impact of the intensive margin of 

FDI is ambiguous. 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 3 分科会・理論分析（5 号館 3 階 5302 教室） 

 

The Effect of Globalization in a Semi Endogenous Growth Model with 

Firm Heterogeneity, Endogenous International Spillover, and Trade 

 

Katsufumi Fukuda (Kobe University) 

 

This paper shows that globalization increases (decreases) the growth rate if and only if the 

beachhead cost for the domestic market is strictly higher (lower) than that for the domestic market in 

a endogenous growth model with firm heterogeneity, international trade, and endogenous 

international spillover. The condition for gains from trade is also derived numerically. 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 3 分科会・理論分析（5 号館 3 階 5302 教室） 

 

Firm Selection, Trade Costs, and International Inequalities 

 

Xi Yang (Xiamen University)
*
 

Dao-Zhi Zeng (Tohoku University)
†
 

 

This paper examines the relationship between firm selection in exporting and inequalities across 

countries of different population size. We develop a fully tractable footloose capital model that 

captures the home market effect (HME) with firm heterogeneity. Our model studies international 

inequalities in wage rates and firm shares as well as in welfare. We show that, when trade is 

liberalized, the international inequality of wage rates is either bell-shaped or monotonically 

increasing. With firm selection, however, the international inequality of firm shares is always 

magnified due to a stronger reallocation effect in favor of exporting firms within the smaller country. 

We also find that trade liberalization does not always generate welfare convergence across different 

countries since the parameters of firm heterogeneity and fixed exporting costs matter. 

 

Keywords: home market effect, firm heterogeneity, footloose capital, trade 

JEL Classification: F12, R12 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
*
 Department of International Economics and Business, School of Economics, Xiamen University, Fujian 

361005, China. Email: yangxi0206@gmail.com  
†
 Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan. Email: 

zeng@se.is.tohuku.ac.jp  

 

mailto:yangxi0206@gmail.com
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 3 分科会・理論分析（5 号館 3 階 5302 教室） 

 

Macroeconomic Dynamics of Human Development: 

Indeterminacy and Bifurcation due to 

Productive-Consumption Externality 

 

Ichiroh Daitoh (Keio University)
*
  

 

This paper investigates macroeconomic dynamics of underdeveloped societies without enough 

nutrition, health, sanitation and/or basic education. We introduce the “productive consumption (PC) 

hypothesis”, whose idea is essentially the same as the efficiency wage hypothesis by Leibenstein 

(1957), into a standard RBC model with factor-generated externalities. First, indeterminacy happens 

due to the PC externality even in the absence of capital externality, implying that this framework 

could be appropriate for capital-scarce underdeveloped economies. Second, in contrast to the 

standard growth models, the “intertemporal complementarity between present and future 

consumption” may hold under a saddle-point stable steady state equilibrium (SE). Third, under 

indeterminacy, the PC effect contributes to generate cyclical behaviors of equilibrium paths. When 

the supercritical Hoph bifurcation occurs, equilibrium paths may either diverge from an SE point or 

exhibit an endogenous cycle. These non-monotonic behaviors are consistent with empirical data. 

Forth, when the subcritical Hoph bifurcation occurs, even when initial capital stock falls short of a 

critical level, we can avoid the “corridor stability” if coordination of expectation is possible. If it is 

impossible, an economy fluctuates permanently with capital periodically approaching to zero. When 

no equilibrium paths exist, it could be interpreted as a failure to establish a competitive market 

economy system. The “Big Push” may help escape from this new type of “underdevelopment trap”. 

Finally, an introduction of human development aid can induce a cyclical path converging to a new 

SE with higher welfare. We cannot always expect an underdeveloped society to follow a monotonic 

growth path even if the aid improves SE welfare. 

  

  

                                                   
*
 Faculty of Business and Commerce, Keio University: 2-15-45, Minato-ku, Tokyo, 108-8345, Japan; Tel 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 4 分科会・国際金融（5 号館 4 階 5405 教室） 

 

Capital Flows and Asset Prices: Empirical Evidence from  

Emerging and Developing Economies 

 

Hiroyuki Taguchi (Saitama University) 

 

This paper aims at providing empirical evidence on the effect of capital flows on asset prices 

including its channel under different currency regimes, focusing on ten emerging and developing 

economies in the world with data availability and stationarity for the 2000s, by a generalized impulse 

response analysis under a vector auto-regression model. The main findings are as follows. Portfolio 

capital inflows have a significantly positive effect on stock prices in all sample economies except 

two transition economies, which implies that the direct channel from capital inflows into stock 

markets is at least working in sample economies regardless of their currency regimes; The indirect 

channel –the channel in which capital inflows raise share prices through an increase in domestic 

monetary base– works differently under different currency regimes: it works in the economies with 

peg regime through their intervention to foreign exchange markets, whereas the indirect channel 

seems to be shut down in those with floating regime probably by sterilizing the intervention. 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 4 分科会・国際金融（5 号館 4 階 5405 教室） 

 

国際金融センターの都市比較 

 

赤羽 裕（亜細亜大学大学院 非常勤講師） 

 

本報告では、いわゆる「国際金融センター」の機能・特色を確認したうえで、それが都市の経

済発展に資する側面を検討する。つづいて、東京の特色・位置づけを他都市と比較・分析する。

そのうえで、今後、東京が国際金融センターとして発展していくための課題や方策を確認した。 

これまで、円の国際化が十分には進まず、東京の国際金融センター化も本格化せず、ロンドン・

ニューヨークとは差が開き、香港・シンガポールと 3 番手の地位を争っている状況であった。

そうした中、昨年 2013 年に、2020 年の東京オリンピック開催が決定されたことを受け、改め

て東京の国際金融センター化の気運が盛り上がり、官民から各種の提言が出され、東京都も具体

的な行動を開始した。金融センターとしての競争に関して、どのような点が重要なのかを先行研

究や複数のランキング資料を参考に検討を進めた。 

検討結果としては、いわゆる「国際金融センター」は、金融及び関連業界企業が集積する場で

あり、そこには優秀な人材も必要であるとの特徴、それを確立・継続するためには、他の都市（金

融センター）との差別化が必要であることが確認できた。そうした前提で考えると、東京がロン

ドン・ニューヨークはもちろん、アジアの他都市との競合でも厳しい状況であることが浮き彫り

となった。 

東京国際金融センター化の今後の方策や課題を明確化すべく、SWOT 分析のアプローチを採

用した。強み・課題を整理する上では有効であったと考えている。その中から、先行研究や現在

出ている各種提言も参考にしつつ、より具体的な方策を検討してみた。日本がアジアでこれまで

積み上げてきた、ASEAN＋３での活動や、厚みのある日本国債市場など、強みを活かす方策を

考えることが、他都市との差別化を図る上で有効なアプローチであると考えている。 

具体的には、外為市場でのアジア通貨の取り込み強化のため、将来の東アジアのバスケット通

貨創出とそのメイン市場となること。あわせて、Tokyo プロボンド市場の活性化である。合わせ

て、債券市場活性化で重要な役割を果たす日本国債の最近の環境変化のありかたについても、検

討を加えた。 

2020 年の東京オリンピック開催決定は、東京の都市としての整備・発展に大きく寄与すると

考えられる。産官学での協力の下、国際金融センターとしても、実効性のある内容で、独自性を

持った取組が着実に進められることを期待したい。 

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。 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 4 分科会・国際金融（5 号館 4 階 5405 教室） 

 

スイスの『銀行機密』と資金フロー 

 

藤田 憲資（保健医療経営大学） 

 

相次ぐ危機を受けて各国が税収の確保に懸命な中、納税の回避に対する批判が強まっている。

そして、その主な批判の対象の１つにスイスの「銀行機密」がある。この点に関連してしばしば

指摘されるのは、スイスの「銀行機密」に対する圧力が大きくなり、それに伴う｢匿名性｣の低下

を嫌って、スイスの銀行から資金が流出しているというものである。たしかに、一方では、こう

したいわば「通説」とされるような状況もみられるが、他方では、そうした「通説」について、

さらなる検討が必要な部分も残されていると考える。その一環として、本報告では以下の 3 つ

の課題について検討する。 

すなわち、第 1 は、スイスの「銀行機密」に対する圧力である。ここでは、OECD による銀

行口座の｢自動的｣な情報交換に係る取り組み、米国による FATCA [Foreign Account Tax 

Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法] ないしスイスの銀行に対する訴訟、および、

欧州諸国による税恩赦ないしスイスの銀行の口座情報に関する盗難データの利用に焦点を当て、

各々の中身と、およその効果を示す。第 2 は、そうした圧力がスイスの「銀行機密」にもたら

す影響である。とはいえ、「匿名性」の状況を端的に示す指標が見当たらないので、ここでは、

1 つの手がかりとして、スイスで「利子所得」を得た EU 市民における「匿名」希望者の｢利子

所得｣の割合を推計して、そこから判断する。そして、第 3 は、そうして得られた「匿名」の割

合と在スイス銀行の地域別資金フローとの関係である。この場合、在スイス銀行の資金フローを

説明する要因として「匿名」の水準に重きを置いた「通説」の想定が実際にみられるのか否かに

着目しつつ両者の関係をみていく。 

本報告の意義としては、以下の諸点を併せて検討した先行研究があまり多くないことがある。

まず、在スイス銀行の地域別資金フローという点、次に、「匿名性」の状況を関連データから推

計し、その動きと在スイス銀行の資金フローとの関係から「通説」の想定と、実態との比較を試

みた点、さらに、リーマン破綻と欧州債務・銀行危機の時期を含み、かつ銀行口座の｢自動的｣

な情報交換がスイスで実施される前の近年の動向を対象に検討した点である。 

本報告の検討の結果、まず、スイスの「銀行機密」については、上記の様々な圧力による影響

や、「匿名」の推計から判断すると、緩和の方向に進んでいると言ってよい。ついで、その「匿

名性」と在スイス銀行の資金フローとの関係をみたところ、両者に「通説」の想定したような関

係はみられなかった。これは、「通説」では十分に説明しきれないケースがあることを示すもの

である。その理由として、ここではリーマン破綻直後の在外銀行による巨額の資金の引き揚げや、

南欧諸国の人々による危機時のスイス・フランへの避難に着目し、こうした危機時におけるリス

ク回避の動きが、同時期の投資家の行動を少なからず支配していたために、結果として、「匿名」

の水準に重きを置いた「通説」の想定通りの動きを難しいものにしたと考えた。 
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 5 分科会・日韓セッション（5 号館 3 階 5301 教室） 

 

Short Selling and Price Pressures in the Korean Stock Market
*
 

 

Sang Buhm Hahn (Kyonggi University)
†
 

Yeongseop Rhee (Seoul National University)
‡
 

 

This paper examines short-selling activity focusing on its behavior during non-normal times of 

occasional excesses in the Korean stock market. Using the methodology explained by Brunnermeier 

and Pederson (2005) and Shkilko et al. (2009; 2012), we first examine whether short-selling is 

predatory on those event days of large price reversals. Overall there is little predatory abnormal 

short-selling in the pre-rebound phase and we can observe active contrarian short-selling in the 

post-rebound phase. When we compared aggressiveness between short-selling and non-short-selling 

using order imbalance variables, we found that non-short selling is much more aggressive than short 

selling in the Korean stock market. From the observation of market liquidity measured by quoted 

spreads, we could find that market liquidity is somewhat limited during price decline stages while it 

slightly improves during price reversal phases. Also, using dynamic panel model, we test the 

influences of those variables on stock price changes and disaggregate the compound effect of 

short-selling reflected in trading volume itself into differentiated ones not only through pure trading 

channel but also through other complicated channels such as market sentiment change. Main 

findings from the regression results are as follows: In the Korean stock market, short sellers seem to 

behave as a contrarian trader rather than a momentum trader; seller-initiated aggressive trading, 

whether it is by short-selling or non-short-selling, leads to negative order imbalance and price 

decline; market liquidity is limited by short-selling and further pressure on price decline is added in 

the pre-rebound stage; and stock prices are affected not only through pure selling (buying) channel 

but also through other channels in the Korean stock market.  

 

Keywords: short selling, price reversals, order imbalance, aggressive trading  
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 5 分科会・日韓セッション（5 号館 3 階 5301 教室） 

 

Economic Polarization and the Need for Grand Social Compromise in 

Korea 

 

Jinsoo Yoo (Sookmyung Women’s University) 

  

Despite the various views on economic polarization in Korea, it is widely accepted that income 

inequality has been worsened since the economic crisis in 1998.  Poverty rate of Korea in 2010 

recorded 14.9% which ranked 8
th
 among 34 OECD countries.  On top of that, poverty rate of those 

above 65 years old are 45.6% in 2011 which is more than 3 times of the OECD average (12.8%).  

Poverty problem, especially that of the elderly people has become one of the biggest challenges of 

the Korean economy. 

Among many factors that bring economic polarization of Korea, technological progress, 

globalization, market-oriented market reform and population aging deserve special mentioning.  

Problem is that these factors cannot be easily removed.  Government policy to improve economic 

polarization is also faced with resistance of some group of people who emphasize economic 

efficiency.  In order for government policy seeking efficiency based on utilitarian philosophy to 

become the first-best, the economic fruits from it must be well distributed among people.  

Unfortunately, it is hard to expect such outcomes in the market.  And it is natural to seek ‘grand 

social compromise’ that enables such outcomes in Korea.   
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10 月 25 日・午前の部（9:30～12:00）・第 5 分科会・日韓セッション（5 号館 3 階 5301 教室） 

 

On the determinants of surges and stops in foreign loans: An empirical 

investigation 

 

Chi-Young Song (Kookmin University) 

Seung-Kwan Baek (Hongik University) 

 

This paper empirically examines the determinants of surge and stop episodes in foreign loans using 

quarterly data of 55 advanced and emerging countries over 1990q1-2011q4. Our main empirical 

results show that global, contagion and domestic factors are all significantly associated with both 

surge and stop episodes, with an exception of surges of advanced countries. In particular global risk, 

domestic growth and contagion are the factors that significantly affect both surges and stops in all 

regressions regardless of county groupings. It is also found that there is no significant relationship 

between capital controls and surge or stop episodes. As to the emerging economies, our findings 

reveal that stop episodes are related to domestic factors such as inflation, real exchange 

overvaluation and current account deficit. Furthermore, emerging countries with lower institutional 

quality are more likely to experience both surges and stops in foreign loans. 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 6 分科会・多国籍企業 2（5 号館 4 階 5406 教室） 

 

多国籍企業による専門技術者の企業内頭脳循環とモジュール化 

 

齊藤 豊（大妻女子大学） 

 

 本報告の目的は、ソフトウェア・ビジネスを行うインド系多国籍企業において、企業内頭脳

循環が行われており、その企業内頭脳循環が円滑に行えるように組織および従業員をモジュール

化している現象を明らかにし、サービス貿易にあたる企業内頭脳循環を新興国多国籍企業論の中

で直接投資と同等に扱うことを提案することにある。 

 インド系ソフトウェア企業の多国籍化は伝統的な多国籍企業論による直接投資とともに逆向

きの人的資源要因がその理由としてあげられる。伝統的な多国籍企業論では安価な労働力を求め

て先進国から発展途上国へ進出するが、インド系ソフトウェア多国籍企業はインドの高度人材で

あるソフトウェア専門技術者をアメリカに移動させている。この国際労働力移動は先進国多国籍

企業とは逆向きの人材資源というだけではなく、循環している特徴を持っている。インドの専門

技術者はアメリカに行き、最先端の技術とアメリカン・ビジネスのエッセンスを身につけ、3-6

年でインドに戻る。この専門技術者の循環が技術力と顧客であるアメリカ企業のビジネス・ノウ

ハウをインドにもたらし、インド系ソフトウェア多国籍企業の競争力を高めている。 

 1990 年代からソフトウェア製品・サービスはモジュール化を強めて現在に至っている。モジ

ュール化議論の前提のひとつとなるインテグラル（擦り合わせ）型・モジュラー（組み合わせ）

型の区別は論者によってその範囲が異なっている。現在では、この二分法に技術の公開範囲によ

って区分するクローズ型・オープン型を組み合わせて、（クローズ・）インテグラル型・クロー

ズ・モジュラー型・オープン・モジュラー型という三分法が一般化しつつある。 

 企業における主力製品・サービスがモジュラー型である場合、それを扱う社内の部署や企業全

体などの組織もモジュール分解することが日常業務の実施上、適しており、組織のモジュール化

が行われる。（亀井正義[2001]、安室憲一[2012]）次いで、企業内の人事管理において従業員第

一主義やタレント・マネジメント・ツール等を用いた専門技術者のモジュール化も行われている。 

 インド系ソフトウェア多国籍企業はアメリカやヨーロッパに主要な顧客を持ち、インド本国に

主要な技術拠点を置いている。本論文ではアメリカとインドの間で行われている企業内頭脳循環

が（企業の人材管理という側面で）モジュール化された専門技術者によっておこなわれているこ

とみていき、最後に新興国多国籍企業論に企業内頭脳循環を組み込むことを提案する。 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 6 分科会・多国籍企業 2（5 号館 4 階 5406 教室） 

 

中国ソフトウェア企業の技術力向上とオフショア開発の変化 

 

高橋 信弘（大阪市立大学） 

 

 本稿は、日本から中国へのオフショア開発の規模が今後どう変化するかについて予測するとと

もに、オフショア開発が日本と中国のソフトウェア産業に与える影響を解明することを目的とす

る。そこで、オフショア開発に携わる日本企業及び中国ソフト企業への聞き取り調査を行い、そ

の結果を分析する。 

 本稿は、以下の五つの命題を導出する。 

 

命題 1 

 日本企業にとって、オフショア開発を行う最大の理由は、開発要員の確保である。そのため、

日本企業は中国へのオフショア開発に大きく依存せざるを得ない状況にある。 

命題 2 

 ソフトウェア開発に関する日本と中国との価格差が今後縮小したとしても、そのことが中国へ

のオフショア開発の規模縮小をすぐにもたらすわけではない。よって、日本企業が中国へのオフ

ショア開発に大きく依存する状況は当面持続する。 

命題 3 

 ソフトウェア開発に関して日本企業の技術力低下が起きている。オフショア開発は、そうした

技術力低下の一因となっている。 

命題 4 

 オフショア開発に伴う技術移転により、中国企業の技術力が上昇している。 

命題 5 

 日本企業の技術力低下と中国企業の技術力上昇は、中国企業と日本のエンドユーザの直接取引

を生み出すよう作用する。 

 

 命題 5 が示すことは、これまで日本のソフト企業、特に日本の中小ソフト企業がエンドユー

ザから受注して仕事が、中小ソフト企業を経由せずに、エンドユーザから中国企業へ直接発注さ

れるということである。 

 本稿から得られる結論として、中国企業と日本のエンドユーザの直接取引増加は、ソフトウェ

ア開発における競争激化と業界のイメージ悪化を通じて、人材確保を困難にし、日本企業の技術

力低下をさらに加速させる可能性がある。 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 6 分科会・多国籍企業 2（5 号館 4 階 5406 教室） 

 

米国シアトルにおけるソフトウェア産業の展開と社会経済的インパクト 

－集積要因・政策の寄与・成長の裏面－ 

 

山縣 宏之（立教大学） 

 

21 世紀以降、経済活動のグローバル化、産業構造の高度化がいっそう進行する中、アメリカ

の都市はイノベーション、研究開発、デザイン、各種創造活動に密接に関わる産業をベースとし

所得と雇用を増やすことに成功した都市群、20 世紀型製造業をベースとし所得と雇用の減少に

歯止めがかからない都市群に分岐しつつある。このようにグローバル競争と産業構造高度化プロ

セスを前提とした都市の経済的基盤を考えた場合、新興国等に雇用の流出しづらい、いわゆるク

リエイティブ産業の存在が重視される。クリエイティブ・クラス概念を提示したフロリダ（2003）

はクリエイティブ都市のランキングを示した。しかしフロリダは各種指標に基づく都市間比較や

ランキングは行うものの、都市における産業集積の実証研究を主眼としているわけではない。 

アメリカの場合、ソフトウェア産業がクリエイティブ産業の中核要素を構成する。アメリカの

ソフトウェア産業は高度な研究開発能力、創造性の高い人材を必要とする頭脳集約産業だからで

ある。太平洋岸北西地域のシアトルはソフトウェア産業の集積が進み、1990 年代以降雇用と所

得を増すことに成功した都市の一つであり、ソフトウェア産業の影響が他都市と比較して強い。

そこで本報告はシアトルにおけるソフトウェア産業の集積要因を検討してみたい。 

産業集積研究はもともと企業間取引ネットワークを本質と見なすものであったが、近年、知識

経済化の進展や取引ネットワークのグローバル化に伴い、取引ネットワークではなく知識労働者、

デザイナー、クリエイティブ人材がその存在を規定する、ハイテク系産業やメディア系産業集積

にも注目が集まっている。本報告でも科学者、エンジニアなどの主要な人的資本に焦点を当てた

考察を行う。またグローバル分業の中枢に位置する米国ソフトウェア産業はとりわけ優秀な人的

資本を必要とするので、企業や企業間ネットワークのみに焦点を当てるのでは分析が十分ではな

い。優秀な人的資本を引きつける都市政策や文化芸術政策の寄与にも視野を広げる必要がある。 

なお米国内ソフトウェア産業で働く技術者は身分は不安定であるが、基本的に高給である。こ

のような新しい相対的富裕層が増加することが、低所得層の居住にどのような影響を及ぼしてい

るのかも、昨今の米国の状況を踏まえると検討する必要があるだろう。 

本報告で用いる資料は下記の通りである。全般に統計および各種報告書を用いるほか、2013

年実施のシアトル・ソフトウェア企業に対する独自アンケート調査（33 サンプル、調査票配布

数 510 に対する回収率 6.5％）および 2009 年から 2014 年にかけて実施した企業経営者、自治

体、産業支援団体、地域協議会への聞き取り調査である。 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 7 分科会・開発援助・経済協力（5 号館 4 階 5407 教室） 

 

International Aid:  

Public or Private Good Input Assistance?  

 

Tatsuyoshi Miyakoshi (Hosei University)
*
  

 

This paper proposes a theoretical model that considers what type of assistance a donor country 

should provide: public good assistance or private good assistance. We investigate the effects of 

migration and free riders on both types of assistance. We empirically apply this model to the rapidly 

growing economies of the Indochinese Peninsula.  

 

Keywords: Aid, public or private good input assistance, migration, free riders, Indochinese 

Peninsula.  

JEL Classification Number: H41; F13; D10 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 7 分科会・開発援助・経済協力（5 号館 4 階 5407 教室） 

 

ポスト 2015の開発課題と開発資金を巡る議論 

 

浜名 弘明（JICA 研究所） 

 

2015 年、国連のミレニアム宣言に基づいて設定されたミレニアム開発目標（MDGs: 

Millennium Development Goals）の基準年を迎える。MDGs は貧困削減や教育の充実といった

8 点の大きな目標とその下位に 18 のターゲットを設定する国際社会全体の目標であるが、特に

脆弱国をはじめ多くの途上国において同目標の達成が既に困難な見通しとなり、その予算的裏付

けについても世界全体では約 1200 億ドル不足するとの結果になった。現在の ODA 総額が約

1300 億ドルであることを考えると、ODA 以外の予算についても今後ますます重要となることは

間違いない。こうした状況において、DAC では ODA 以外の開発資金を新たに「開発のための

公的資金(TOSD: Total Official Support for Development)」というカテゴリーを新設し、そこに

政策目標を設定することが議論されており、今後の議論次第では同カテゴリーが ODA と並置、

あるいは置き換えられる可能性もある。また MDGs の基準年を目安に ODA の定義それ自体に

ついても近代化することが議論されている。現在の ODA の定義は 1969 年に導入され、1972

年に市場資金と比してどの程度借り手にとって有利であるかを示す譲許性の概念が加えられて

から、国際政治経済の状況は大きく変化したにもかかわらず、現在に至るまで変えられておらず、

状況の変化に合わせて ODA の概念を近代化できなければ ODA の指標としての重要性は失われ

てしまう。実際、国連においては開発のための資金（FfD: Fund for Development）という開発

資金カテゴリーの新設について検討を始めており、2012 年 6 月には国連総会の指示により経済

社会理事会が検討会を開催し、冒頭議長は「沈みゆく ODA の現況(current condition of declining 

ODA)を鑑みると、FfD は益々重要となってくる」と発言したことからも分かる通り、ODA 以

外の開発資金の重要性が増している。 

ODA は主体、客体、目的、譲許性の点から定義されており、その全てが再定義の対象となっ

ているが、なかでも重要な要素は ODA の集計方法と譲許性といえ、2014 年現在、その両者が

主たる争点となっている。開発資金の譲許性については、DAC のみならず、他の国際機関も異

なる視点から規定している。DAC は開発へのドナーの財政努力という点から規定し、IMF はレ

シピエントの債務持続性の点から、WTO と ECG は自由貿易の確保の点から規定している。こ

の譲許性の概念は開発資金を考えるうえで非常に重要でありながらも、これまで学術的に検討さ

れることは少なかった。そこで本発表においては DAC、IMF、WTO/ECG 各機関における譲許

性の概念について歴史的変遷も含めて検討し、特に譲許性と集計方法の点からポスト 2015 の開

発資金に関する望ましい方向性について検討する。 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 7 分科会・開発援助・経済協力（5 号館 4 階 5407 教室） 

 

中国と ASEANの経済連結性 

 

唱 新（福井県立大学） 

  

 中国と ASEAN の間、自由貿易協定、各種の首脳会議・閣僚会議、GMS（大メコン圏経済協力プ

ログラム）、「中国・ASEAN博覧会」、「広域北部湾（トンキン湾）経済協力フォーラム」などの枠組みの下

で、貿易、投資、金融、交通、通信、観光、農業、教育、科学技術など、幅広い分野で活発な開発協力

を進めており、これらの協力を反映して、相互貿易額が 2000年の 364億ドルから 2013年の 4,436億

ドルへと 12 倍増を果たした。これは中国と ASEAN の「黄金の 10 年」といわれており、これにより中国

は ASEAN の第 1 輸出相手国、ASEAN は中国の第 3 輸出相手国となった。本報告は貿易、直接投

資、経済協力枠組みなど、三つの側面から中国と ASEAN との経済連結性を考察したい。 

１．相互貿易からみた中国と ASEAN との経済連結性 

輸出依存度からみて、中国はシンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムとの

経済連結性が強いが、CLM 後発 3 ヵ国との経済連結性が弱いといわざるを得ない。 

 しかし、輸出結合度から、中国と ASEAN 諸国との経済連結性についてみれば、その状況が

変わる。2000 年と比べると、2012 年には中国対タイ、マレーシア、フィリピン、ブルネイの輸

出結合度は上昇していたが、それ以外の国に対し、低下している。しかも、中国の重要な輸出相

手国としての日本、韓国への輸出結合度も低下している。それは 2000 年以降、中国の対世界輸

出は分散化していることを反映している。しかし、2012 年の輸出結合度についてみれば、ミャ

ンマーが最も高く、ベトナムは第 2 位、カンボジアは第 4 位となり、中国対 CLMV 諸国のいず

れも、その輸出結合度が高く、経済連結性が強いといえよう。 

 2．中国対 ASEAN の直接投資 

中国と ASEAN との相互直接投資は日本より遅い 1990 年代から始まった。その中で，1990

年代初めからシンガポール，タイ，マレーシアなど，比較的に経済が進んでいる国は中国に進出

し始めたが，中国対 ASEAN 直接投資は 1990 年代後半から始まり，2000 年以降，加速してい

った。2012 年までに，中国・ASEAN の相互直接投資残高は 1,045.0 億ドルである。その内、

ASEANの対中直接投資残高は742.5億ドルで、世界の対中直接投資残高の5.5％を占めている。

一方、中国の対 ASEAN 直接投資残高は 302.5 億ドルで、中国対世界直接投資の 5.6％、対アジ

ア直接投資の 8.3％に過ぎず、日本の対 ASEAN 直接投資残高の 1/4 弱、ASEAN 対中国直接投

資残高の 2/5 に相当してはいる。 

2010 年代後半から日本企業は「チャイナ+1」として ASEAN への直接投資を加速させた。し

かし、中国企業の対 ASEAN 直接投資は日本企業を遥かに上回った勢いで進展されていった。

比較できる 2003 年から 2012 年の日中対 ASEAN 直接投資残高の平均伸び率についてみると、

日本の 16.0％に対し、中国は 55.0％に達している。これにより、日中対 ASEAN 直接投資残高

の差も縮まっている。 

3．経済協力枠組み 

 中国と ASEAN との経済協力枠組みの新たな動向としては、「2+7」協力枠組み、ACFTA の

バージョン・アップ、「アジアインフラ投資銀行」の設立、アジア鉄道網の整備などが上げられ

る。 

 

キーワード：中国・ASEAN「2＋7 枠組み」、「アジアインフラ投資銀行」、アジア鉄道網 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 8 分科会・グローバル・バリュー・チェーン（5 号館 3 階 5302 教

室） 

 

Latin America and the Machinery Production Networks 

 

Mateus Silva Chang (Keio University) 

 

Employing disaggregated trade data obtained from the UN Comtrade, the present paper analyzes the 

evolution of the machinery sector trade in Latin America. Sharing the machinery data in final 

products and parts and components, it compares the evolution of the Latin American trade patterns 

with the one in other regions of the world. The objective is to examine whether the development of 

production networks in Latin America follows the tendency of other regions or not. As Latin 

America is a heterogeneous region, in a second moment the analysis focused on the performance of 

its main economies: Brazil and Mexico. Although both countries have a developed industrial park, 

Mexico`s one is more integrated with the machinery production networks than the Brazilian one. 

 

JEL code: F14, F15, F23, and L23. 

Keywords: machinery trade, fragmentation, the second unbundling, international production 

networks, Latin America.  
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 8 分科会・グローバル・バリュー・チェーン（5 号館 3 階 5302

教室） 

 

貿易円滑化制度と貿易コストの関連性の実証分析： 

AEO制度のサプライチェーンへの影響 

 

前野 高章（日本大学） 

 

本報告は、国際的に展開されているサプライチェーンを促進させるための国際制度設計が貿易

コストに与える影響について考察し、貿易円滑化と貿易コストの関係性を実証的に明らかにする

ことを試みる。貿易円滑化は近年の通商政策において重要な交渉項目の一つであり、WTO、

APEC、OECD など様々な国際機関において貿易円滑化のための現状分析および制度作りに関

する取り組みが行われている。その中でも WCO が主導で取り組みを行っている AEO 制度(認

定事業者制度:Authorized Economic Operator Program) および AEO 相互認証制度(Mutual 

Recognition Agreements: MRAs)は、国際的な税関ネットワークを構築することを通じて、貿易

円滑化の促進や貿易セキュリティーの強化を目的としており、制度的インフラを整備することか

ら国際貿易の拡大、企業の国際競争力の向上を目指している制度である。本分析では AEO 制度

および MRAs が貿易コストを削減する制度的要因となりうるかどうかを分析していく。 

本報告での分析の目的は以下の通りである。一つ目として、二国間での貿易円滑化を目的とす

る MRAs は貿易コストを削減する効果があるのかという点である。また同時に、AEO/MRA は

国際的なサプライチェーンの円滑化を目的としているため、国際貿易全体に占める中間財貿易の

シェアが大きい現代の国際貿易構造を考慮に入れると、財の特性を分析に取り入れる必要がある。

この点を踏まえ、MRAs の影響は部品などの中間財と資本財や消費財などの最終財では、MRAs

が貿易コストに与える影響はどの程度異なっているのかについて考察する。二つ目として、主に

貿易財に対する政策である FTA と貿易に従事する企業に対する政策である AEO/MRA では、貿

易コストにもたらす影響は異なるのかについて考察する。両政策は国際貿易の拡大という共通し

た政策目的をもっているが、それらの政策の対象は異なっている。本分析では、これら二つの政

策と貿易コストの関係を考察する。 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 8 分科会・グローバル・バリュー・チェーン（5 号館 3 階 5302

教室） 

 

グローバル・サプライ・チェーン下の貿易政策 

 

小田 正規（青山学院大学） 

 

 2011 年の東日本大震災によって明らかとなったが、世界の経済は「グローバル・バリュー・

チェーン（GVCs）」によって強固な結びつきを有しており、バリュー・チェーンの一部が機能

しなくなることが多数の国の生産活動に大きな影響を与えるようになっている。 

 一方、WTO や FTA により構築されてきた国際貿易ルールは、商品貿易の流れに沿って課さ

れている関税という障壁をどのように取り除くかということが長く議論の中心とされてきた。し

かし、GVCs の拡大に伴い、現行の各国の関税体系が、自国の輸出競争力を阻害するものとなっ

てしまっている。例えば、輸送機械（自動車）の輸出国は、中間財（部品）を海外から調達した

り、最終財の組み立てにあたって様々な工作機械を輸入したりするが、中間財が海を越える度に

関税が課されたり、関税率が高いと、それらが最終財（自動車）のコストとして積み重ねられ、

価格競争力を低下させる大きな要因となってしまう。 

 生産工程のアンバンドリングを伴う GVCs の拡大は、アンバンドルされた個別の部品生産や

加工作業のコスト構造を透明化させてきたため、関税のようなコスト増要因が企業の生産活動に

おける分散立地の決定要因のひとつとして明確に認識されるようになっている。加えて、アンバ

ンドルされた部品生産や加工作業には、製造面での付加価値のみならず、本来は国際的に取引さ

れないとされてきたサービスの付加価値が体化された形で輸出価格が形成される。そのとき、特

定のサービスが活用できれば良いということではなく、部品製造・加工作業に必要な全てのサー

ビスが十分に活用できなければ、企業はその国を立地選択の対象から除外することになる。すな

わち、今日の生産活動の国際的分散立地（フラグメンテーション）は、製造工程のアンバンドル

化と同時に、生産地点において使用されるサービスの「クラスター化」を求めるという複雑な構

造となってきている。 

 2013 年に OECD-WTO が提供を開始した付加価値貿易（TiVA）データベースは、GVCs 内で

国際的に分散立地する企業の生産活動の付加価値に着目し、付加価値の取引が国際的にどのよう

な流れをつくり出しているのかを明らかにした画期的な取り組みである。本稿では同データを活

用し、特に中間財が国境を越える度に累積される関税のコストが途上国の場合最大で輸出総額の

3〜5％に達することを明らかにした。国 20 世紀型貿易政策では、相手国の関税障壁のコストば

かりが分析されてきたが、21 世紀型貿易政策では、自国の関税が自国の輸出競争力を阻害して

いるという点に着目する必要がある。 

 

キーワード：グローバル・バリュー・チェーン（GVCs）、付加価値貿易（TiVA）、世界貿易機関

（WTO）、自由貿易協定（FTA） 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 9 分科会・環境（5 号館 3 階 5301 教室） 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 9 分科会・環境（5 号館 3 階 5301 教室） 

 

環境物品貿易ネットワークの要因分析 

－地域効果、フラグメンテーション効果に焦点を当てて－ 

 

松村 敦子（東京国際大学） 

 

 本論文では、2012 年にアジア太平洋協力（APEC）において関税引下げ推進について合意さ

れた機械機器類に属する環境物品 53 品目(HS6 桁分類)の貿易ネットワークに関する決定要因に

ついて、地域効果とフラグメンテーション効果に焦点を当てて分析している。こうした環境物品

はそれぞれ独自の環境保護目的を持つ研究開発集約的物品であり、今後の世界貿易を牽引してい

くと考えられることから、環境物品貿易構造の分析は世界貿易発展を研究する上で重要な意味を

もつと考えられる。 

 本分析では２つの仮説の検証を行っている。一つは、環境物品貿易自由化を推進する APEC

諸国内、1990 年代以降急速に貿易を拡大させている東南アジア地域といった経済ブロックにお

いて環境物品についても貿易拡大が進行しているという仮説、もう一つは、効率的生産を目指し

て複雑なサプライチェーン構築を行う生産者行動に基づく生産・貿易ネットワークが部品・構成

品の貿易拡大を伴って形成されることから、APEC 合意の環境物品貿易における部品・構成品

の貿易シェアに注目し、部品・構成品の貿易シェア増大が貿易全体を拡大させるという仮説であ

る。環境物品貿易に関する予備的考察として、顕示比較優位指数の計測により、多くの環境物品

が先進工業国の比較優位財となっていること、東アジア地域の環境物品における比較優位財が部

品・構成品貿易に偏っていることを確認した上で以下の分析を行っている。 

分析手法としては最終財需要に加え、中間財需要を考慮したグラヴィティ・モデルを用いてお

り、二国間貿易を被説明変数とし、両国の GDP、両国の 1 人当たり GDP、両国間の距離、地域

ダミー変数に加えて、総貿易に占める中間財貿易比率、さらにさまざまな二国間での固定効果を

説明変数として導入して分析を行った。分析対象国は APEC 諸国、ヨーロッパ諸国、その他の

新興国を含めた 43 か国であり、2009 年から 2012 年までの 4 年間について、HS84 類、85 類、

90 類それぞれに属する環境物品グループ別に分析を行っている。各年におけるクロスセクショ

ン分析、全期間を通じたパネルデータによる変量効果モデル分析を行っている。 

グラヴィティ・モデルのクロスセクション分析とパネル分析の計測結果により、上記の仮説が

検証される。APEC と日本＝ASEAN 経済連携協定の地域効果が明らかとされ、ハイテク財を多

く含む HS90 類では他の類より APEC 内での貿易が活発であるのに対し、部品貿易比率の平均

が高い HS85 類では二国間距離の効果が大きく日本アセアン経済連携協定加盟国間での貿易が

活発であることが示される。一方、部品貿易比率の高い二国間での貿易誘発効果に関しては、分

析対象国全体では HS84 類で確認されたのみであるが、APEC 内や日本アセアン FTA 内では明

らかに生じており、仮説が立証されている。 
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10 月 26 日・午前の部（9:30～12:00）・第 9 分科会・環境（5 号館 3 階 5301 教室） 

 

アジアにおける「環境と貿易」： 

自然資源利用・消費に関するエコロジカル不等価交換論の視点から 

 

山川 俊和（下関市立大学）* 

 

 本報告は、地球環境問題、とくに「環境と貿易」をめぐる問題とその構造変化について、ア

ジア経済の発展から考える。一口に「環境と貿易」をめぐる問題といっても、多様なイシューが

混在している。そうした議論の整理は論文内で行う。本報告では、アジアにおける自然資源

（natural resources）の利用・貿易と消費に関わる論点に注目する。 

 アジア経済は、輸入代替段階→NIES 段階→PoBMEs 段階へと構造の質的な変化を見せてい

る（平川、2011）。こうしたアジア経済の世界システムにおける変化は、自然資源の利用・貿易

と消費の構造にどのような影響を与えるであろうか。自然資源の利用・貿易と消費に注目する理

論アプローチであるエコロジカル不等価交換論（Ecological Unequal Exchange Theory）を援

用して考察する。なお、「環境と貿易」の問題は、廃棄物、森林資源などイシューごとに区切ら

れて個別事象として論じられがちである。そうした把握の重要性は十分に理解しつつ、よりマク

ロ的・総合的な観点からの見取り図を獲得したいというのが、研究上の問題意識である。 

 本報告では、①アジアにおける「環境と貿易」を歴史的に概観し、内容を整理する。とくに、

生産と輸出から生じる問題（輸出起因型）と、輸入と消費から生じる問題（輸入起因型）につい

て、構造を具体的に整理する。そして、②アジアにおける自然資源とエネルギー消費の現状と展

望を整理する。とくに、資源大国であり人口大国であり消費大国である BRICs のような新興国

を含むアジア経済の成長が、資源・エネルギー消費に与える影響とエコロジカル不等価交換論か

らの評価についてまとめていく。 

 

参考文献（一部） 

 日本エネルギー経済研究所（2013）『アジア／世界エネルギーアウトルック 2013』 

 日本環境会議（2003）『アジア環境白書 2003/2004』東洋経済新報社（第 2 章 環境と貿易） 

 平川均（2011）「東アジアの経済統合と構造転換― NIES から PoBMEs への構造転換と世

界経済」伊藤誠・本山美彦編『世界と日本の政治経済の混迷』御茶の水書房 

 山川俊和（2014）「自然資源貿易論の再検討」『一橋経済学』第 7 巻 2 号 
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10 月 26 日（11:00～13:00）・第 10 分科会・ポスターセッション（5 号館 3 階 5321 教室） 

 

How Did the Global Financial Crisis Affect International 

Production/Distribution Networks? Evidence from Taiwan Machinery 

Industry 

 

Chin-Ho Lin (Keio University) 

 

This paper uses the monthly international trade data at the most disaggregated level to decompose 

Taiwan’s machinery exports into intensive and extensive margins, focusing on the effect of the 

Global Financial Crisis (GFC) in 2008-2009 to analyze over-time changes in the number of final 

products and parts and components in the crisis periods by estimating a Cox proportional hazards 

model. While international trade drastically declined until January 2009, the recovery of trade back 

to a normal state was observed by October 2009. The results of our empirical analysis represent how 

the export margin of production/ distribution networks has been changed before and after the crisis 

period, particularly in parts and components trade. In addition, the results also demonstrate how the 

machinery trade is affected and is escaped from the predicament of GFC due to intra-regional trade 

in East Asia to further study the policy implication of the development of production/distribution 

networks.   

 

Keywords: intensive/extensive margins, financial crisis, survival analysis 
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Trade Expansion, Division of Labor, and Firm Productivity
*
 

 

Keita Kamei (Kyoto University) 

 

We construct a general-equilibrium oligopolistic model that embeds Smith’s (1776) famous theory 

of division of labor under vertical specialization. In the absence of labor market integration with 

trading countries, we show that trade expansion promotes a decrease in the number of firms in each 

country and a deeper division of labor, thus increasing firm productivity and improving the welfare 

of the trading countries. Our model offers a new interpretation of the trade-induced firm productivity 

effect. 
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アジア低所得国における中国の存在感と日本の ODA 

 

飯野 光浩（静岡県立大学） 

 

近年の中国は目覚ましい経済成長を成し遂げており、中国の名目 GDP 水準は日本を抜いて、

世界第 2 位である。このように急速な経済拡大は国境を越えて、アジア周辺国にも大きく影響

を及ぼしている。中国によるアジア周辺国への経済的な関係が強くなり経済的関与が強まるにつ

れて、アジア周辺国における中国の存在感が増してきている。一方、日本は過去 20 年の経済停

滞により、名目 GDP 水準の上昇が鈍化し、現在は中国に抜かれて世界第 3 位である。このよう

な縮小する経済に伴い、アジア周辺国における経済的な関与が以前よりも弱くなり、これらの諸

国における存在感を減らし続けている。 

 このような情勢を受けて、アジア周辺国における中国の台頭を脅威と捉える論調も多い。例え

ば、日本経済新聞 2013 年 11 月 12 日付によると、カンボジアの首都プノンペンでは中華街を建

設する計画があり、中国の影響力の増加に反対する住民運動もあり、建設は一時停止している。

また、ラオスの首都ビエンチャンでも同様な中華街計画が持ち上がり、やはり中国の台頭を警戒

する住民の反対運動を受け、計画が止まっている。 

 さらに、日本においても、急速な経済成長により中国が資金に飽かせて、アジア周辺国に影響

力を拡大させているとの警戒感を隠さない論調が多い。例えば、日本経済新聞 2013 年 10 月 10

日付けや同新聞 2013 年 11 月 18 日付け朝刊によると、ASEAN 関連の会議では、中国の経済援

助や資金援助に対抗して、日本もそれ相当の援助をしている。 

 このような ASEAN の例を含めてアジア周辺国における中国の台頭を受け、日本政府もこれ

に対抗すべく、政府開発援助（ODA）を戦略的にもっと有効活用して、民間企業の当該地域へ

の進出を促している。例えば、日本経済新聞 2013 年 8 月 22 日付け朝刊によると、日本政府は

途上国における中国や韓国の台頭を受け、それに対抗してもっと戦略的に日本の ODA を使用で

きるように変更した。 

 以上の現状認識を踏まえて、本論文の目的は、中国がアジア周辺国で存在感が増し、相対的に

日本の存在感が減らしている中で、日本が ODA を積極的に活用して同地域での存在感を回復で

きるように、日本の ODA 戦略を提案することである。具体的には、日本は三角協力と構造調整

融資を拡充して、アジア周辺国の持続的な経済開発に資する援助をすることを提案する。そのた

めに、最初に、アジア周辺国として中国と近接しているカンボジア、ラオス、ベトナムを取り上

げて、これら 3 国における中国の存在感の程度を分析する。次に、中国の対外援助を分析し、

現在の国際援助潮流と比較検討することによりその特徴を明らかにする。アジアの低所得国から

見た日本と中国の援助を概観してから、中国の台頭を踏まえた日本の ODA の戦略的使用の現状

について概説する。最後に、以上を踏まえて、日本のプレゼンスを高めるような日本の ODA 戦

略として、三角協力と構造調整融資の拡充を提案する。 
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What determined the industrial 

location in post-war Japan?
*
 

 

Yuta Watabe (Keio University) 

 

This paper investigates the determinants of the Japanese industrial location in the post-war period, 

using the data of Japan's Census of Manufactures from 1955 to 1995.  Investigating the 

determinants derived from the Heckscher-Ohlin model and the new economic geography model, the 

empirical evidence shows that while variables from the Heckscher-Ohlin model were factors 

determine the Japanese industrial location from 1955 to 1985, variables from the new economic 

geography model were factors that determine the industrial location from 1970 to 1995.  This result 

indicates the validity of these two models changed, by the structural transformation of the economy 

in Japan.  Further statistical evidences show that changes in location patterns are partially caused by 

labor migration and a reduction in transportation costs within Japan. 
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Globalization and Cooperation 

in Trade Policy 

 

Masafumi Tsubuku (Nagoya University)
*
 

 

This paper analyzes a relationship between trade costs and tariff policy, and explores the effects of 

globalization on tariff determined by governments. Traditional trade theory has augured the situation 

where trade policy setting by governments for national welfare induce higher tariff than cooperative 

trade policy. This result is caused by externality on exports of foreign country and also observed in 

this paper. We construct simple two country model with trade costs and show that globalization in 

terms of decreasing trade costs induces non cooperative governments to employ the trade policy 

preventing international trade. In contrast, under the cooperative trade policy setting, the 

governments tend to agree to remove trade barriers and implement the policy to generating 

international trade with the progress of globalization. 

 

JEL classification: F12, F13, F68 

Keywords: Trade Costs, Tariff Policy, Cooperative Trade Policy, Imperfect Competition 
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東アジアの貿易自由化と環境負荷構造の変化に関する 

多部門計量分析 

 

伴 ひかり（神戸学院大学） 

藤川 清史（名古屋大学） 

 

 東アジア，東南アジア，南アジアおよびオセアニア（以下，広域東アジア）においても地域

貿易協定の議論が活発化している．貿易自由化は，生産量，産業構造，エネルギー構成等の変化

を通じ，環境負荷構造にも影響を与える．したがって，地域貿易協定の効果を評価する際，経済

のみならず，環境への影響も考慮することは戦略的環境アセスメントの面からも重要である．そ

こで，広域東アジアの貿易自由化が経済及び環境負荷(本研究では CO2排出量)に与える影響につ

いて，GTAP-E モデルを利用した応用一般均衡分析(CGE 分析)に産業連関分析(I-O 分析)を組み

合わせて定量評価する． 

GTAP-E モデルは，エネルギー代替を含む多地域・多部門の CGE モデルで，エネルギー・経

済活動・環境負荷の関連を分析することができる．本研究では，McDougall and Golub 版の

GTAP-E モデルと 2007 年経済対応の The GTAP 8.1 Data Base を利用し，広域東アジアにおけ

る関税撤廃が経済及び環境負荷にどのような影響を及ぼすかを分析する．具体的には，日中韓

FTA，東アジア FTA（東南アジアを含む），広域東アジア FTA，TPP（関税撤廃のみ）について

シミュレーションを行う． 

また，シミュレーション前後のデータに対し，I-O 分析の手法を適用する．それにより，生産

物に直接・間接に含まれる CO2の国際的取引（内包 CO2貿易）の構造分析や CO2排出量の変化

の要因分解（排出係数の変化，技術的変化，最終需要の変化）が可能となる．ただし，GTAP

データはアイザード型国際 I-O 表ではないので，貿易データで按分する方法でアイザード型国際

I-O 表を作成する． 

CGE 分析の結果，FTA は域内国には CO2排出量増加，域外国には減少をもたらす傾向がある

ことがわかる．例外は，日中韓 FTA の中国，東アジア及び広域東アジア FTA のインドネシア，

広域東アジア FTA のインドである．日本に関しては，FTA によるエネルギー集約産業の生産増

加やエネルギー価格の相対的低下が日本の環境負荷を悪化させるようである．I-O 分析では，ほ

とんどの域内国で内包 CO2輸出及び輸入の増加がみられる．中国が FTA に参加する全てのシナ

リオで，中国の最終需要によって誘発される CO2排出量（消費基準の CO2排出量）が減少する

ことは興味深い．また，中国の環境負荷変化には技術的変化(中間投入構造の変化)による効果や

インドの環境負荷変化には CO2排出係数の変化による効果が重要であることが示される． 

キーワード：東アジア貿易自由化，環境負荷，応用一般均衡分析，産業連関分析 
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Extensive and intensive margins of adjustments in Japan’s exports 

after the Great East Japan Earthquake 2011 

 

Hiroyuki Kuwahata (Yokohama National University)
*
 

 

This paper analyzes the impact of the Great East Japan Earthquake 2011 on Japanese export. 

Using monthly data for Japanese exports at the most disaggregated level, the paper decomposes the 

fall of exports into the extensive and the intensive margins. Our major findings are threefold. First, 

most of exports in disaster areas’ products decline dramatically due to the Earthquake. Second, the 

declines of exports in the disaster areas’ manufacturing products are explained mainly by the 

intensive margin although there are variations among products. Third, the variation of exports in the 

food industry are mainly explained by the extensive margin. 
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Deposit Dollarization in Myanmar 

 

久保公二 (日本貿易振興機構アジア経済研究所)
*
 

  

Myanmar has peculiar conditions of deposit dollarization that were shaped by administrative 

controls. On the one hand, restrictive controls encouraged the accumulation of foreign currency 

deposits (FCD). On the other hand, foreign currency loans (FCL) were not practiced officially; 

therefore, FCD was not utilized for credit. Given the adverse effects and persistence of dollarization 

in other dollarized economies and the recent recovery of local currency deposits in Myanmar, this 

paper opts for the prohibition of FCL and offers policy measures for de-dollarization. 

 

Keywords: dollarization, foreign currency deposits, foreign currency loans, Myanmar 

JEL Classification: F31, E41, O53 
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衰退か、それとも復活か？ 

――インドネシアにおけるカカオ産業の危機と変容、1887～2014―― 

 

 妹尾 裕彦（千葉大学）* 

  

インドネシアは今日、コートジボワールとガーナに次ぐ世界 3 位のカカオ生産量を誇ってい

る。インドネシアのカカオ生産の歴史は、決して短いわけではないが、その生産量は長らく「低

位安定」状態にあった。このため、この国が世界のカカオ主産地の一角を占めるようになったの

は、他の主要生産国と比べるときわめて遅く、たかだか 1990年代以降のことであるに過ぎない。

つまりインドネシアは、カカオの主要生産国としては「ニューカマー」である。 

しかし、それにもかかわらず、インドネシアのカカオ生産は早くも 2000 年代後半から、衰退

傾向が目に付くようになってきている。言うなればこの国のカカオ生産は、危機的な局面に突入

しているのである。また、加工に目を向けると、旧来の南北問題の図式からはみ出すような構造

的な転換の只中にあると見なしうる。要するに、インドネシアのカカオ産業は現在、生産面でも

加工面でも、明らかに大きな岐路に立っているのである。 

本報告では、まずインドネシアのカカオ生産史を簡単に振り返りながら、この国のカカオ生産

が危機に陥るに至った経緯とその実態とを、明らかにする。次いで、この危機に際して、どのよ

うな対策が実施されてきたのかを見た上で、これらの対策は、少なくとも現時点では、基本的に

はあまり実を結んでいないことを示す。また、カカオ生産の危機の原因を理解する上で有用なフ

レームワークを紹介し、その意義と限界を検討する。その上で、このフレームワークをふまえな

がら、19 世紀末～21 世紀初頭までのインドネシアのカカオ生産の興亡サイクルを明らかにし、

その実態を探る。実のところインドネシアのカカオ生産は、小規模ながら過去にも幾度かの興亡

サイクルを経験しており、それらの実態を把握することによって、今次の危機をより深く適切に

理解することができるのである。さらに、このフレームワークをふまえながら、主産地のカカオ

農家が、今次の危機にどのように対応しているのかを描き出す。これらの作業によって、歴史的

パースペクティブからインドネシアのカカオ生産の危機に関する含意を導き出し、また加工面の

構造的な転換動向も踏まえつつ、この国のカカオ産業の危機と変容の方向性を示すこととしたい。 

  

                                                   
* http://orcid.org/0000-0001-8249-8196 

http://orcid.org/0000-0001-8249-8196


42 

 

10 月 26 日・午後の部（15:00～17:30）・第 11 分科会・アジア経済（5 号館 3 階 5301 教室） 

 

  



43 

 

10 月 26 日・午後の部（15:00～17:30）・第 12 分科会・国際政治経済学（5 号館 4 階 5406 教室） 

  

クラウドソーシングの集合行為論：国際公共財の自発的供給への適用 

 

古川 純子（聖心女子大学） 

 

 公共財には、消費の非競合性(non-rivalness)と非排除性（non-excludability）という特性があ

るため、真の選好を顕示しないフリーライダーの出現を許す。伝統的な公共財の理論によれば、

市場機構もしくは人々の自発性に任せると、公共財の供給は過少供給になるため、強制権をもつ

非市場機構（政府）による供給が必要だとされる。 

一方で、1990 年代から不特定多数の主体がインターネットを介してそれぞれの知識を用いて

自発的に協働し、情報や財をオープンな形で生産する創造的集合行為が出現し始めてきた。いわ

ゆるクラウドソーシング(crowdsourcing)と呼ばれる現象であり、オープンソース・ソフトウェ

アや Wikipedia などが代表例である。クラウドソーシングで生産された財は、無料で公開され、

誰もが使用を制限されない。ここではフリーライドは歓迎され、しかも自発的な供給は続く。こ

れを自発的に供給される公共財とみることもできる。クラウドソーシングでは、強制が無いにも

かかわらず、なぜ不特定多数による集合行為によって公共財の自発的供給が起きるのか。人々は

なぜ無償で協力するのだろうか。本報告では、クラウドソーシングが生み出す財の性質を抽出し

つつ公共財の性質を再検討し，その集合行為を可能にするメカニズムを理論的に解明する。クラ

ウドソーシングにおける協力のメカニズムは、強制権のない世界で集合行為によって公共財が自

発的に供給されるしくみを一般化して示すことになるかもしれない。小さくはコミュニティーの

生成から、大きくは国際公共財の提供までの適用可能性を検討したい。 

強制権を持つ世界政府が存在しない国際社会では、国際公共財は疑似政府として振る舞う覇権

国によって提供されるという覇権安定論者の主張がある。そして、周辺国のフリーライドもあっ

て覇権国が衰退すれば、国際公共財の供給は過少になり、世界は必然的に無秩序化するという見

方がある。しかし、19 世紀の昔から、世界大での郵便配達ネットワーク（万国郵便連合）、単

位・規格の共有（国際度量衡事務局。現、国際標準機構）、国境を超えた犯罪捜査ネットワーク

（国際刑事警察機構）、国境を超えた医療援助（赤十字、国境なき医師団）、河川の国際共同管

理などが行われてきており、ときに国際機構設立に発展して安定的に維持されてきた国際公共財

も実は少なくない。これらの国際公共財の成立には、上記のメカニズムが当てはまることを確認

できる。では、さらにどのような国際公共財が成立可能なのか。そのための条件は何か。検討し

たい。それはアメリカの覇権の相対的脆弱化に直面する現在の世界に、協力と秩序を生み出す条

件を探っていくとうい作業でもあるだろう。 
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Foreign Influence and Populism
*
 

 

Keisuke Kawata (Hiroshima University,)
†
  

Hiroaki Ogawa (Osaka University)
‡#

 

  

How does foreign influence affect trade policy and its welfare consequence? We construct a 

two-period large-open-economy model with foreign influence and election. Prior to election, voters 

have no information on types of politicians, nationalist and foreign-influenced. However, they can 

refine their belief that the incumbent leader in the first period is nationalist based on news from mass 

media and determine whether they replace the incumbent. This threat of overthrow drives leaders to 

take policies in favor of people to signal that she is nationalist. In this circumstance, there will be an 

upward bias in a measure of trade restriction set by both types of leaders. Inter-temporal world 

welfare always improves when foreign influence becomes active and effective, since the 

terms-of-trade externalities are internalized. However, our model shows that too effective foreign 

influence may result in deteriorating world welfare through welfare loss caused by populist behavior 

in the first period. We also find the quality of mass media playing an important role in determining 

welfare consequences. 
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10 月 26 日・午後の部（15:00～17:30）・第 14 分科会・グローバルガバナンスと多国籍企業（5 号館 3 階

5302 教室） 

 

TPPにおける国有企業問題と中国 

 

中島 朋義（環日本海経済研究所） 

 

 日本の TPP 交渉参加は、中国の FTA 政策に大きな影響を与えた。まず最も影響を受けたの

が、ASEAN を軸とした広域経済統合構想であろう。これに関しては既に日本が TPP 交渉への

参加の検討を始めた段階で新たな動きが見えはじめていた。そもそも構想の具体化が遅れてきた

主な原因としては、プラス 3 を提唱する中国と、中国の影響力の拡大を懸念しインド、オース

トラリア、ニュージーランドを加えたプラス 6 の推進を主張する日本の二国間対立があった。

しかし 2011 年 8 月に開催された ASEAN+6 経済相会合において、日中両国は凍結状態だった

EAFTA 及び CEPEA を前進させるため、FTA 交渉の焦点となる「物品貿易」「サービス貿易」

「投資」の三分野について作業部会を設けることについて、合同で提案を行った。こうした動き

は明らかに TPP 交渉に触発されたものであり、中国の FTA 戦略に明らかな変化が生じたといえ

る。続いてホノルル APEC 首脳会議の後、11 月にインドネシアのバリ島で開催された ASEAN+3

首脳会議及び東アジアサミットでは、三分野の作業部会の設置が合意され進捗が見られた。さら

に二つの構想は最終的に、2012 年 12 月の東アジアサミットにおいて ASEAN+6 を構成員とす

る RCEP として統合されることとなり、その交渉開始が宣言された。 

 東アジア経済統合を目指すもう一つの主要な動きとしては、日中韓の三カ国間 FTA がある。

これについては 2010年から行われていた産官学による研究会が 2011年 12月に最終報告書を提

出し、2013 年 3 月に公式協議が開始された。こうした動きも日本の TPP 交渉参加が中韓両国

の決定に、交渉促進の方向で影響を与えたと見られる。 

 上記の両者を比較すれば、手続的には実際に交渉の開始された日中韓 FTA が、RCEP に先ん

じた形となっている。また交渉参加国の数から考えても日中韓 FTA の進捗が、16 カ国の RCEP

よりも早いことは予想される。一方で、北東アジアの日中韓 FTA が先に締結される事態となれ

ば、これまで ASEAN を軸として進められてきた東アジアの制度的経済統合は、大きな転換点

を迎えることが考えられる。 

 本研究ではこうした現状を踏まえて、TPP、RCEP の成立、さらにはアジア太平洋地域全域

を対象とする経済統合が実現した場合、日米と中国の間で大きな論点となると考えられる国有企

業問題について、分析を行う。 
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10 月 26 日・午後の部（15:00～17:30）・第 14 分科会・グローバルガバナンスと多国籍企業（5 号館 3 階

5302 教室） 

 

日本の多国籍企業によるタックスヘイブンの利用 

 

 林 尚毅（龍谷大学） 

 

現代のグローバルな経済において、投資、貿易および生産の主要な担い手は多国籍企業である。

現代の多国籍企業の一つの特徴は、そのブランド製品の製造工程の一部、または多くを新興工業

諸国などの製造を専門とする企業に委託するオフショア・アウトソーシング戦略が実践され、そ

の効率的な生産ネットワークが管理されていることである。 

そして現代の多国籍企業のもう一つの特徴は、財務に関連して税を効率的に軽減する国際税務

戦略が実践されていることである。多国籍企業のグローバルな経営戦略のなかで、とくに知財資

源がタックスヘイブン（税回避地）を経由して実質的な移転価格で取引されている。今日ではタ

ックスヘイブンと称される自治国家・小国などがいくつも存在している。それらがグローバルな

経済に多大な影響を及ぼしているため、2013 年 9 月に開催された G20 においてもそれらの規制

が議論された。 

たとえば、日本の多国籍企業がアジアにおいて最適な生産ネットワークを構築し、それを管理

する視点から統括会社を中国やシンガポールに設置する場合がある。さらに、中国と香港との間

の特別な制度を利用するために香港の子会社を活用する場合がある。それらと同様な理由で、日

本の多国籍企業において、その財務本社を日本から法人税率の低いシンガポールなどへ移転する

場合もみられる。さらにその財務本社をアジアから離れてヨーロッパのオランダやスイスへ移転

する、さらにその財務機能だけではなく意思決定の中核である本社機能までを移転するという企

業もあらわれてきた。 

各国の税制度の違い、たとえば、各国によって多国籍企業の本社の位置づけが実質的な本社機

能を有する場所、または取締役会が行われる場所などの異なりが存在する。さらに途上国の場合

は、そのような制度自体が十分に整備されていないこともある。多国籍企業はその制度の違いを

利用し、ときには二重非課税という状況が作り出されているのである。 

上述のように利益に対して最適さを追求する多国籍企業の経営戦略が途上国などを巻き込み、

新しい国際分業を作り出している。それゆえ、現代の多国籍企業がどのようにタックスヘイブン

と結びついているのかを見ていく必要がある。つまり、多国籍企業の活動と資本の動きから上記

のメカニズムを概観し、それがグローバルな経済に及ぼすマイナスの影響を、つまりその問題点

を抽出したい。 
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10 月 26 日・午後の部（15:00～17:30）・第 15 分科会・地域貿易協定（5 号館 4 階 5405 教室） 

 

Firm-level Impacts of Free Trade Agreement on Import Prices  

 

Kazunobu HAYAKAWA (Institute of Developing Economies)
*
 

Nuttawut LAKSANAPANYAKUL (Thailand Development Research Institute) 

Shujiro URATA (Waseda University) 

 

We examine the firm-level impacts of the use of free trade agreement (FTA) scheme on import prices 

by employing the firm-level import data that enable us to differentiate the use of tariff schemes such 

as FTA schemes or general tariff schemes by firms. Unlike the previous studies, we estimate the 

firm-level effects of FTA use on import prices under controlling for the differences in firm 

characteristics. We find that the use of FTA schemes raises import prices by 4%. We also find that 

the use of FTA schemes increases import quantities by 17-32%. 

 

Keywords: FTA; Prices; Thailand 

JEL Classification: F15; F53 
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 Corresponding author: Kazunobu Hayakawa; Address: Japan External Trade Organization, 16th Floor, 

Nantawan Building, 161 Rajadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand; Tel: 66-2-253-6441; 

Fax: 66-2-254-1447; E-mail: kazunobu_hayakawa@ide-jetro.org. 
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10 月 26 日・午後の部（15:00～17:30）・第 15 分科会・地域貿易協定（5 号館 4 階 5405 教室） 

 

WTO体制下における関税同盟の動向と課題・・GCCのケースを参考に・・・ 

 

岩田 伸人（青山学院大学） 

 

 一般的な国際貿易テキストの統合モデルでは、地域統合を行う国々は、まず域内の関税が撤

廃されれば「FTA」が形成されたことになり、これに共通域外関税(CET)の設置が加われば「関

税同盟」となり、その後は、共同市場や通貨統合といった段階に深化・進化すると説明されてい

る。EU(欧州連合)の発展段階はそのような統合モデルに最も近いケースに見える。 

 GCC やメルコスールのような途上国により構成される関税同盟では、（加盟国の関税収入へ

の依存度が高い、あるいは共通域外関税そのものが不完全であるなど）様々な理由で、関税同盟

の各国は、域外からの産品に対する関税の権利を放棄していない。 

 他方で、旧ソ連邦の国々によって形成されようとしている「ユーラシア関税同盟」(現在のユ

ーラシア経済共同体)では、リーダー国「ロシア」だけがエネルギー資源の輸出に際して「原産

地原則」による関税権を維持する可能性が強い。 

 EU 型のような関税同盟の場合は、（国家の関税徴収権など）独立国家が本来保有する権利を

放棄せねばならない。よって関税収入への依存度が高い途上国は、EU 型の関税同盟に移行する

ことは困難である。 

 逆に、(本稿では検討しなかったが)アフリカ諸国の関税同盟に見られるように、元来、国家の

主権が不安定または未成熟な小国の場合には、関税同盟に加わることによって、域外国との(ゲ

ーム理論における)互恵的な戦略的交渉力を確保する事が可能となる。 

 以上から、途上国が関税同盟を形成する場合には、形成の動機は国々の主権が一部委譲または

共有される EU 型とは異なって、域内の国々の独自の権利や主権を維持できるタイプの関税同

盟になると推察される。先進国間の自由貿易では、（一部の農産物など極少数品目の例外はある

が）“関税”の重要性が失われつつあり、必然的に“共通域外関税”の必要性も薄れていくと推察さ

れる。現在の日 EU、米 EU のように、(例外品目を除けば)関税そのものが主要な貿易障壁とは

ならないメガ FTA が、仮に関税同盟に移行したとしても、移行前と移行後では大きな変化(貿易

創出効果も貿易転換効果)は生じないと推察される。見方を変えれば、バラッサの時代の関税同

盟の典型は EU(いわばバラッサ型)であったとしても、現代あるいは将来の時代の関税同盟は、

途上国グループは”バラッサ型”に近いが関税権は各国が保有する関税同盟を指向し、先進国グル

ープは”メガ FTA 型”、つまり(一部の例外品目を除けば)貿易障壁としての 「関税」の役割が終

わり、域内統一の規格・基準がそれに代わるタイプにシフトする可能性がある。 

 つまり、バラッサ・モデルの言う”FTA は国家が関税権を放棄・移譲する形での関税同盟に進

化する”という発展段階的なルートは、厳密には途上国、先進国いずれの場合にも当てはまらな

い。先進国間の経済統合では、“共通域外関税（CET:Common External Tariff）ではなく(規格

や基準に代表される)共通域外非関税障壁(CENT:Common External Non-Tariff)を有する FTA”

がバラッサの唱える関税同盟と同じものと推察される。  
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10 月 26 日・午後の部（15:00～17:30）・第 15 分科会・地域貿易協定（5 号館 4 階 5405 教室） 

 

Tariff Reductions and Labor Demand Elasticities: Evidence from 

Chinese Firm-level Data 

 

Hitoshi Sato (Institute of Developing Economies)
*
 

Lianming Zhu (Yokohama National University)
†
 

 

International production fragmentation has been a global trend for decades, becoming especially 

important in Asia where the manufacturing process is fragmented into stages and dispersed 

throughout the region. This paper examines the effects of input and output tariff reductions on labor 

demand elasticities at the firm level. For this purpose, we consider a simple heterogeneous firm 

model, in which firms are allowed to use imported intermediate inputs and export their finished 

products. The model predicts that only productive firms can use imported intermediate inputs 

(outsourcing) and tend to have larger constant-output labor demand elasticities. In addition, input 

tariff reductions lower the factor shares of labor for these productive firms and further raise 

conditional labor demand elasticities. We test these empirical predictions by constructing Chinese 

firm-level panel data for the 1998--2005 period. Controlling for potential tariff endogeneity by 

instruments, our empirical studies support these predictions. Furthermore, we decompose the total 

labor demand elasticity into the substitution effect and the scale effect and explore how input and 

output tariff reductions affected firms' labor demand elasticity. 

 

Keywords: Labor demand elasticities, tariff reductions, intermediate inputs 
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★京都産業大学神山キャンパスまでのご案内 

 

 

京都市営バス 北 3 系統（北大路バスターミナル～京都産業大学前 230円） 

＜往路＞北大路バスターミナル発時刻表    ＜復路＞京都産業大学前発時刻表 

  

京都バス 40系統（国際会館駅前～京都産業大学前 200 円） 

＜往路＞国際会館駅前発時刻表        ＜復路＞京都産業大学前発時刻表 

  

時 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 時 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 27

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 47

分分

時 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 時 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 0 5 5 3 4 10 5
16 10 10 (10) 15 16 18 13 (13) 13 13 13 13 14 14 (※) 14
25 (20) 25 (25) 25 25 25 25 (28) 23 33 33 33 29 29 40
34 30 30 (40) 35 41 43 43 (38) 43 44 44 44 44 44
50 55 55 55 55 45 45 45 (58) 48 53 53 53 59 59

分分

(  )は10/25（土）のみ運行 (  )は10/25（土）のみ運行　※は10/25のみ増発を交渉中（時刻未定）
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★京都産業大学神山キャンパスのご案内 

 

＜バス乗場から会場（受付）まで＞  

上図矢印のルートで徒歩約５分 

＜受付＞  

上図「5号館」1階ロビー 

＜自由論題・ポスターセッション・理事会・会員控室＞ 

上図「5号館」2～4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「5号館」3階 5303 教室 

＜懇親会＞ 

  上図「並楽館」3階リブレ（食堂） 

＜食堂・売店＞ ※は 25日（土）・26日（日）営業、※以外は 25日（土）のみ営業 

  上図「並楽館」1階ファミリーマート※、壱馬力（ラーメン）、2階MIYAKO 製麺（麺類） 

3 階リブレ（食堂） 

  上図「3号館」1 階セブンイレブン 

  上図「神山ホール」3階ふるさと（食堂） 

 

第 73回全国大会準備委員会 連絡先 

〒603-8555 京都市北区上賀茂本山 京都産業大学 第 3研究室棟 寺町研究室 

E-mail：jsie-2014@cc.kyoto-su.ac.jp / Tel：075-705-1854 / Fax：075-705-1546 
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