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大会第１日目

★午前の部　自由論題（9：30～12：00）[報告25分，予定討論15分，一般討論10分] 　　　　　　

フラッシュトーク＆ポスターセッション（12：10～13：30）

第１分科会 国際貿易１ 座長：石川　城太（一橋大学）

会場：本館３０教室

タイトル 報告者／討論者

Fixed Costs for Preference Utilization 報告者 早川　和伸 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）

討論者 清田　耕造 （慶應義塾大学）

報告者 宋　俊憲（東京国際大学）

討論者 椋　寛  (学習院大学)

報告者 吉見　太洋　（中央大学）

討論者 伊藤　匡 (学習院大学)

第２分科会 共通論題関連 座長：高橋　信弘 （大阪市立大学）

会場：本館４７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 佐藤　秀夫 （東北大学）

討論者 鳴瀬　成洋 （神奈川大学）

報告者 高増　明（関西大学）

討論者 黒瀬　一弘  (東北大学)

第３分科会 グローバル経済１ 座長：鯉渕　賢 （中央大学）

会場：本館３６教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 板倉　健（名古屋市立大学）（Ｅ）

討論者 安藤　光代（慶應義塾大学）

報告者 Soyoung KIM （Seoul National University）（Ｅ）

討論者 佐藤　清隆 (横浜国立大学)

報告者  Biswajit MANDAL（Visva-Bharati University） （Ｅ）

討論者

第４分科会 アジア経済１ 座長：石戸　光 （千葉大学）

会場：本館３７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 佐藤　隆広（神戸大学）（Ｅ）

討論者 福味　敦（兵庫県立大学）

報告者 田口　博之（埼玉大学）（Ｅ）

討論者 長谷川　誠（京都大学）

報告者 Yeongseop RHEE（Seoul National University）（Ｅ）

討論者 大田　英明（立命館大学）

第５分科会 国際金融と貿易 座長：町北　朋洋 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）

会場：本館３９教室　＊この分科会は10時20分開始となります

タイトル 報告者／討論者

報告者  張　紅咏（経済産業研究所） （Ｅ）

討論者

報告者 Ju H. PYUN（Korea University Business School）（Ｅ）

討論者 浜野　正樹（早稲田大学）

報告者 キム　ユリ（早稲田大学）（Ｅ）

討論者 佐藤　仁志（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

第６分科会 資源・エネルギーと経済発展 座長：多和田　眞 （愛知学院大学）

会場：本館４９教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 大東　一郎（慶應義塾大学）

討論者 東田　啓作（関西学院大学）

報告者 武石　礼司（東京国際大学）

討論者 馬田　啓一（杏林大学）

報告者 佐々木　啓明（京都大学）

討論者 小川　健（専修大学）

Are Politically Connected Firms More Likely to Export?

Open-Access Renewable Resources and Urban Unemployment:
Dual Institutional Failures in a Small Open Economy
固定価格買取（FIT）制度による再生可能エネルギー導入効果

Exchange Rate and Tax Policies in an Economic Development
Model with Public Capital

日本国際経済学会　第７６回全国大会　プログラム

Offshore EME Bond Issuance and the Transmission Channels of
Global Liquidity

Effect of Non-Tariff Measures as Fixed Costs on Trade and
Welfare

India in the World Economy

Emigrant’s Remittances, Dutch Disease and Capital Accumulation
in Bangladesh

Asymmetric Tariff Pass-Through to Trade Prices

The Neo-Ricardian Trade Theory and the New Theory of
International Values

ケインズ的失業を伴うグレアム型貿易モデル―国際価値・賃金率・雇
用量の同時決定―

Tax on Traded Goods, and Corrupt Non-traded Sector:
Implications for Intermediation Activities

＊報告者名の後に（Ｅ）がついている場合は英語で、（Ｊ）がついている場合は求職活動の一環として発表が行われます。

A Study of Factors Affecting the Intention of Using FTAs by
Exporting SMEs: The Case of South Korea

＜９時受付開始（７号館１階ロビー）＞

Short-sales and Foreign Investors’ Behavior in the Korean Stock
Market during the Global Financial Crisis

Production Chains, Exchange Rate Shocks and Firm Performance

Financial Development and Equity Home Bias: Divergence
between Developed and Developing Economies
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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） 
(会場：フラッシュトーク　本館３０教室、　ポスターセッション　本館３階ホール)
＜フラッシュトーク終了後、ただちにポスターセッション開始＞

フラッシュトーク 座長：椋　寛 （学習院大学）

会場：　本館３０教室

タイトル 報告者

斎藤　佑樹（大阪大学大学院）

推薦者：祝迫　達郎（大阪大学）

Huong Quynh NGUYEN（立命館大学大学院）（Ｅ）（Ｊ）

推薦者：大田　英明（立命館大学）

Enkhmaa BATTOGTVOR（横浜国立大学大学院）（Ｅ）（Ｊ）

推薦者：Craig PARSONS（横浜国立大学）

昼食　12：40～13：30

理事会　12：40～13：30　（会場：７号館７０９１教室）

学会賞授与式・受賞者記念講演　13：50～14：50　（会場：本館４７教室）

★午後の部　共通論題（15：00～18：30）（会場：本館４７教室）　

[報告各30分，予定討論各15分，リプライ各5分，フロア全体討論50分，休憩10分] 　

共通論題 比較優位論の現代的意義：『経済学および課税の原理』出版200年記念

座長：木村　福成（慶應義塾大学）　　佐々木　啓明（京都大学）

タイトル 報告者／討論者

報告者 田淵　太一（同志社大学）

討論者 鳴瀨　成洋（神奈川大学）

報告者 塩沢　由典（大阪市立大学）

討論者 石田　修（九州大学）

報告者 板木　雅彦（立命館大学）

討論者 高増　明（関西大学）

★懇親会　　19：00～21：00　（会場：ＴＩＫＡ水道橋店）

小坂　賢太（武蔵野大学）

Which Gain is Larger? Bilateral Trade Agreement with US vs WTO
Accession: The Case of Vietnam

リカード新解釈と生産・貿易のネットワーク理論

リカード・マルクス型貿易理論を目指して

リカードはリカード・モデルを提示したのか

報告者

中国国家資本主義の国家統合
報告者

Can Fishing Quotas be Justified under Common Price of Shared
Resources?

報告者 小川　健（専修大学）

末永　茂（いわき明星大学）

報告者 飯野　光浩（静岡県立大学）

第12回小島清賞研究奨励賞・受賞記念講演

「企業ネットワークの分析−社会実験・大規模データの利用−」 

戸堂　康之（早稲田大学）

A North-South Model of Outsourcing and Growth
報告者

Human Resources Development in Promotion of Technical Skills
and Technological levels in Vietnam: Transfer of Technology from
Japan

報告者

日本におけるプラント輸出の決定要因
報告者

援助に関するrent-seekingを導入したmixed oligopolyモデルによる援
助の差別化に関する分析
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大会第２日目

★午前の部　自由論題／企画セッション（9：30～12：00）[報告25分，予定討論15分，一般討論10分] 　　　　　　

第７分科会 【企画セッション】　現代アメリカ経済の歴史的位相とトランプ政権の経済政策　―中間所得層の低落をめぐってー

座長：立石　剛 （西南学院大学）

会場：７号館７０４３教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 中本　悟（立命館大学）

討論者 櫻井　公人（立教大学）

報告者 本田　浩邦（獨協大学）

討論者 増田　正人（法政大学）

報告者 中島　醸（愛知県立大学）

討論者 瀬戸岡　紘（駒澤大学）

第８分科会 グローバル・バリュー・チェーン 座長：乾　友彦 （学習院大学）

会場：７号館７０５５教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 村上　善道（神戸大学）（Ｅ）

討論者 木村　福成（慶應義塾大学）

報告者 伊藤　恵子（専修大学）（Ｅ）

討論者 戸堂　康之（早稲田大学）

報告者 戸堂　康之（早稲田大学）（Ｅ）

討論者 伊藤　恵子（専修大学）

第９分科会 地域経済統合 座長：田中　鮎夢（中央大学）

会場：７号館７０５６教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 鎌田　伊佐生（神戸大学）（Ｅ）

討論者 田村　晶子（法政大学）

報告者 岩田　伸人（青山学院大学）

討論者 馬田　啓一（杏林大学）
中岡　真紀（法政大学大学院生）

推薦者：田村　晶子（法政大学）

討論者 早川　和伸 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）

第１０分科会 直接投資・多国籍企業１ 座長：近藤　健児（中京大学）

会場：７号館７０５７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 林　尚志（南山大学）

討論者 大川　良文（京都産業大学）

報告者 大川　良文（京都産業大学）

討論者 松原　聖（日本大学）

報告者 今　喜史（九州産業大学）

討論者 佐藤　泰裕（東京大学）

第１１分科会 アジア経済２ 座長：郭　洋春（立教大学）

会場：７号館７０４４教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 末永　茂（いわき明星大学）

討論者 杜　進（拓殖大学）

報告者 榎本　俊一（経済産業省）

討論者 梅﨑　創（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

報告者 坂本　正弘（日本国際フォーラム）

討論者 中條　誠一（中央大学）

第１２分科会 国際金融・国際マクロ経済 座長：岩本　武和（京都大学）

会場：７号館７０４２教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 木原　隆司（獨協大学）

討論者 小川　英治（一橋大学）

報告者 赤羽　裕（亜細亜大学）

討論者 川崎　健太郎（東洋大学）

昼食　　 　　12：10～13：00

理事会　　　12：10～13：00　（会場：７号館７０９１教室）

会員総会　 13：10～13：50　（会場：７号館講堂）

会長講演   14：00～14：30　（会場：７号館講堂）

金融構造と経済成長－東南アジアの証券市場育成支援は正しい方向
か―

日系企業から観たアジア通貨の位置付けの変化 ～ アジア通貨危機
から20年を迎えて

Propagation of Shocks due to Natural Disasters through Global
Supply Chains

＜９時受付開始（７号館１階ロビー）＞

現代アメリカ経済の歴史的位相とトランプ政権の経済政策　―中間所
得層の低落をめぐってー

長期停滞とトランプ政権の経済政策

中国経済・新常態の対外不均衡

報告者
地域貿易協定における原産地規則制限性の実証分析

知の専有 vs. 知の共有：アジア子会社における現地人材の知識専有
問題に関する考察

多国籍企業による垂直的技術移転と排他条件付取引契約に関する経
済厚生分析

中国国家資本主義の国家統合

Wage Inequality, Footloose Capital, and the Home Market Effect

一帯一路は中国型成長に代わり各国最適成長を支援できるか

Can RTA Labor Provisions Prevent the Deterioration of Domestic Labor
Standards?: The Cases of Statutory Minimum Wages and Employment
Protection Regulations

WTOルールから見た地域貿易協定 (RTA)の現状と新たな動き

労働組合の歴史的役割とその変化　－労働市場の推移と組合賃金効
果－

A Review of the Literature on Productivity Impacts of Global Value
Chains and Foreign Direct Investment: Towards an Integrated
Participation in the Global Value Chains and Domestic Technology
Change: Evidence from Japanese Patent-Firm-Matched Data
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★午後の部　自由論題／企画セッション（14：40～17：10）[報告25分，予定討論15分，一般討論10分] 　　　　　　

第１３分科会 【企画セッション】　国際経済の中のロシアと日本

座長：岩田　伸人（青山学院大学）

会場：７号館７０４３教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 溝端　佐登史（京都大学）

討論者 小山　洋司（新潟大学）

報告者 服部　倫卓（ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所）

討論者 一ノ渡　忠之（国際金融情報センター）

報告者 安木　新一郎（京都経済短期大学）

討論者 酒井　明司（三菱商事）

第１４分科会 【企画セッション】　EU経済統合は域内成長をもたらしたのか？　格差を拡大させたのか？

座長：久保　広正（摂南大学）

会場：７号館７０４４教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 岩見　昭三（奈良学園大学）

討論者 川野　祐司（東洋大学）

報告者 松永　達（福岡大学）

討論者 高屋　定美（関西大学）

報告者 安藤　研一（静岡大学）

討論者 高﨑　春華（東洋英和女学院大学）

第１５分科会 国際貿易２ 座長：大久保　敏弘（慶應義塾大学）

会場：７号館７０５５教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 村田　安寧（日本大学）（Ｅ）

討論者 Michal FABINGER（東京大学）

報告者 Michal FABINGER（東京大学）（Ｅ）

討論者 村田　安寧（日本大学）

小田賞受賞者

武智　一貴（法政大学／University of British Columbia）（Ｅ）

討論者 伊藤　萬里（青山学院大学）

第１６分科会 国際政治経済学 座長：小林　尚朗（明治大学）

会場：７号館７０４２教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 石田　修（九州大学）

討論者 板木　雅彦（立命館大学）

報告者 蔵谷　哲也（四国大学）

討論者 所　康弘（明治大学）

第１７分科会 直接投資・多国籍企業２ 座長：佐々木　啓明（京都大学）

会場：７号館７０５６教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 杉田　洋一（一橋大学）（Ｅ）

討論者 町北　朋洋（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

白　映旻（早稲田大学大学院）

推薦者：浦田　秀次郎（早稲田大学）

討論者 清田　耕造（慶應義塾大学）

報告者 伊田　昌弘（阪南大学）

討論者 田中　鮎夢（中央大学）

第１８分科会 国際寡占理論 座長：蓬田　守弘（上智大学）

会場：７号館７０５７教室

タイトル 報告者／討論者

報告者 加藤　隼人（慶應義塾大学）（Ｅ）

討論者 小森谷　徳純（中央大学）

報告者 倉田　洋（東北学院大学）（Ｅ）

討論者 荒　知宏（福島大学）

第１９分科会 グローバル経済２ 座長：大田　英明（立命館大学）

会場：７号館７０５８教室

タイトル 報告者／討論者

Huong Quynh NGUYEN（立命館大学大学院）（Ｅ）（Ｊ）

推薦者：大田　英明（立命館大学）

討論者 佐土井　有里（名城大学）

報告者 小黒　曜子（明海大学）

討論者 後藤　美香（東京工業大学）

Production Location of Multinational Firms under Transfer Pricing:
The Impact of the Arm's Length Principle

Human Resources Development in Promotion of Technical Skills
and Technological levels in Vietnam: Transfer of Technology from
Japan

報告者

日本の政府債務と経済成長

Free Entry and Social Inefficiency under Vertical Oligopoly:
Revisited

Wage Markdowns and FDI Liberalization

日本と韓国の多国籍企業による東アジアにおける直接投資先の決定
要因

The Cross-Border Electronic Commerce: Evidence from Six
Countries

報告者

英ポルトガル同盟関係の研究

The Average-Marginal Relationship and Tractable Equilibrium
Forms

報告者
Daily Gravity

多国籍企業とグローバル生産システム

ロシアの対アジア太平洋地域戦略の変化と極東開発の展望

ECBの金融政策と企業の資金調達－金融政策は成長に基盤となりえ
たのか？－

EUにおける産業集積と地域間格差

ＥＵ単一市場における国際生産要素移動

On Measuring Welfare Changes when Varieties are Endogenous

国際経済環境の変化とロシアの経済成長・経済政策

ユーラシア経済連合がロシア産業に及ぼす効果－医薬品の事例を中
心に－

55



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

共通論題 
 

21日（土）午後 
 

比較優位論の現代的意義： 
『経済学および課税の原理』 

出版 200年記念
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リカードはリカード・モデルを提示したのか 

 

田淵太一(同志社大学) 

 

 刊行 200 周年を迎えたデイヴィッド・リカードの『経済学および課税の原理』は，経済学

に多大な影響を与えたが，国際経済学の事実上すべての教科書に登場する「リカード・モデ

ル」は，とりわけ重要なものとみなされてきた．このモデルは今日なおリカード貿易論の標

準的解釈の地位を占めている．リカードは、「4 つの魔法の数字」（Samuelson 1969）によっ

て、相対的な労働生産性の差に基づく比較優位の原理の提唱者とされるのが慣例となってい

る． 

 一方，経済学史の世界では，新たな研究成果によって，標準的解釈とは異なる理解が浸透

しつつある．本報告は，下記 2 冊の論文集の編集で得られた知見を土台とし，久松太郎 (同

志社大学)の協力を得て，近年めざましい展開を遂げている研究成果を概観することによって，

国際経済学のテキストブックが描くリカード像を再考し，国際経済学と経済学史の研究者の

間で共有すべき新たな知識を提供することを目的とする． 

 

 Senga, Fujimoto and Tabuchi eds.(2017), Ricardo and International Trade, Routledge. 

 Shiozawa, Oka and Tabuchi eds. (2017) A New Construction of Ricardian Theory of International 

Value, Springer. 

 

 本報告では，まずテキストブックの「リカード・モデル」における「4 つの数字」の捉え

方は，リカード本人の貿易理論とは異なっていることを明らかにする．誰がリカードの貿易

理論を変型させ，現代の「リカード・モデル」を形成したかを追究し， J.S.ミルとハーバラ

ーがテキストブックの土台を形づくったことを示す．さらに，ミルやハーバラーによるリカ

ード貿易論の変型のきっかけを与えた人物としてトレンズをとりあげるとともに，近年再発

見された 1814 年の『外国産穀物の輸入に関する諸考察』という匿名のパンフレットが比較優

位の原理にもとづいた議論をリカードやトレンズに先立って展開していたことも紹介する．

最後に，リカードが「リカード・モデル」とは別の理論の構築を志向していたとすれば，そ

れはどういう理論だったのかを考察する．リカードが志向した価値論とは，国内価値論と中

間財の貿易を含む国際価値論を統合する価値論であり，とりわけ国際価値を考える際に貨幣

的調整の考察を必然的にともなう理論であったと結論づける．これらの研究動向において日

本国際経済学会が果たした役割についても言及したい． 
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共通論題セッション「比較優位論の現代的意義：『経済学および課税の原理』出版 200 年記

念」（10 月 21 日午後） 
 

リカード新解釈と生産・貿易のネットワーク理論 
                        塩沢由典(大阪市立大学名誉教授) 
報告要旨 
同時報告者に田淵太一教授の「リカードはリカード・モデルを提示したのか」が採用され

たので、「リカード新解釈」については最小に留め、「現代的意義」に集中して報告する。

改題するなら「リカード国際価値論の現代的意義と可能性」である。 
 リカード貿易論には２系統ある。そのことを注意した上で (第３節)、新しい国際価値論

を提示する(第４節)。かなりの数学を伴うが、新しい国際価値論がどんなものか、雰囲気だ

けを掴めばよい。第５節では、各国間の相対賃金率が決まることが強調される。帰結とし

て、従来の見方にたいし、比較優位が生産費の計算に還元されることを示す。 
第 6 節以降第 9 節までは、新理論の今日的意義である。新しい国際価値論は、一般的状

況で投入財貿易と失業とを扱いうるほんど唯一の枠組みであり、そのことの意義をいろい

ろ角度から解説する。新理論の理想的極限は各企業が世界最適調達を行なう状況である。

その活動から形成される生産・調達のネットワークを価値面から捉えたものがグローバ

ル・バリュー・チェーンであり、付加価値面で捉えなおすと付加価値貿易となる。 
第 10 節では、分析枠組みとしての古典派価値論と一般均衡理論の比較を試みる。第 11

節は、技術変化の分析に国際価値論がどう取り組みうるかを示す。 
 
目次 
1. はじめに 

 2. リカード新解釈 
 3. リカード貿易理論とはなにか 
 4. 新しい国際価値論の概要 
 5. 新しい国際価値論の優位点Ⅰ(賃金率決定と原価比較原理) 
 6. 新しい国際価値論の優位点Ⅱ(投入財貿易) 
付録 Eaton and Kortum (2002)は、リカード・モデルか 
 7. 投入財貿易理論はなぜ難しかったのか 
 8. 国際付加価値貿易と世界最適調達 
 9. 失業をふくむ国際貿易理論 
10. リカード国際価値論と一般均衡理論 
11. 生産技術の体系の変化と運動 
12. まとめ 
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日本国際経済学会 2017 年度全国大会 共通論題報告要旨 
「リカード・マルクス型貿易理論を目指して」 

立命館大学 板木雅彦 
 
 本報告は、上記タイトルのもとに、これから執筆される一連の論考の嚆矢をなすもので

ある。その目的は、これまでのほとんどすべての貿易理論に通底する「比較優位部門に特

化することで、その国は貿易上の利益を得ることができる」という命題を、批判的に乗り

越えることである。そして、その結論を一言で言い表せば、「資本主義貿易国は一般的に、

資本集約的部門に比較優位を持ち、これを輸出部門にしない限り、貿易を通じて利潤率を

上昇させることができず、したがって貿易に参加することはない」というものである。こ

の結論は、すでに貿易関係に組み込まれた状況から、技術構造や所得分配の新たな条件の

もとで、部分特化から完全特化へと徐々に国際分業を深化させるモデルから導かれる。 
 ここで展開される貿易モデルは、塩沢（2014）『リカード貿易問題の最終解決』の成果を

引継ぎながらも、それを一部修正し、極限まで単純化した構造を持っている。しかし、そ

こから導き出される上記命題が示唆する内容は深い。もし、発展途上国が労働集約的部門

に比較優位を持ち、それを輸出部門とすれば、利潤率は低下する。また、産業構造の似通

った先進国間では、貿易摩擦の発生が常態化する。あるいは逆に、先進国の労働集約的部

門が発展途上国にとって資本集約的部門であれば、貿易によってともに利潤率を上昇させ

ることができる。上記命題から派生するこれら系論は、いずれもリカード貿易論、ヘクシ

ャー・オリーン貿易論、ネオ・リカード派貿易論の結論に反するか、あるいはその前提に

反するものである。したがってもし、本報告で提起されるリカード・マルクス型貿易理論

が妥当なものであるとすれば、貿易の本質理解、貿易政策、途上国開発論に対して、大き

な変更を迫るものとなろう。 
 
参考：本報告のもとになる下記 Working Paper は、立命館大学国際関係学部 HP
（http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/workingpaper/workingpaper.html）
から入手可能である。 
「リカード・マルクス型貿易理論を目指して（1）：国内経済の構造」 
「リカード・マルクス型貿易理論を目指して（2）：比較優位・劣位と分配」 
「リカード・マルクス型貿易理論を目指して（3）：外国為替相場、部分特化、完全特化」 
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Fixed Costs for Utilizing Regional Trade Agreement§ 

 

Kazunobu HAYAKAWA# 
Inter-disciplinary Studies Center, Institute of Developing Economies, Japan  

 

Naoto JINJI 
Faculty of Economics, Kyoto University, Japan 

 

Toshiyuki MATSUURA 
Keio Economic Observatory, Keio University, Japan 

 

Taiyo YOSHIMI 
Faculty of Economics, Chuo University, Japan 

 

Abstract: This paper proposes methods to quantify fixed costs for utilizing preferential tariff 

schemes in regional trade agreement (RTA) based on the model of international trade where 

heterogeneous exporters make decisions on tariff scheme choice. Specifically, our methods enable us 

to compute the ratio of additional fixed costs for utilizing RTA schemes to general fixed costs for 

exporting, which we call “fixed cost ratio (FCR).” Our estimates of the FCR from Japan’s import 

data reveal that RTA utilization in exporting requires 13-25% of additional fixed effects. We also 

empirically show that the FCR is higher in the products produced with a larger number of inputs. By 

using these estimates of the FCR, furthermore, we conduct simulation analyses. For example, we 

show that a decrease of the FCR by 10% raises the share of imports under RTAs out of total imports 

by 3.6 percentage points on average. 

Keywords: RTA; Preference utilization; Fixed costs; Japan 

JEL Classification: F15; F53 

 

                                                   
§ This study is conducted as a part of the Project “A Study of Free Trade Agreements” undertaken at 
Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). Hayakawa acknowledges financial 
support from the JSPS under KAKENHI Grant Number JP17H02530. All remaining errors are ours. 
# Corresponding author: Kazunobu Hayakawa; Address: Wakaba 3-2-2, Mihama-ku, Chiba-shi, 
Chiba, 261-8545, Japan. Tel: 81-43-299-9500; Fax: 81-43-299-9724; E-mail: 
kazunobu_hayakawa@ide-gsm.org. 
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Empirical research on factors influencing intention to use of FTA 
schemes by SMEs 

 

Joonheon Song 

School of Business and Commerce, Tokyo International University 

 

Abstract 

The use of free trade agreements (FTAs) is critical for promoting exports and improving 

competitiveness of firms. However, despite the growing number of FTAs and its usefulness, 

small and medium-sized enterprises (SMEs) are still confronted with various difficulties in 

using the FTA schemes. This paper examines the factors affecting the intention of using FTAs 

by exporting SMEs. While previous researches on the utilization of FTAs have mainly focused 

on the firm’s external factors, such as the rules of origin and the level of tariff reduction, this 

paper pays attention to the influence of internal factors. Based on a survey of 221 exporting 

SMEs in Korea, the findings suggest that the intention of using FTAs is affected by the 

perceived usefulness of FTAs, the CEO attitudes toward the utilization of FTAs, and the 

organizational learning activities. The results indicate that the use of FTAs by SMEs is 

influenced by the concern of top managers and the efforts to accumulate knowledge. 

Key Words: Free trade agreement (FTA), Intention to FTA use, Perceived usefulness, CEO 

attitudes, Organizational learning, Small and medium-sized enterprises 
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Nonlinearity and Asymmetry in Tariff Pass-Through§ 

 

Kazunobu HAYAKAWA# 

Inter-disciplinary Studies Center, Institute of Developing Economies, Japan  

  

Taiyo YOSHIMI 

Faculty of Economics, Chuo University, Japan 

                                                                                  

Abstract: This paper examines nonlinearity and asymmetry in tariff pass-through (TPT) to trade prices 

at a product-level. In particular, by decomposing those prices into the quality component and the rest 

(quality-adjusted prices), we investigate whether each of the two components reacts to changes in tariff 

rates linearly or nonlinearly, and how differently it responds to the increase and decrease in tariff rates. 

For this analysis, we explore the change of most favored nation (MFN) rates in Indonesia because 

Indonesia not only reduced MFN rates for a significant number of products but also raised those rates 

for a large number of other products in 2010. As a result, we find clear nonlinearity in the effect of 

MFN rates on the product quality but not in the TPT to quality-adjusted prices. Regarding asymmetry, 

we show that quality-adjusted prices increase when MFN rates decline but do not change when these 

rates rise. Also, the product quality falls with a decline of MFN rates but does not respond to a rise of 

these rates. 

Keywords: Tariff pass-through; Trade prices; Product quality; Nonlinearity and asymmetry 

JEL Classification: F15; F53 

                                                                                  

 

                                                   
§ This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP15H05393. All remaining errors are 

ours. 
# Corresponding author: Kazunobu Hayakawa; Address: Wakaba 3-2-2, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 

261-8545, Japan. Tel: 81-43-299-9500; Fax: 81-43-299-9724; E-mail: kazunobu_hayakawa@ide-

gsm.org. 
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日本国際経済学会第 76 回全国大会報告（2017 年 10 月 21 日：日本大学経済学部） 

 

ケインズ的失業を伴うグレアム型貿易モデル 

－国際価値・賃金率・雇用量の同時決定－ 

 

佐藤秀夫（東北大学名誉教授） 

 

報告要旨 

 グレアム型貿易モデルとは、連結財を重視する多数国・多数財リカード型（1

要素）貿易モデルであり、F. D. グレアム（1890-1949）の国際価値論に着想を得

て、それに修正を加えたものである。連結財とは、2つ以上の国で共通に生産さ

れる財のことで、たとえば日米独の乗用車、日中韓の IT 製品、伯豪米の牛肉な

どをイメージしてもらえばよい。この連結財は、それぞれの国際分業パターン

（以下、分業パターン）に対応して国際価値と相対賃金率とを決定すると同時

に、小幅な需要変化に対して価格変動を伴わない数量調整を可能ならしめる。

需要の変化がただちに価格変化をもたらすJ. S. ミルの相互需要説とは異なる。

需要の変化が数量調整をもたらす局面をグレアム・ケース、価格調整をもたら

す局面をミル・ケースと呼ぶこととすると、多数国多数財モデルにおいて成立

する分業パターンは、大部分が専一的にグレアム・ケース（連結型分業パター

ン）となり、グレアム・ケースとミル・ケースの併存（完全特化型を除くリン

ボー型分業パターン）が小部分を占め、グレアム・ケースが存在せず専一的に

ミル・ケースとなる状況、すなわち、連結財が存在しない完全特化型分業パタ

ーンはきわめて少ない。 

 グレアム自身の国際価値論は完全雇用を前提としたものであったが、本報告

では、この仮定を緩めて失業を許容するモデルへ拡張する。現実世界では不完

全雇用が常態となっている。この事実をモデルに反映させることは望ましいこ

と、というよりも必要なことであろう。 

 このモデルは次のような構造をもつ。①世界には多数の国・多数の財が存在

する。②中間財と利潤は存在せず、財はすべて消費財からなる。③貿易の均衡

（国民所得＝国民支出）が成立している（この仮定は緩めることができる）。

④輸送費と貿易制限はない。⑤労働の国際移動はなく、各国とも国内賃金率は

全部門で等しい。⑥各国の生産技術、利用可能な労働量、需要構造は所与とす

る。生産技術は固定された労働投入係数として与えられ、需要は各国各財の物

的需要量として与えられる。以上の条件が与えられたとき、成立する分業パタ

ーン、各国各財の生産量・消費量・輸出入量、財の世界相対価格、各国の相対

賃金率、各国の雇用量が決定される。 
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The Neo-Ricardian Trade Theory and the New Theory of International Values 
Akira Takamasu 

Kansai University 
 

Abstract 
Ricardo’s (1817) theory of comparative advantage is the first rigorous theory that 
demonstrates that free trade benefits every country. He explained his theory using a 
numerical example of two countries and two commodities. However, the fact that the 
theory cannot be true when we expand his model to the multicountry and 
multicommodity case, or to the model that assumes intermediate goods, became clear. 
Following the study by Graham (1932) and McKenzie (1954), the Neo-Ricardian 
theories of international trade as developed by Steedman and Metcalfe (1979) 
reconsidered gains from trade and showed the possibility of losses from free trade. 
Recently, Shiozawa (2007) indicated the differences in the number of countries and 
goods and analyzed cases in which prices did not depend on demand but were 
determined by production cost. This article surveys the development of trade theories 
and analyzes the gains from trade using the most generalized model. Furthermore, it 
also considers how the new theory of international values proposed by Shiozawa (2007) 
provides a new horizon to the previous results.  
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日本国際経済学会第 76 回全国大会 
自由論題セッション「グローバル経済 1」 
 
報告者：名古屋市立大学大学院経済学研究科 板倉 健 
報告論題：Effect of Non-Tariff Measures as Fixed Costs on Trade and Welfare  
 
報告要旨： 
We assume that trade-restricting effect of non-tariff measures (NTMs) can be 
indirectly captured by fixed costs that prevent firms from entering into 
markets. Given this assumption, we have two objectives in this study. First, 
we quantitatively estimate the fixed costs in a heterogeneous firms model of 
international trade. By implemented in a computable general equilibrium 
(CGE) model, we obtain the fixed cost of entry, domestic sales, and exports. 
Second, we conduct experimental simulations by lowering the fixed costs to 
export and domestic sales. Preliminary results show that profound total 
trade volume effects are observed for reducing the fixed cost to export. On 
the other hand, the lowered fixed cost to domestic sales has large negative 
impact on trade volume. As for the overall welfare gain, the lowered fixed 
costs lead to higher welfare. 
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Offshore EME bond issuance and the

transmission channels of global liquidity∗

Soyoung Kim

Seoul National University

Hyun Song Shin

Bank for International Settlements

August 3, 2017

Abstract

The practice of using offshore affiliates as financing vehicles by emerging market cor-

porates has become widespread since 2010. We investigate the extent to which offshore

issuance has become a channel for the transmission of global financial conditions to emerg-

ing market economies. Using panel VAR methods, we find that offshore issuance has

become more important than onshore issuance for the transmission of global liquidity after

2010. We also find that a significant role of offshore issuance is found in the countries with

strengthed capital account restrictions, which may suggest that the strong role of offshore

issuance in recen years is related to circumvention of capital controls.

Keywords: capital flows, global liquidity, cross-border spillovers, panel VAR, interna-

tional debt securities, onshore vs. offshore

∗The views expressed here are of the authors and not necessarily of the Bank for International Settlements. We
thank Woon Gyu Choi, Michael Devereux, Robert Kollman, Kwanho Shin, and the seminar participants at the

Bank of Korea, Korea University, and Korea International Finance Association Symposium, the 2nd Conference

on International Macroeconomics and Finance as well as those of the Conference on Diverging Monetary Policies,

Global Capital Flows, and Financial Stability held at HKIMR.We also thank Soyeon Lee for the excellent research

assistance. A correspondence should be addressed to soyoungkim@snu.ac.kr or hyunsong.shin@bis.org.
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India in the World Economy: 
Inferences from Empirics of Economic Growth 

 

Takahiro Sato∗ 
 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the growth experiences of India in relation to the 
experiences of around one hundred countries in the world during the last half-century by 
exploiting the inferences drawn from the cross-country growth regressions. This study obtains 
the following findings. First, the outcome of growth regression supports the conditional 
convergence hypothesis. In contrast, both India's growth rate and income level have increased, 
breaking the convergence hypothesis. Second, the growth regression shows life expectancy at 
birth, investment ratio and external openness contributes to economic growth. In India these 
three were improved. Third, the growth regression suggests human capital has a non-linear 
effects on economic growth and that the schooling years beyond 3 years raise the growth rate. In 
India both schooling years and growth rate have increased. Fourth, the growth regression shows 
that total fertility rate has a negative effect on the growth. In India the growth rate increased as 
the total fertility rate declined. Fifth, the growth regression shows that government consumption 
reduces the growth rate. Contrary to the regression results both India's growth rate and 
government consumption have increased. Sixth, the growth regression suggests inflation has a 
negative effect on growth rate. However, there are no clear relationship between inflation and 
growth in India. Seventh, the growth regression shows the improvement of terms of trade 
contributes to economic growth. The same was observed in India where terms of trade 
fluctuated over time. Finally the growth regression supposes that democracy and economic 
growth have a non-linear complex relationship and that the relationship differs depending on the 
position of the distribution of growth rates. There are no clear relationship between democracy 
and growth in India where the India's status of democracy has hardly varied. 

                                                   
∗ Professor, Research Institute for Economics and Business Administrations (RIEB), Kobe 
University, Rokkodai, Nada, Kobe, JAPAN. 
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Emigrant’s Remittances, Dutch Disease and Capital 
Accumulation in Bangladesh 

 
Hiroyuki Taguchi, Saitama University 

255 Shim o-Okubo, Sakura-ku, Saitama, Japan, 338-8570, 

Tel: +81-48-858-3324, Fax: +81-48-858-3696, E-mail tagusaya0710@s3.wh.qit.ne.jp 

and 

Rifah Tamannah Shammi, Saitama University 
255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, Japan, 338-8570, 

Tel: +81-48-858-3324, Fax: +81-48-858-3696 

 

Abstract 
 

This paper examines varying macroeconomic impacts of international emigrant 

remittances in Bangladesh since 1976 by using a vector auto-regression (VAR) 

framework. Bangladesh has recorded better economic performance during last two 

decades, 1996-2014, compared to earlier two decades, 1976-1995. The time-series 

analysis therefore uncovers some transition in the remittance impacts composed of the 

“Dutch Disease” effect and the capital accumulation effect. The empirical results reveal 

the existence of the Dutch Disease effect for the first period, 1976-1995, but turned to 

show the positive impact on capital accumulation for the second period, 1996-2014. We 

speculate that the recent manufacturing-oriented policies together with institutional 

improvements have contributed to the transformation in the remittance impact towards 

a positive direction between two periods.  

 
Keyword: Bangladesh, Emigrant’s remittances, Dutch Disease, Capital accumulation, 

Vector auto-regression estimation 
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Divergence in Equity Home Bias between Developed and Developing 
Economies: A Role of Financial Development0F

 
 

Ju Hyun Pyun1F

† 

Korea University Business School 

 

This version: September, 2017 

Preliminary and incomplete 
Welcome any comments 

Do not circulate 

Abstract 

Does financial development stimulate international portfolio diversification? While financial 
development helps domestic investors increase their access to foreign markets and diversify 
investments abroad, it can promote investment within a domestic market by substituting for foreign 
investment. Our multi-country general equilibrium (GE) model of portfolio choice with a simple 
cost structure analyzes the mixed effect of financial development on international equity positions. 
The model closely traces the real pattern of equity home bias in developed and developing 
countries and identifies the GE effects of changes in financial development across countries: 
simultaneous financial development reduces home equity holdings in financially developed 
countries, not developing ones, which contributes to divergence in equity home bias between the 
two groups of countries.  
 
JEL code: F36; F41; G11; G15 
Keywords: Financial development; International portfolio diversification; Multi-country model; 
Equity home bias, Domestic volatility 
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Are Politically Connected Firms More Likely to Export? 

 
 

Yu Ri Kim1 
Yasuyuki Todo2 

 
 

Draft as of October 2017  
 

Abstract 
 
Lack of information is one of the most significant barriers to export and thus access to information plays 
an important role in facilitating export and developing business. Another common barrier to trade is credit 
constraints. Both information and financial resources are heavily controlled by the government in 
developing countries where there are only limited open data available and financial market is immature. 
In this setting, one common way to access information and credit is through personal connections to 
politicians and government officials. This paper explores the effects of having political ties on export 
activities using the firm-level data from traditional apparel and textile clusters in Vietnam. Our results 
suggest that family connections to people in any government authorities increase the chances of getting 
information from the government. In case of financial supports from the government, only the family 
connection to People’s Committee at the commune level which is the smallest administrative unit in 
Vietnam mattered. Moreover, politically connected firms are more willing to export. Although family ties 
to politicians and bureaucrats increase the chances of getting additional information and financial 
supports as well as enthusiasm for exports, political connection do not lead to the actual export. Likely 
explanations are that discrimination in favor of personal connections does not result in optimal selection 
of social programs and generates inefficiencies.  On the other hand, political connection to higher levels 
of government increases the chances of importing.   
 
 
Keywords: political connection, information, export, small and medium enterprises, Vietnam 
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Open-Access Renewable Resources and Urban Unemployment: 

Dual Institutional Failures in a Small Open Economy 

 
Ichiroh Daitoh†  

Faculty of Business and Commerce, Keio University 
Nori Tarui 

Department of Economics, University of Hawaii at Manoa 
University of Hawaii Economic Research Organization (UHERO) 

 
September 9, 2017 

 
This paper investigates how poverty reduction and environmental resource preservation can be 
compatible in a small-open dualistic economy with urban wage rigidity and rural open-access 
resources, where rural-urban migration occurs endogenously. At the steady state, the first-best 
policy calls for an urban wage subsidy with a rural wage subsidy at a lower rate. A rural tax 
constitutes the first-best policy when the domestic price of urban manufactured good is 
sufficiently high. Thus the policy prescription by Bhagwati and Srinivasan (1974) does not 
apply when the world price of the resource good is low and/or a tariff on the manufactured good 
is high. Export tax on the resource good reduces the unemployment rate unlike what existing 
literature indicates. The number of the unemployed also decreases if the domestic price of 
manufactured good is high enough. A small export tax always improves welfare by mitigating 
the two institutional failures. Along a transition path, rural resource preservation is compatible 
with urban poverty reduction. 

 

 

JEL Classification Codes：O13, Q27, F18 

Keywords: open access; renewable resource; urban unemployment; export tax on the 

resource good; Harris-Todaro model 

 

 

                            
†Correspondence: Ichiroh Daitoh, Faculty of Business and Commerce, Keio University: 2-15-45, Minato-ku, Tokyo, 
108-8345, Japan; E-mail: idaitoh@fbc.keio.ac.jp; Tel & Fax: +81-3-5418-6707. Daitoh is grateful to financial 
supports by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP16K03654 and JP24530241 (Grant-in-Aid for Scientific 
Research(C)) and Keio Gijuku Academic Development Funds (2013). 

第６分科会　資源・エネルギーと経済発展（本館４９教室）

2222



1 
 

「固定価格買取（FIT）制度による再生可能エネルギー導入効果」 
Introduction of Renewable Energy under FIT system in Japan 
 

東京国際大学 教授 武石礼司 
 
Key words: 再生可能エネルギー、FIT（固定価格買取）制度、発電コスト 
 
報告要旨 
固定価格買取（FIT）制度が 2012 年 7 月に日本で導入されてから、2017 年で 5 年目と

なり、再生可能エネルギーの導入量の増大がもたらされた。設置が容易な太陽光発電の導

入ブームが生じ、日本の太陽光発電量は、2017 年には世界第 3 位に急上昇する見込みであ

る。ただし、電力消費者に賦課金を課すことで買取価格をカバーする FIT 制度では、次第

に、電力消費者が毎月支払う代金上乗せ分が増大してきており、負荷金額の増大を抑制す

ることが可能かが検討される必要が生じている。太陽光発電向けの賦課金の増大を抑制す

るためには、買取価格の大幅引き下げが必要であり、10kW 以上の区分では、当初の 40 円

／kWh が 2017 年では 21 円／kWh へ引き下げられたが、その結果、導入申請の急減、認

定取り消しといった事態も生じるに至っている。 
風力発電では FIT 制度導入と同時に環境アセスメント制度の強化が行われており、この

アセスメントをクリアするために 3 年程度の時間を要している。導入量の今後の増大が期

待されているが、ただし、風力発電は風速の 3 乗に比例して発電量が決まってくるために、

風況が良い所に建設を進めると、ほぼ建て尽くしたという状態に将来的には至ることにな

る。 
また、風が年間を通して強く吹く場所は、農業に適さず、大きな都市もないことが多く、

したがって付近に送電線が来ていない場合も多く、送電線を敷設しつつ、風力発電設備を

設置していくことが必要であり、時間をかけた着実な取組みが必要となる。 
将来的に期待される洋上発電に関しても、コスト削減を進めるとともに、36 円／kWh と

いう高い買取価格を維持することで、漸く導入が進むと予測できる。 
地熱発電に関しては 1 万 5 千ｋW 以上の規模のものは FIT 開始以降、未だ導入できてお

らず、2019 年度に漸く 1 ヶ所導入される予定となっており、導入までに時間を要している。   
バイオマス発電に関しては、2017 年現在、導入ブームが生じているが、国内材の利用よ

りも、インドネシアとマレーシアからのヤシ殻の輸入、カナダ材の輸入による木質発電が

進んでしまっている。国内材の有効活用が進まない状況は大きな課題である。 
小水力に関しても、土木工事費が高いためにコスト高となる場合が多く、導入はゆっく

りとしか進んでいない。 
このように多くの課題がある再生可能エネルギーはどのようにすると導入量が増えるの

か、欧米等諸外国の事例と比較しつつ、日本の課題の克服に向けた可能性を検討した。 
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Exchange Rate and Tax Policies in an Economic Development Model with Public Capital 
 

Hiroki Murakami (Faculty of Economics, Chuo University)† 
Hiroaki Sasaki (Graduate School of Economics, Kyoto University)‡ 

 
Abstract 

  The purpose of this study is to examine the effects of exchange rate and tax policies on economic 
growth in a model of economic growth with public infrastructures. 
  Public infrastructure, such as roads, airports, bridges, ports and electricity, gas and water services, 
is, in general, considered to have a positive influence on economic activities and there have been 
several empirical studies to evaluate this positive impact (e.g., Aschauer, 1989; Gramlich, 1994; 
Albala-Bertrand and Mamatzakis, 2004). On the basis of these preceding works, our present study 
provides a model of economic development in which public infrastructure enhances productivity. 
  Our model may be viewed as an extension of that presented by Neto and Lima (2016) in some 
sense. The points of their model are the existence of public infrastructure financed by taxes and the 
positive externality of it on economic activities. Specifically, they take (aggregate) infrastructure as a 
flow variable. By so doing, they can reduce the whole structure of their model to a two-dimensional 
system of differential equations. They show that their model has “poorer and unstable” and “richer 
and stable” stationary points and that exchange rate and tax policies can direct the state of economy 
to the “richer and stable” stationary point by shifting the trajectory of economy. 

Public infrastructure as we know is, however, a stock accumulated as a result of past public 
investment (Futagami, Morita, and Shibata, 1993). Thus, we must take it as a stock variable. In our 
model, unlike in Neto and Lima (2016), public infrastructure is represented as a stock variable. By so 
doing, we can make our model more realistic and present richer dynamics in our model. 
 The major differences of our model from that of Neto and Lima (2016) are the following two points. 
First, public infrastructure is treated as a stock variable in our model, though it is a flow one in their 
model. Second, there is a difference in the formulation of tax polices between their and our models. 
In their model, the tax, financed for construction of new infrastructure, is imposed on the value of 
private capital stock, while, in our model, the tax is imposed on the level of income. As a result, our 
model is formalized as a dynamical system composed of the stock of private capital, that of public 
capital and the nominal wage. 
  Our analysis shows that wage flexibility affects economic stability. Specifically, we find that there 
exists a threshold value in the degree of wage flexibility; that the stationary point is unstable or stable, 
respectively, when the degree is less than or more than the threshold value; that cyclical fluctuations 
arise when the degree is sufficiently close to the threshold value. 
 
Keywords: public infrastructure; economic development; exchange rate policy; tax policy 
JEL Classification: O11; O41; H54 
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援助に関する rent-seeking を導入した mixed oligopoly モデルによる援助の差別化に関する分析 
（A tentative analysis of foreign aid differentiation in rent-seeking mixed oligopoly model） 

 静岡県立大学（University of Shizuoka） 飯野光浩（Mitsuhiro IINO）1 
要旨 

 開発援助において、中国などの新興国が急速にプレゼンスや影響力を拡大させている。それに

伴い、経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）に加盟している国々は懸念を表明

している。それは、DAC 非加盟の新興ドナーは透明性や説明責任に疑問が常に付きまとうからで

ある。援助を受け取る側である被援助国において、その国の政治的・行政的エリートがドナーと

透明で説明責任のある関係を推進することはほとんどない。この状況はアジアにおける DAC 加

盟国である日本と新興ドナーの中国の援助にも当てはまる。さらに、アジアの盟主の座をかけて、

日中両国は援助の「量」で競い合っている。しかし、長期間にわたる中国経済の拡大と日本経済

の停滞を受けて、援助量では日本は劣勢に立たされており、アジアの盟主を堅持するために近年

は援助の「質」の重要性を強調して、中国と差別化を図ろうとしている。 
本論文の目的は、この現状を政治経済学的アプローチによる mixed oligopoly モデル分析によっ

て、インプリケーションを明らかにすることである。具体的には、援助提供国として第 i 国グル

ープ（i=1,…,n）と第 j 国グループ（j=1,…,m）からなる n+m 国モデルを考え、受取国政府のキ

ャパシティ不足により、援助の一部が rent-seeking されている状況を想定する。さらに第 j 国グ

ループに属する援助提供国が受取国の rent-seeker の目的関数と自分の利潤を合計した利得を最

適化する。つまり、ドナー政府と援助受取国政府のエリートとの癒着をモデル化したものである。

第 i 国グループは自国の利潤を最大化する。第 i 国グループは日本などの DAC 加盟国、第 j 国グ

ループは新興ドナーを想定している。 
主要な結論は以下の通りである。援助を同質財と仮定した場合、クールノー・ナッシュ競争と

シュタッケルベルグ競争で第 j 国グループが先導国のとき、第 j 国グループに属する代表的な国の

援助量は第 i 国グループに属する代表的な国よりも常に大きくなる。シュタッケルベルグ競争で

第 i 国グループが先導国のとき、rent-seeking の程度が相対的に低いとき、第 i 国グループの援助

量は第 j 国グループよりも大きくなる。次に、援助を異質財とした場合、クールノー・ナッシュ

競争、シュタッケルベルグ競争のいずれにおいても、パラメータがある条件を満たすならば、第

i 国グループの援助量が第 j 国グループのよりも大きくなる。最後に、クールノー・ナッシュ競争、

シュタッケルベルグ競争のいずれにおいても、異質財における利得が同質財における利得を上回

り、異質財で競争する誘因があることを示した。また、その下で、パラメータがある条件を満た

すならば、第 i 国グループの援助量が第 j 国グループのよりも大きくなる。 
 この最後の結論を先に述べたアジアにおける中国と日本の対外援助に当てはめると、援助を

差別化すること自体は、日本の援助量を増加させるという意味では望ましいことである。しかし、

それだけでは足りずに、他の条件も満たす必要があるということを示した。 
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A North-South modelof outsourcing and growth

Yuki Saito∗

Abstract

I formulate a simple North-South R&D-based growth model where final goods firms in

the North endogenously determine the range of international outsourcing of intermediate

goods to the South. I show that a fall in the trade cost (trade liberalization) of intermediate

goods in the North: (i) reduces the relative wage of the North to the South; (ii) increases

the outsourced variety of intermediate goods in the North; and (iii) stimulates economic

growth in all countries. Furthermore, conducting welfare analysis, I also show that a fall in

the trade cost of intermediate goods in the North improves welfare in the South more than

in the North.

JEL classification: F13, F43, O31

Keywords: International outsourcing; North-South; R&D-based growth model; Welfare

analysis

∗Graduate School ofEconomics, Osaka University, 1-7 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan.
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Title:  

Human Resources Development in Promotion of Technical Skills and Technological level in 

Vietnam: Transfer of Technology from Japan 

  

Nguyen Huong Quynh* 

 

ABSTRACT 
 

 

The lack of skilled labor in the manufacturing industry prevents technology transfer to 

Vietnam. In order to upgrade a country’s technology, human resources play an important role as 

the work force needs to adapt to imported technology. The development of human skills not only 

depends on foreign resources, but also on domestic education policies ranging from primary to 

higher education, which is key for an effective technology transfer.  

This research analyzes and evaluates the changing strategies of Vietnam with regards to 

higher education policies vis-à-vis the manufacturing industry in order to respond to the 

technology transfer of Japanese machinery and skills to train the local labor force. The educational 

policy of Vietnam, on the other hand, has several deficits which are explored here. This paper 

identifies educational deficits of engineering students in Vietnam to be a primary cause for 

ineffective technology transfer and it concludes that through tailor-made public-private 

partnerships Vietnam’s quality of human resources can be raised. 
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日本におけるプラント輸出の決定要因 

 

小坂 賢太（武蔵野大学）* 

 

 

報告要旨 

 

近年、我が国は、成長戦略の一環としてインフラシステムの海外展開が積極的に推進し

ている。例えば、日本政府は、「日本再興戦略」（2013年 6月閣議決定、2016年 6月改訂）

の中では、「2020 年に約 30 兆円のインフラシステムの受注を実現する」という目標が掲

げられている。このように近年、政策的にも注目されているインフラシステムの海外展開

は、従来からプラントエンジニアリング産業や総合商社を中心に行われてきたプラント輸

出の一形態としてとらえることができる。本研究では、日本におけるプラント輸出の決定

要因について、重力方程式を用いて定量的に分析することを目的である。具体的には、ま

ず、1975 年から 2014 年の間に日本企業がそれぞれの輸出先において受注したプラントの

データを用いて、それぞれの輸出先国における各年の受注件数、受注総額、平均受注額の

データを構築し、それらに、日本からの距離、輸出先国の人口、輸出先国の一人当たりの

GDP、日本と FTA を締結しているかといった変数がどのように影響を与えているのかにつ

いて分析した。さら説明変数を加えて、各国のプラント受注額に、各国の公共投資額と鉱

物・エネルギー資源供給量が与える影響についても分析を行った。 

推計手法としては、Silva and Tenreyo(2005)が提案しているポワソン擬似最尤推定法を

用いた。まず、年固定効果を入れた推計の結果、受注総額と受注件数については距離の対

数の係数が有意に負になり、輸出先が遠くなるほど、受注総額と受注件数が減少していく

ことが明らかになった。さらに説明変数に、輸出先国の固定効果、各国の GDPに占める公

共投資比率、GDP に占める鉱物・エネルギー資源レントと先進国、後進国、新興国の交差

項を加えて分析すると、各国の GDPに占める公共投資比率は有意に正となり、また、GDP

に占める鉱物・エネルギー資源レントは先進国と、後進国のみ有意となった。このことか

ら、公共投資によりインフラ投資の多い国に対しては、日本のプラント受注額が多くなり、

また鉱物・エネルギー資源が多い国は、先進国と後進国に限って、プラント受注額が多く

なることが分かった。 
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Which gain is larger? Bilateral trade agreement with US vs WTO 

accession: The case of Vietnam 

 

Enkhmaa Battogtvor* 

Yokohama National University 

September 2017 

 

Abstract 

Following the gains from trade literature by Arkolakis et al (2012), the paper examines the 
Vietnamese gains from bilateral trade agreement with US in 2001 and WTO accession in 2007. 
Using the input-output data, the paper computes the change in real income in manufacturing 
industries for each year in 1995-2011 period. The industrial analysis gives us the possibility to 
compare the two most crucial liberalizing phenomena in the history of Vietnam. Comparing the 
overall results of the 16 manufacturing industries and agriculture and mining industries, the 
welfare gained after the WTO accession is larger than the gains earned after the bilateral trade 
agreement with US. However, the real income change in respective industries vary significantly. 

																																																													
*PhD Candidate, Department of Economics, Yokohama National University, 79-3 Tokiwadai, Hodogaya-
ku, Yokohama, Japan 240-8501, battogtvor-enkhmaa-wg@ynu.jp 
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[自由論題：アジア経済②] 

中国国家資本主義の国家統合 (要旨) 

                    末 永 茂 (いわき明星大学) 

 

経済発展ないし成長過程で国家介入の形態が漸次変更されることは、不断に見られる現

象である。その形態には、国家資本主義・国家社会主義・集産主義・全体主義・社会主義・

共産主義・戦時共産主義・国家統制・軍国主義・開発独裁・官僚資本主義等がある。これら

を「多様な資本主義」として、つまり時代的・地域的多様性と捉えるのか、あるは、国家介

入の段階的認識として、いわゆる異なった経済的政治的「体制論」として捉えるのか。これ

は、論者によって主義・主張は変わってくる。単なる国家介入の政策的問題として定性的・

定量的分析を超えて、社会システムの根幹をなす相違、そしてそれらを対立概念として捉え

るのか、否か。この問題は、結局は歴史ビジョンに係る問題でもある。本報告は主に中国経

済のシステム分析を事例として扱いながら、これらの成長経済の成果と課題についてどの

ように措定するか、検討してみたい。 

 

中国国家の歴史的本性は広大な「後背地」を有していることである。その「後背地」は、

地理的・空間的にもそうであるが、それはより社会構造論的に立体的なものである。仮に、

中国は如何に経済成長したとしても、少数例外的な西欧型民主主義を全面的に実現できる

ものではないだろう。なぜなら、中国はモザイク的で巨大過ぎるからである。そして、また

それが中国の存在を世界大に、させているのである。 

国家資本主義論の概念論争を踏まえながらも、結局において、中国は自由な資本主義国家

や分権的な西欧型＝中小規模国家であるよりも、大陸結合型の国家として、政治力学的に安

定した国家を目指すべきであろう。市場経済システムは古代からの「バザール経済」に端を

発している。つまり、これは都市交易の中で発達したシステムであり、市場の拡大は国内経

済の全都市化現象や一極集中（EUのドイツ集中、我が国の東京集中）を招く。こうした高

過密な集中は何をもたらすのか。国家は統治されなければならない。そして、巨大な人口圧

の只中にあっても、国家の分解など有り得ない。従って、現時点では社会主義からの「過渡

としての国家資本主義」論ではなく、「国家統合型システム」は如何にあるべきなのか、を

議論されなければならない。 

 

＊フルペーパーは「国家統合型経済システムの市場化」『いわき明星大学研究紀要 人文学・

社会科学・情報学篇』第 2号(通巻)第 30号）2017年 2月。 

＊本要旨は上記論考の「はじめに」と「おわりに」の抄録 
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Can Fishing Quotas be Justified under Common Price of Shared Resources? 

小川 健（専修大学） 

E-mail: takeshi.ogawa.123@gmail.com 

TEL: 044-900-7970, 090-4255-1796 

 

０．概要 

  

 本稿では（共有資源など）国際的に共通価格（共通魚価）を持つ資源財に関する譲渡不能な漁獲枠

（資源財収穫枠）を正当化するのに大前提となる、各国内点解で欲しがる漁獲枠に均衡が存在するか

を、近経理論的に検証した。簡単化かつ偏りのない国家の目的としての経済厚生最大化を非協力的に

考えて国家の希望する漁獲枠を決める場合、共通魚価を気にする限りでは各国内点解の均衡は存在し

ないことが示された。この結果は基本的に鮮魚など貯蔵が本質的に困難な場合に示すが、貯蔵可能な

場合でも近視眼的な政府の場合には保持される。協力ゲーム等でのナッシュ交渉解でもこうした前提

が満たされることは必須であり、一律比例的に漁獲枠を総漁獲量の削減に合わせて減らす場合にもこ

の前提が満たされる必要があった。これは譲渡不能な漁獲枠に関する正当化は通常難しいことを意味

する。本稿ではこの結果が（関数形の一般化など）かなりの一般性を以て示されることが分かった。 

キーワード：共通魚価、譲渡不能な漁獲枠、クーン＝タッカーの定理、等号付き不等式型需給均衡 

JEL分類コード：C61、C72、C73、F18、Q22 

 

追加記載分：本稿で出している・本稿の関係で導出できる頑健性は主に次の通りである。 

 資源財の収穫関数・非資源財の生産関数に関する一般化と相違（収穫可変度合いにはよらない） 

 資源ストックベクトル化：親魚・稚魚、捕食・被食、各国保有資源型でも共通資源財価格なら可 

 国の数・効用関数の違いなどに関する一般化：資源財・非資源財の 2 財なら問題なし、合計が 3

財以上の場合には粗代替性・粗補完性等が含まれない状況でロワの恒等式が使えれば可能 

 資源財の保存可能性：保存可能でも政府が近視眼的（将来の資源財価格は決定に影響無）なら可 

 微分ゲームにおけるフィードバック・ナッシュ均衡の選択：一般形の関数でもこの解概念が使え

るのは、明示解の導出ではなく「各国内点解の均衡が存在しない」という不存在性の導出だから 

 資源財の種類の一般化：漁業資源だけでなく森林資源や、石油などの枯渇性資源等にも適用可 

 一般均衡から部分均衡への移行：「部分的には」可能（非資源財の準線型性を仮定などで） 

 輸送費・関税等に対する頑健性：不要な価格のいじりは所得還元で本質的に影響無し 
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日本国際経済学会全国大会 第７分科会【企画セッション】『現代アメリカ経済の歴史的位相とトランプ政

権の経済政策―中間所得層の低落をめぐって―』                October 22,2017                          

 
トランプ大統領の経済学 
―中間所得層の低落をめぐって― 

                      中本 悟（立命館大学） 

 

 ◇アメリカの大統領政権の経済政策の実現経路 

 大統領政権の経済政策の評価は、そのビジョンと実績によって評価されるが、いまだ実績が十分にない

現時点での評価はトランプの経済政策ビジョンを検討することになる。 

大統領の経済政策のビジョンが、実際の政策として実現するうえで、①政策ビジョンを法律にする議会、

②外交方針を策定する国務省などのワシントンの官僚組織、③新聞、テレビなどの報道、④裁判所、⑤ビ

ジネス界の意見や一般国民の世論（Twitter によって社会にストレスを高めているのは大統領自身）、⑥国

際関係などの動向が大きく影響する。 

例えば、予算は毎年議会が通す法律によって成立する。そしてアメリカは議院内閣制ではないので、議

会の多数派と大統領との党派が一致するとは限らない。むしろこれまでは異なる党派であったことの方が

多い、だから議会の権限は大きい。しかし一方では法律は大統領がそれに署名することによって発効する

ことになるので署名拒否権をもつ大統領の権限もまた大きい、といえる。大統領は予算の議会審議に先立

って毎年「予算教書」を発表し、そこに大統領の政策ビジョンを示すのであり、議会もそれを考慮して法

律を策定することになる。 

また、大統領令や法律自体が裁判所によって違憲判決を受け、その法律や政策が変更や無効になること

も少なくない。トランプ大統領が当初発令したイスラム圏 6カ国からの入国禁止令に対して、各州の連邦

控訴裁は、これをイスラム教徒への差別にあたるので違憲だとして、同措置を差し止める判断を下した。

最終的には最高裁による一部容認をへて、当初の大統領令は変更され実施されることとなった。 

このように大きな権力をもつアメリカ大統領といえども、明確な三権分立制の下でその政策ビジョンの

具体化に対して check and balanceが作動する。ビジョンの具体化の分析には、上述のような政治経済学的

視点は不可欠である。 

 

◇「トランプ大統領の経済学」 

本報告では、中間所得層の再興を掲げているトランプ政権の経済政策のビジョンを、「予算教書」をも

とに「トランプ大統領の経済学」としてまとめる。予算はその国の政府の「顔」を形作るものであり、そ

こに大統領の経済政策ビジョンが現れるからである。 

「トランプ大統領の経済学」は、①製造業による国産拡大と雇用増加、②貿易黒字指向の通商政策、そ

こからでてくるFTAの再交渉、そして③America firstを掲げる一国主義的経済外交を三大柱とする。本報

告では、とくに①と②について検討する。具体的には、製造業の「衰退」と中間所得層の低落をどう見る

のか、②製造業の在外生産移転によって国内雇用の減少貿易赤字が増えており、それを促進したのが FTA

であるという考え方、を検討したい。 
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長期停滞とトランプ政権の経済政策 

 

本田浩邦（獨協大学経済学部） 

 

長期停滞の議論が始まってすでに 4年が経過した。この論争は、諸論者の理論的立場と政策スタン

スの連関が読み取りやすいということと、議論が短期的なマクロ政策のみならず今後のイノベーション

や人口動態に関する長期的展望とも結びついているという意味で興味深い。本報告では論争のポイ

ントを整理し、現在の長期停滞の特徴を歴史的にどのように捉えるべきかを考えたい。 

議論の端緒となったローレンス・サマーズの主張は長期的な物価の下落と貯蓄過剰に着目し、長期

停滞の原因を供給サイドではなく需要サイドにあるとみるものである。物価が下落していることから不均

衡の原因は供給サイドにはないとサマーズは考えた。また彼は貯蓄過剰状態のもとで金融緩和の効

果は限定的とし、財政の重要性を強調している。これに対してロバート・ゴードンは長期停滞をより歴史

的な視野で捉え、今日の停滞が、19 世紀末から 20 世紀前半までの技術革新の効果がついえ、産業

の中心部分が収穫逓減を起こしたものであり、この供給サイドの問題が成長を抑制していると主張して

いる。オーストリア学派と呼ばれる人々は不均衡の原因は市場の不完全さではなく、あくまで政府の不

必要な介入によってもたらされた過剰な信用の産物であると考えている。この他、長期停滞の存在そ

のものを否定する見解も様々に存在する。 

こうした長期停滞をめぐる論争を総括する上で、ドイツのポストケインズ派の経済学者エクハルト・ハ

インの研究が有益である。ハインは、長期停滞論について需要サイドと供給サイド、さらに政府の政策

的弊害の3者を遡上にのせる包括的な視点を与えている。ハインは、貯蓄と投資をバランスさせる均衡

利子率および、潜在成長率が総需要と独立に決定されるとの見方を批判している。 

今日の長期停滞を考える上で１９世紀末の大不況と１９３０年代の大恐慌の経験を振り返る必要があ

る。経験が示すところでは、物理的な生産性の著しい上昇が成長率の低迷と不況の継起的発生の基

礎ともなりうる。この意味で、技術革新による生産性の増大が停滞克服につながるとする見方について

は慎重な検討が必要である。19 世紀末と 1930 年代の不況はいずれも高い生産性のもとで起こり、不

均衡は物価、金利の変化による調整ではなく、独占、戦争といった要因にかき消された。しかしどちら

の長期停滞も支配階級に対するリベラルな反発を生み出し、その後の所得分配のあり方を大きく変え

る事態が起こった。19 世紀末の革新時代の独占規制やグリーンバック党の運動、ニューディールとそ

の後の社会政策がそうであった。1930 年代から 40 年代には分配の平等と雇用保障の制度的体系が

でき、第二次世界大戦後の成長過程を支えた。 

現時点での問題は、先進諸国においていずれもそのような強いリベラルな反発が生まれる可能性が

乏しいため、技術革新と需要増の好循環への移行を展望し得ないことにある。長期停滞の構図がハイ

ンの指摘するような要素の組み合わせであれば、需要サイドでの賃金と消費のビッグプッシュが必要で

ある。ヨーロッパのラディカル派は、賃金主導の成長の復活を提唱している。イギリスの経済学者スック

ハンマーやカナダの経済学者ラヴォイエらは、大幅な賃金の引き上げは需要停滞を払拭し、供給サイ

ドの停滞をも克服する可能性を持つことを明らかにしている。かつての長期停滞の克服が独占と戦争

を伴ったものであるのに対し、それらの道を迂回し、より理性的で公平な経済関係への平坦な道を指し

示すことが経済政策論の今日的課題といえる。 
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日本国際経済学会 第 76 回全国大会（2017 年 10 月 22 日） 

第 7 分科会【企画セッション】現代アメリカ経済の歴史的位相とトランプ政権の経済政策

－中間所得層の低落をめぐって－ 

 

報告要旨 

「労働組合の歴史的役割とその変化 －労働市場の推移と組合賃金効果－」 

中島醸（愛知県立大学） 

 

 本報告は、アメリカの労働組合の組織基盤が歴史的に失われてくる過程と、その賃金水

準に果たす影響力について考察する。1970 年代以降、アメリカでは生産性が上昇するのに

対して、実質賃金は停滞してきた。その中で、賃金水準は、使用者報酬と乖離してくると

ともに、労働者内部でも高賃金層と中低賃金層とで上昇率が異なる事態が生じてきた。こ

の背景には、産業構造の転換による職種の変化とともに、労働組合の組織力・交渉力の低

下が存在する。まず報告では、労働組合の組織的基盤が 1970 年代以降、喪失されてきた経

緯を、産業構造、地域、雇用形態の面で組織率の高い部門・地域から低い部門・地域へと

雇用が移っていったことを考察する。次に、労働組合の組織力の低下が賃金に対する影響

（賃金への組合効果）にどのような影響を与えているかについて論ずる。歴史的には、ア

メリカの労働組合は、第二次世界大戦後の比較的組織率が高い時期にあっても、労働市場

内部の二重構造を解消する力を持ってはいなかった。戦後のアメリカの労働市場は、高賃

金で雇用の安定したセクターと、賃金水準が低く雇用が不安定なセクターとに区分される

が、労働組合の交渉力はそれを超える（格差を縮小する）ほどの力を持つものではなかっ

た。この背景には、労働組合の活動方針ないしは団体交渉枠組みの性質とともに、労働組

合の活動の広がりを抑えるような労働法（とその運用）が存在していた。そして、労働組

合の影響力が低下する時期には、労働組合の存在する職場での賃金への影響（組合プレミ

アム）は、マイノリティを中心に比較的高い数値を保っているものの、組織率の低下を加

味すると全体的な効果は低下傾向にある。そして、最後に 2016 年大統領選挙においてトラ

ンプが勝利した背景として注目される中西部・ラストベルトにおける雇用状況とともに、

労働組合の影響力について考察する。 
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A Review of the Literature on Productivity Impacts of Global 

Value Chains and Foreign Direct Investment: Towards an 

Integrated Approach 

 

 Yoshimichi Murakami* 

and  

Keijiro Otsuka† 

 

Abstract 

 

Although information spillovers from multinational enterprises to local firms in 

developing countries are examined in the literature on global value chains (GVCs) and 

foreign direct investment (FDI), GVC and FDI studies are carried out independently and 

separately. On the one hand, GVC studies are insightful but largely descriptive and 

conceptual, without undertaking rigorous hypothesis testing. On the other hand, FDI 

studies are quantitative, with a focus on the impacts on the productivity of local 

enterprises in developing countries; however, their frequently used estimation functions 

suffer from several restrictive assumptions. The presented review of previous GVC and 

FDI studies shows that these two strands of the literature are both interested in 

information spillovers as well as the absorptive capacity of domestic enterprises and the 

backward linkages between foreign and domestic enterprises, even though their 

theoretical perspectives differ substantively. This literature review concludes that an 

integrated approach that incorporates the insightful perspective of GVC studies into the 

empirical specification of FDI studies would likely lead to more meaningful empirical 

findings that may reveal the mechanisms behind the productivity improvements of local 

enterprises in developing countries in greater depth. 

 

Keywords: foreign direct investment, global value chains, information spillovers, 

absorptive capacity, backward linkages, integrated approach 
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Abstract 
 

Today’s economies are increasingly interconnected through Global Value Chains (GVCs) and 
the importance of different economies in them has been changing significantly in the last decades. 
This paper explores how changes in the relative position and degree of participation in the GVCs 
affect firm innovation activities, focusing on the experience of Japanese firms. 

The analysis is based on patent-firm-matched data for Japanese firms with information on 
GVC networks. More specifically, we use firm-level panel data collected by the Japanese government 
linked with the patent statistics, to measure various patent characteristics for each firm for the period 
from 1995 to 2011. On the other hand, we reflect position within GVCs using measures of network 
centrality and GVC participation ratios utilizing the OECD Inter-Country Input-Output Tables. 

Based on these measures, we find that Japan’s position in the GVCs for many industries has 
shifted from being the core of Asian value chains towards the periphery relative to other countries in 
the network.  This is in spite of Japan’s increasing participation in GVCs in terms of the domestic 
value added embodied in foreign exports (forward GVC participation) and/or foreign value added 
embodied in her exports (backward GVC participation). On the other hand, Japanese firms’ 
productivity has stagnated since the early 1990s, and the number of patent applications by Japanese 
firms has been declining since the mid-2000s. 

Our preliminary empirical analysis shows that forward centrality (i.e., having access to a 
greater breadth of customers) tends to be positively associated with innovation activities (measured as 
the number of patent applications) particularly in the case of exporters, suggesting that exporters 
located in the key hubs in GVCs would benefit from knowledge spillovers from various customers 
and downstream markets. On the other hand, backward GVC participation is strongly negatively 
correlated with patent applications for importers, but positively associated with TFP growth for 
importers. These results may suggest that proximity of innovation activities to factory floor may be 
important to create new knowledge and technology though utilizing imported inputs would promote 
reallocation of production factors and resources and improve efficiency of production.   
 
JEL classification: D24, F14, F61, L25, O33, O53 
Keywords: network centrality, global value chains, patent portfolio, productivity, micro data, Japan 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
*Corresponding author: Keiko Ito, School of Economics, Senshu University, 2-1-1 Higashi-mita, Tama, 
Kawasaki, Kanagawa, 214-8580, Japan, TEL: +81-44-911-1266 FAX: +81-44-911-0467, E-mail: keiko-
i@isc.senshu-u.ac.jp 
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Propagation of Shocks due to Natural Disasters  
through Global Supply Chains* 

 
[Preliminary. Do not cite.] 

 
 
 

Yuzuka Kashiwagi1 
Yasuyuki Todo2 

Petr Matous3 
 
 
 

Abstract 
In this paper, we take Hurricane Sandy that hit the east coast of the United States in 2012 as a source of 
exogenous negative shocks and examine its indirect effects on the global economy through supply chains. 
More specifically, using firm-level data on global supply chains, we examine how sales growth of firms in 
and outside the US changes when their direct and indirect suppliers or customers are damaged by the 
hurricane. Our results show that in most cases the negative effect on customers outside the US is similar in 
size to the effect on firms in the US, concluding that negative shocks due to the hurricane propagated to 
downstream customers through global supply chains. However, the effect on suppliers, or upstream 
propagation, is different; the negative shock propagated to suppliers in the US but not beyond the US 
border. We further find that the negative effect is heterogeneous in size across firms depending on the 
presence of other types of inter-firm links in addition to supply chain links. For example, the negative 
effect is smaller when the supply chain link is associated with a shareholding link, whereas it is larger 
when associated with a research collaboration link. In addition, the structure of each firm's ego-network 
also influences the level of propagations. 
 
Keywords: global supply chains, propagation, disasters. 
 
 

                                                        
* This study was conducted as part of a project titled ‘Research on Global Inter-firm Networks and Related 
Policies,’ which was undertaken at the Research Institute of Economy, Trade, and Industry (RIETI). 
Financial support from JSPS KAKENHI Grant Number JP25101003 is gratefully acknowledged. The 
authors would like to thank Sunghoon Chung, and participants at the ADB-KIEA-ESCAP Conference on 
Regional Integration and Economic Resilience, XXXVII Sunbelt Conference of INSNA, and European 
Trade Study Group 2017 Annual Conference for comments and Fu Jiangtao for data extractions. The 
opinions expressed and arguments employed in this paper are the sole responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect those of RIETI, Waseda University, the University of Sydney, or any institution with 
which the authors are affiliated.   
1 Corresponding author. Graduate School of Economics, Waseda University. Email: 
yuzu-26@akane.waseda.jp. 
2 Faculty of Political Science and Economics, Waseda University. Email: yastodo@waseda.jp. 
3 Complex Systems Research Group, Faculty of Engineering and IT, The University of Sydney. Email: 
petr.matous@sydney.edu.au. 
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Can RTA Labor Provisions Prevent the Deterioration of Domestic 

Labor Standards?: the Cases of Statutory Minimum Wages and 

Employment Protection Regulations

 

 

Isao Kamata
†
 

Kobe University 

 

(for JSIE 76
th

 Annual Meeting, 2017) 

 

Abstract 

This study addresses the question of whether labor clauses in RTAs are effective to prevent the 

domestic labor standards in RTA signatory countries from deterioration. Empirical analyses are 

conducted for two measures of labor standards: statutory minimum wages and the strictness of 

employment protection. The impacts of RTAs with and without labor clauses and the 

importance of the RTA partners in a country’s trade are estimated using data on minimum wages 

and employment protection for a wide variety of countries for multiple years. The results show 

that labor-clause-noninclusive RTAs with more and/or larger trading partners are associated 

with lower statutory minimum wages, while such association is not found for 

labor-clause-inclusive RTAs. Furthermore, estimation with separate samples in terms of the 

income groups of RTA partners clarifies that the estimation results are chiefly driven by 

middle-income countries that sign RTAs with high-income partners. This may indicate that 

signing RTAs with more and/or larger high-income trading partners would create to the 

governments of middle-income countries that have comparative advantage over the high-income 

partners in labor-intensive sectors a downward policy pressure on minimum wages, while that 

negative policy impacts on minimum wages in middle-income countries could be alleviated if 

the RTAs contain labor clauses. This result is also an interesting contrast with the result in the 

author’s preceding study (Kamata, 2016) in which no systematic relationship is found between 

trade concentration with RTA partners and actual labor earnings regardless of whether or not the 

RTAs have labor provisions. On the other hand, no evidence is found for the impacts of RTAs 

with or without labor clauses on the strictness of employment protection. 

 

Keywords: International trade, Regional trade agreements, Labor clauses, Minimum wages, 

Employment protection 

JEL classification: F13, F14, F16, F66, J81, J88 
                                                   

 The original version of this draft paper was prepared as an interim report of my study that has been 

being conducted as a part of the Project “Global Value Chains and Labor” undertaken at the Institute of 

Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO). I acknowledge the members of 

the Project at the IDE for valuable comments and discussions. The usual disclaimer applies. 
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2017年日本国際経済学会 全国大会 報告要旨   

論題：WTOルールから見た地域貿易協定 (RTA)の現状と新たな動き 

          報告者  岩田伸人 青山学院大学 

はじめに 

 GATT時代(1948〜94年)に、当時の欧州における複数国間の結合(integration)をル

ール上から取り込むために GATT 第 24条の下で無差別原則の例外として定められた

地域統合(Regional Trade Agreement: 以下「RTA」)の形態は、GATT多数国間交渉(ラ

ウンド)における途上国の台頭(1970年代)や、WTO創設(世界貿易機関；1995年)に伴う

サービス・知財など管轄分野の拡大、さらに国際貿易のグローバル化の中で、当初に

想定された枠組みを遥かに超えて増殖・多様化している。 

 一般にFTAと総称される地域統合(RTA)も、その形態は一様ではない。既存のFTAが

別のFTAと結合するケースや、関税同盟(Customs Union)同士がFTAを締結して結合す

るケース、さらにはFTAの中に非EU型の関税同盟が創出されるケースなど、いわば「組

み合わせ結合型のFTA・地域統合」が散見される 1。これらは、地域統合をFTAから始

まる段階的な発展プロセスと捉えたバラッサ(Balassa 1961)2のモデルとは明らかに

異なる。 

  特筆すべきは、WTO全加盟 164カ国のうちすでに約 120カ国近くは、一般的な約 270

の FTAではなく、僅か 18の関税同盟のいずれか加盟しており、しかも関税同盟の加

盟国は増える傾向にある点である(後述)。   

 他方で、中国・ロシアに代表される新興途上国の国際貿易における影響力の拡大、

経済統合のモデルとされてきた EUの英国離脱問題(Brexit)などにより、永らく西側

先進国の主導下で進展してきた自由貿易体制にも何らかの修正が求められる可能性

もある。 

 本稿では、まず地域統合のこれまでの変化のプロセスを WTOルールの視点から整

理・概観し、そこから、今後の地域統合がどのような形へ向かうかにつき若干の考察

を行う。 

1. バラッサ・モデル 

2. 地域統合の目的  

3. 地域統合の増加と多様化 

4. GATT第 24 条の FTA・CU、授権条項の PSA、GATS 第４条の EIA 

5. ３タイプのFTA 

6.  2タイプの関税同盟 

7.  授権条項の適用拡大による地域統合の多様化 

終わりに 

 

                                            
1 WTOルールで見た「結合」のタイプには、EEA(欧州経済領域)のような旧 EU(当時 12 カ国)と旧 EFTA(当

時 7カ国)が GATS第５条を根拠規定に統合されたタイプ以外にも、様々である。 
2 Balassa, Bela(1961) “The Theory of Economic Integration”. Homewood, Illinois: Richard D. 

Irwin. 
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地域貿易協定における原産地規則制限性の実証分析 

法政大学経済学研究科博士後期課程 3 年 中岡真紀 
 

要旨 
2017 年 5 月現在、世界貿易機関（WTO : World Trade Agreement）に通報されている地域貿

易協定（RTA : Regional Trade Agreement）は 290 にも及ぶ。日本も例外ではなく、15 の国・

地域と地域貿易協定（経済連携協定、EPA : Economic Partnership Agreement）を締結している。

世界貿易機関の多国間交渉が停滞している現在、各国は更に地域貿易協定の締結を推進している。 
地域貿易協定が締結されると、域内国間は関税が撤廃されるが域外国にはそれまで同様関税が

残る。地域貿易協定が締結されると原産地規則が設定される。原産地規則は地域貿易協定の便益

を享受するために産品の原産地をその締約国に限定するもので、域外国から締約国を経由する迂

回輸出を防ぐ目的がある。また、原産地規則とはその国の原産であることを明らかにするルール

であるが、1 国でのみ生産されるものは当該国の産品であることが明らかだが、グローバル・サ

プライ・チェーンが形成されている現在、複数の国で調達・生産されており、その原産地が複雑

になっている。 
本稿ではこの原産地規則に焦点を当て、実行関税率表第 11 部（第 50 類から第 63 類）の紡績

用繊維及びその製品の品目別原産地規則を日本が発効している各経済連携協定協定文より制限指

数（RoO Index）を作成し、原産地規則の制限性を数値化した。この RoO Index を使用し、原産

地規則の制限性が貿易にどのような影響を与えているのかを実証する。 
分析の対象となる被説明変数は地域貿易協定の利用率であり、データは財務省貿易統計の経済

連携協定時系列表より年次データを元に利用率を算出したものを利用する。また、中間財、消費

財別の原産地規則の制限度を見るため、経済産業研究所の RIETI-TID Correspondences を使用

し、当該分類は標準国際貿易分類（SITC : Standard International Trade Classification）で行わ

れているため、UN Data Base Conversion and Correlation Table を使用して SITC より実行関

税率表の分類に使用されている HS コード「商品の名称及び分類についての統一システム

（Harmonized Commodity Description and Coding System）に関する国際条約」による分類に

変換している。原産地規則以外の説明変数としては輸入額、一人当たり GDP、距離、実行関税率

表より算出した関税マージン（最恵国待遇税率（MFN : Most Favored Nation Treatment 税率）

と EPA 税率の差）を使用する。 
実行関税率表第 11 部は分類が非常に細かく、また原産地規則も複雑で比較的厳しい。MFN 税

率も高いため、地域貿易協定が利用できると企業にとっては大いにメリットがある。そこに原産

地規則が与えている影響は企業にとっても無視できない。原産地規則の制限度が適切であるかど

うかを見る。 
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知の専有 vs. 知の共有： アジア子会社における 

現地人材の知識専有問題に関する考察 
                 

林 尚志、湯本 祐司（南山大学） 

                                    

キーワード： 知の専有、知の共有、グレーゾーン 

 

筆者はこれまで、日本企業のアジア子会社が現地人材の育成や登用を進める上で直面し

がちな諸問題について考察を重ねてきたが、2007 年&2013 年に行った聞き取り調査におい

て、『上司が部下に自らの地位を脅かされることをおそれて、「有用な知識や技能を“専有”」

し、部下の各メンバーとこれら知識や技能の“共有”を図ろうとしない』という“知の専

有”の問題が、石田(1982)が示した「“グレーゾーン”への対応」という概念と関わる形で

生じうる点を確認した。さらに、この問題をもたらす要因として、「(i)“個人的技量”への

依存度」、および「(ii)“成長機会”の大きさ」の両者が重要な役割を果たすとともに、多く

の事例において、これら(i)、(ii)と関わる形で、「メンバー間の“知の共有”を図る取り組み」

（例： 職務マニュアルの充実，QC サークルを通じたチーム学習等）、「各自の成長を実感

できる機会の提供」（例： 将来ビジョンの提示、各自の成長度合に応じた処遇の改善）な

ど、「“知の専有”の解消を図り、チーム全体の“知の共有”を促す“2 種類の方策”」が進

められてきた点が、併せて観察された。 
                            

 本研究では、これらの諸点をふまえ、従来、必ずしも十分な理論的考察が行われてこな

かった「“人材の現地化”を早めすぎた場合に生じる問題点」に注目するとともに、その１

つの具体的なあり方として、「登用された現地人幹部による“知の専有”」の問題に注目し、

「“日本人経営陣”、“登用された現地人幹部”の両者をプレーヤーとする“ゲーム”」を想

定した上で、この問題に関する理論的考察を行う。すなわち、筆者の聞き取り調査で確認

された上述の「(i)“個人的技量”への依存度」、「(ii)“成長機会”の大きさ」の“2 つの要

因”と関連づけながら、「疑問１：“知の専有 vs. 知の共有”という対照的な状況が、なぜ & 

どのような条件のもとで生じるのか」、「疑問２：上述の“2 種類の方策”を用いた場合、“知

の専有”から“知の共有”への移行は、なぜ & どのような条件のもとで可能なのか」とい

う“2 つの疑問”を検討する。 
                               
そしてその結果、聞き取り調査から推察された諸点と概ね整合的な形で、“知の専有”、“知

の共有”の各々がゲームの均衡となるパラメーター条件を確認する。 

すなわち、「疑問１」については、3 節の「基本モデル」において、“2 種類の方策”が想

定されない場合の“ゲームの均衡”が考察され、「“2 つの要因”に関わるパラメーターの値」

に応じて、“知の専有”、“知の共有”のいずれかがゲームの均衡となる点が示される。 

また「疑問２」については、4 節で“2 種類の方策［方策 A（ムチ政策）、方策 B（アメ

政策）］が紹介された後、「“2 つの要因”に関わるパラメーターの値」と関連づけながら、

「“知の共有”への移行可能性」と関わる形で、ゲームの均衡が「5 つのケース」に分けら

れる点が示される。 
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多国籍企業による垂直的技術移転、排他条件付取引契約および 

競争法に関する経済厚生分析 

 

大 川 良 文 

要  旨 

 

本論文では、多国籍企業が受入国の中間財企業に技術移転(垂直的技術移転)を行う状況におけ

る最終財企業と中間財企業の排他条件付取引契約締結の選択および競争法による排他条件付取

引規制が受入国の経済厚生に与える影響を、連続数量競争モデル(the successive Cournot 

model)を用いて分析した。分析の結果、次の 3 つの結果を得た。１）排他条件付取引契約の有

無を含む多国籍企業による中間財企業との取引形態の選択は、受入国の経済厚生を最大にするも

のとはならない。２）現地最終財企業による排他条件付取引契約は多国籍企業の進出による受入

国の経済厚生の悪化を防ぎ、場合によっては受入国の経済厚生を最大にすることもある。３）競

争法による排他条件付取引規制は、受入国の経済厚生を改善することもあれば悪化することもあ

る。 

 

キーワード：多国籍企業， 垂直的技術移転，排他条件付取引契約，競争法 
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Wage Inequality, Footloose Capital, and
the Home Market Effect

Kyoko Hirose∗ Yoshifumi Kon †

September 2017

Abstract

Wage inequality between high-skilled and low-skilled workers is investigated in a two-
country footloose capital model. When countries differ only in their sizes, the larger coun-
try attracts more than proportionate share of firms in differentiated goods sector in equilib-
rium. The relative wage of high-skilled workers is always higher in the larger country due
to the home market effect. As the iceberg transport costs of differentiated goods decline,
the extent of agglomeration first increases, and then diminishes. Wage inequality between
high-skilled and low-skilled workers also follows the inverted-U pattern accordingly.

JEL classification: F16; R12
Keywords: footloose capital; home market effect; wage inequality

∗Kyushu Sangyo University.
†Kyushu Sangyo University. E-mail: ykon@ip.kyusan-u.ac.jp
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[自由論題：アジア経済②] 

中国国家資本主義の国家統合 (要旨) 

                    末 永 茂 (いわき明星大学) 

 

経済発展ないし成長過程で国家介入の形態が漸次変更されることは、不断に見られる現

象である。その形態には、国家資本主義・国家社会主義・集産主義・全体主義・社会主義・

共産主義・戦時共産主義・国家統制・軍国主義・開発独裁・官僚資本主義等がある。これら

を「多様な資本主義」として、つまり時代的・地域的多様性と捉えるのか、あるは、国家介

入の段階的認識として、いわゆる異なった経済的政治的「体制論」として捉えるのか。これ

は、論者によって主義・主張は変わってくる。単なる国家介入の政策的問題として定性的・

定量的分析を超えて、社会システムの根幹をなす相違、そしてそれらを対立概念として捉え

るのか、否か。この問題は、結局は歴史ビジョンに係る問題でもある。本報告は主に中国経

済のシステム分析を事例として扱いながら、これらの成長経済の成果と課題についてどの

ように措定するか、検討してみたい。 

 

中国国家の歴史的本性は広大な「後背地」を有していることである。その「後背地」は、

地理的・空間的にもそうであるが、それはより社会構造論的に立体的なものである。仮に、

中国は如何に経済成長したとしても、少数例外的な西欧型民主主義を全面的に実現できる

ものではないだろう。なぜなら、中国はモザイク的で巨大過ぎるからである。そして、また

それが中国の存在を世界大に、させているのである。 

国家資本主義論の概念論争を踏まえながらも、結局において、中国は自由な資本主義国家

や分権的な西欧型＝中小規模国家であるよりも、大陸結合型の国家として、政治力学的に安

定した国家を目指すべきであろう。市場経済システムは古代からの「バザール経済」に端を

発している。つまり、これは都市交易の中で発達したシステムであり、市場の拡大は国内経

済の全都市化現象や一極集中（EUのドイツ集中、我が国の東京集中）を招く。こうした高

過密な集中は何をもたらすのか。国家は統治されなければならない。そして、巨大な人口圧

の只中にあっても、国家の分解など有り得ない。従って、現時点では社会主義からの「過渡

としての国家資本主義」論ではなく、「国家統合型システム」は如何にあるべきなのか、を

議論されなければならない。 

 

＊フルペーパーは「国家統合型経済システムの市場化」『いわき明星大学研究紀要 人文学・

社会科学・情報学篇』第 2号(通巻)第 30号）2017年 2月。 

＊本要旨は上記論考の「はじめに」と「おわりに」の抄録 

第１１分科会　アジア経済２（７号館７０４４教室）

4646



0 
 

一帯一路は中国型成長に代わり各国最適成長を支援できるか 

榎本俊一(経済産業省) 

報告要旨 

中国は2014年に「一帯一路構想」を打ち出し、従来の海上貿易に基盤を置く米欧日主

導の世界経済に代わり、陸上交通に基盤を置くユーラシア大陸中心の世界経済の実現に

向けて、一帯一路の沿線国の経済発展を主にインフラ整備を通じて支援するとした。

2000年代、中国はアフリカ援助において被援助国の長期発展に資さないインフラ整備を

大規模に行ったとの批判を受けたが、一帯一路における援助も同様な結果に陥らないか、

中国の対外援助の在り方が問われている。 

先行研究は、①中国の対外援助がアジア型の国際開発投資に属し、被援助国の経済発

展とともに自国の経済成長にも重きを置いており、中国国有企業等による対外工事請

負・労務提供が援助とパッケージ化されている点(四位一体)に特異性がある、②中国に

はＪＩＣＡに相当する公的援助機関が存在せず、援助プロジェクトは援助国・被援助国

の協議に代わり、中国国有企業が実質的に被援助国政府と形成するシステムを採る結果、

プロジェクトが被援助国の長期的発展ではなく国有企業の短期的利益に傾く傾向があ

る点を明らかにしてきた。 

しかしながら、中国の国有企業主導のインフラ整備援助が常に被援助国の発展に負の

結果をもたらすわけではなく、この点に関しては十分な研究が蓄積されているとは言い

難い。この点、Doran and Brant(2014)は、2000年代の中国のアジア太平洋島嶼部にお

ける国有企業主導の援助を研究し、被援国のガバナンスが運命を分けるとした。被援助

国のカバナンスが援助結果を左右する要因の一つであるものの、唯一の要因であるわけ

ではなく更なるケース・スタディに基づく研究が必要であると考えられる。 

そこで、本報告では、Doran et al.に倣い一帯一路の「要衝」に位置するスリランカ

とラオスに関してケース・スタディを実施し、①スリランカでは中国援助がアフリカ同

様に長期発展に資さない「箱物」と巨額の国家債務累積をもたらしたのに対し、ラオス

は中国援助を長期的発展に結びつくインフラ整備につなげることに成功した、②両者の

相違は、ガバナンスに加え、経済実態に即した明確な発展戦略の有無、中国一辺倒にな

らない複数国のマルチ援助環境の有無が大きな役割を果たしたことを明らかにした。 

今後、中国の対外援助に関して更なるケース・スタディを行い、ガバナンス、経済発

展戦略、マルチ援助環境が如何に成果を左右するか、３要因以外にも考慮すべき要因が

あるかを明らかにし、中国援助に関する分析フレームワークを構築することとしたい。 
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   中国・新常態の対外不均衡―過剰貯蓄の矛盾  

日本国際フォーラム上席研究員   坂本正弘 

 

１、21 世紀の中国の台頭は括目すべきである。特に、08年の世界金融危機での 4兆元対策

により、自らの経済のみならず、世界経済をけん引し、世界の大国となった。習近平総書

記は、米中特別関係論、一帯一路構想を唱道し、2015年、AIIB設立と人民元の SDR入りを

実現したが、外貨準備・4兆ドルを擁する中国外交の劇的勝利であった。  

２、しかし、2015 年は、同時に、中国経済の新常態移行の困難が一気に噴き出した年でも

あった。急速な成長減速の中、国有企業の業績悪化、地方政府の累積債務が明瞭になり、

株価の乱高下、元安が進行する中で、外貨準備は 17 年初、3 兆ドルに減少した。4 兆元対

策の後遺症ともいうべき、高貯蓄・高流動性の齎す構造問題が原因している。 

3、中国は、2000年には、すでに、高貯蓄、高流動性経済だった。その後の高成長と国際収

支黒字の不胎化政策はさらに、潤沢な金融環境をつくり、4 兆元投資の急増を賄い、2010

年の貯蓄は GDP5 割、M2は GDP約 2倍の高流動性となった。5割の高貯蓄も、10％の高度成

長期には、それなりの投資機会を見つけたが、マーチン・ウルフは新常態 6%成長では、貯

蓄は GDP3割で十分とし、投資機会をもとめる余剰の貯蓄と金融資産が海外投資圧力を高め、

大幅な資金流出が外貨準備を減らすとした(日本経済新聞、2017年 4月 6日号)。 

４．新常態経済の資本係数は高く、高貯蓄の効率は極めて悪い。貯蓄は過剰生産・過剰債

務を抱える国有企業に向かい、生産性の高い民間企業を圧迫する。中国政府が調達する不

況対策のインフラ投資は巨額だが、その効率は短期には低い。貯蓄・金融資産は、銀行預

金のほか、影子銀行、不動産、さらに、株や市況商品に向かい、時として金融不安をもた

らす。経常収支黒字は人民元には増価圧力のはずだが、上記の高貯蓄・金融資産が資本の

海外流出圧力を高め、元安起こすが、これも効率を低める。 

５．このように、中国経済の効率は低いが、高貯蓄・高流動性は、無駄な投資、企業の不

良累積債務も金融的には受け入れる余裕を示す面がある。中央銀行が国有金融機関を支持

し、中央政府の債務が低ければ、当面、金融不安に対抗する能力は大きいといえようか？

だが、国内の消費主導など構造改革が進まなければ、高貯蓄・高流動性が資本流出圧力を

高める。当局は 2016年以降、企業投資、個人資金の持ち出しを制限しているが、2017年企

業投資激減し、人民元のＳＤＲ通貨機能は損害をうけている。資本流出圧力が続き、外貨

準備が減少すれば、人民元が国際通貨の機能を持たない限り、中国のマネー外交は大きく

制約される(坂本正弘 日本経済新聞、「経済教室」2017年 8月 2日号参照)。 
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金融構造と経済成長 
－東南アジアの証券市場育成支援は正しい方向か― 

 

獨協大学 木原 隆司 

 

 近年、我が国の東南アジアにおける金融市場支援は、ミャンマー等における証券市場開

設支援、アジア債券市場育成イニシアティブ（ABMI）等の債券市場支援等、「直接金融」

分野での支援が活発化している。このような証券市場育成支援は、東南アジアの開発や成

長に大きく貢献する支援なのであろうか？本稿では、近年の理論的発展を反映した実証分

析と東南アジア各国の金融システムの特性を検証することにより、ある程度金融市場が発

展してきた段階では「直接金融」分野での更なる発展が成長や開発とってより重要となる

ため、「間接金融」中心の金融構造を持つ国は、経済発展に伴い証券市場を育成する必要が

あることを示す。 

本稿ではまず、金融と成長に関する理論と実証分析の先行研究をレビューした上で、経

済発展と金融構造の関係が所得水準によって異なることを、各所得百分位値で異なる係数

を推定できる Quantile Regression（分位値回帰）で示す。また、「シュンペーター型内生

的経済成長理論」を反映した実証分析の結果を示し、持続的な経済成長のためには民間信

用/GDP 比の増大といった「金融イノベーション」が必要であることを確認する。 

更に、世界銀行の Global Financial Development Database (GFDD)を用いて、先進国・

途上国・東アジアの金融システムの特性と成長・格差との関係を検証する。先進国の金融

発展度は総じて途上国の金融発展度より高く、近年は東アジア太平洋地域でも証券市場が

大きく発展してきた。金融システムの特性と成長との関係をパネル回帰で推定すると、銀

行等の「金融市場」では市場の深度の高まりと効率化が、株式・債券等の「証券市場」で

は深度があり、アクセスに優れ、安定した市場の存在が「イノベーション」となり、成長

率と有意な正の相関を持つ。また商業銀行民間信用/GDP 比率の増大等の金融発展は、有意

に格差（GINI 係数）を縮小させる。以上の分析を踏まえ、「金融市場」、「証券市場」それ

ぞれの「深化」「アクセス」「効率」「安定」を示す指標について、東アジア各国がどのよう

に進展してきたかを概観する。最後に、本稿の分析結果を纏め、東南アジアでは、成長モ

メンタムを保ち格差縮小を図るためにも、民間信用が健全に増大するよう金融基盤を整備

するとともに、証券市場が未発達・低水準な CLMV 諸国では、所得水準の上昇に伴って今

後証券市場の発展を促す施策が特に重要となることを示す。 

 

Keywords；金融構造、Quantile Regression, シュンペーター型内生的経済成長 
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日本国際経済学会第 76 回全国大会報告論文要旨  

 

報告題目：日系企業から観たアジア通貨の位置付けの変化  

                  ～アジア通貨危機から 20 年を迎えて 
 

                            赤羽 裕（亜細亜大学）  

 

本報告は、1997 年に発生したアジア通貨危機から節目となる 20 年を迎えたことから、

その間、日系企業にとってアジア通貨の位置付けが、どのように変化をしたのかを検証す

るものである。  

1985 年のプラザ合意以降の急激な円高の進行に伴い、日系企業の海外進出は加速した。

当初は主に「海外生産」が中心であり、そこから欧米などアジア域外への輸出拠点の色彩

が強かった。21 世紀となり、現在は、中国も ASEAN もその着実な経済発展をふまえ、日

系企業にとっては、生産拠点の位置付けに留まらず、重要な市場としての存在を高めてい

る。そうした変化は、企業にとってのアジア通貨の位置付けにも影響を及ぼすと考えられ

ることから、分析を試みたものである。合わせて、今後の日系企業のアジア通貨利用にあ

たって、検討すべき分野や確認が必要なデータを揃える点に力点を置いた。  

具体的には、まず、アジア通貨危機の概要とそれに対応した域内の通貨・金融協力の流

れ、その後のアジア通貨の動向を振り返る。合わせて、先行研究による日本企業における

アジア通貨の位置付けを確認。つづいて、マクロベースでの輸出入取引や直接投資の国別

シェア、為替取引におけるアジア通貨のシェアの変化を観た。合わせて、為替リスクヘッ

ジ手段の状況などを考察。以上をふまえ、代表的な輸出業界である自動車業界よりトヨタ

自動車、電機業界より SONY を事例として選び、その間のアジア市場の位置付けと為替リ

スクヘッジに関する変化を検証。以上の現状把握・分析の後、日系企業にとっての今後の

留意事項として、アジアに影響を与え得るアメリカの金融政策の動向と、中国・ASEAN

の為替政策の二つの視点から考えたものである。  

結果としては、先行研究や事例であげた SONY とトヨタという日本の代表的輸出企業の

状況からは、市場としてのアジアの重要性は着実に高まっている一方、アジア通貨の利用

度はまだそれほど高まっていないことが確認できた。ただし、今後の利用増加は展望され

ている。一方で、そうした通貨を抱える、中国では人民元為替相場の安定を狙った施策を

行い、ASEAN 各国では、自国通貨の利用を促進させるような取組とともに、為替相場の

安定も志向していると考えられる。アメリカの「金融政策の正常化」とともに、企業の留

意すべき点と整理した。  

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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溝端佐登史 国際経済学会報告要旨 
石油・天然ガス輸出に依存するロシア経済は 2014 年ウクライナ危機以降の経済制裁と対抗

制裁によってマイナス成長に落ち込み危機に至っている。この危機は外的ショックよりも

伝統的な成長モデルの機能不全を示しており、それは油価と国際金融に依存する成長モデ

ルの弱点を意味する。2016 年に経済回復が観察され、投資・消費いずれにも観察され、と

くに所得・賃金の上昇はよい兆候にあげられる。また、二桁の高いインフレが長く続いて

おり、それが国民経済の不安定化をもたらしていたが、2016 年にインフレは終息し、安定

化うぃたと考えられる。こうして、2011 年以降に顕在化した経済の落ち込み傾向はようや

く逆転したが、構造改革面では遅れたままであり、資源依存型の「輸入された成長モデル」

の転換には至っていない。同時に、経済危機と対抗制裁はロシア経済だけでなく、関係諸

国に打撃を与えているが、その制裁戦争、貿易戦争は終結する気配にはなく、トランプア

メリカ大統領就任後も「安全保障」強化が双方で認識され、制裁状況にロシアは完全に適

合したように見える。政府は危機打開政策を打つとともに、経済制裁と対抗制裁を契機に、

政府は強制的輸入代替型産業政策を実施しており、実際に食品産業や金属、さらには金融、

軍需産業などで効果が観察され、ロシア経済の成長モデルの転換を導くと期待されている。

しかし、輸入代替は国内の技術・スキル基盤の脆弱さと金融システムへの不信によってそ

の反転さえ迫られており、いかに成長モデルを取り替えるのかが最大の課題となる。こう

した国際環境のもとで、2016 年には経済成長戦略論争が繰り広げられ、新しい成長戦略が

模索されている。大きくは安定化政策を柱にした構造改革路線と積極的財政政策を基盤に

した産業政策路線で対立している。いずれの案も成長モデルの提示という点では共通する

が、インフレおよび安定化政策の評価では戦略間に齟齬が大きく、収束する気配にはない。

それどころか、リベラルな政策と国家主導政策を併用するロシアでは対立する案も統合す

る可能性すら存する。政府に輸入代替とインフレ抑制から楽観論も見られるが、戦略の実

施は容易ではなく、外貨保有の縮小と国家財政の悪化傾向から、成長モデル転換のため国

民の合意形成が緊急に重要な課題として浮上しており、それは取りも直さず大統領選挙の

焦点でもある。 
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ユーラシア経済連合がロシア産業に及ぼす効果 

―医薬品の事例を中心に― 

要旨 
 

一般社団法人 ロシアNIS貿易会・ロシアNIS経済研究所 

服部倫卓 

 

 ロシアは、旧ソ連諸国による経済同盟「ユーラシア経済連合」の創設を主導し、同連合は2015年に発足して

いる。現時点では、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、アルメニアの５ヵ国が加盟している。ユ

ーラシア経済連合は、今のところロシアが標榜するような本格的な共同市場にはなりえていない。しかしなが

ら、同連合のロシアにとっての意義を一般論として論じることは困難であり、経済統合の効果は産業部門の特

性や課題によって大きく異なると考えられる。本報告ではそうした観点から、医薬品産業の事例研究を行う。 

 医薬品産業を取り上げるのは、ロシアおよびそのパートナー諸国にとって、この産業部門がきわめてユニー

クな二面性を有しているからである。一方では、ユーラシア経済連合諸国の医薬品産業は現状では弱体で、医

薬品の貿易は圧倒的な輸入超過となっている。しかし他方では、医薬品産業はロシア等で現在焦点となってい

る輸入代替および経済イノベーション化政策においては中心的な位置を占めており、ユーラシア統合でも焦点

となるなど、産業政策上のプライオリティには非常に高いものがある。 

 それでは、現在ユーラシア経済連合で進められている「共同医薬品市場」の形成は、ロシアにとってどのよ

うな意義を有していると言えるだろうか？ 

 第１に、ごくオーソドックスなポイントとして、ロシアの工場からその他のユーラシア経済連合諸国への輸

出が促進されると期待されよう。そのことは当然、ロシア政府が掲げている医薬品の輸入代替、輸出拡大とい

う目標を達成する上でも、プラスに作用するはずである。ただし、現在までのところロシアの医薬品輸出では、

ユーラシア経済連合加盟諸国向けと、同連合に加入していない「その他CIS」向けがほぼ拮抗しており、ソ連

時代以来の経済的紐帯や、現地市場の人口数といった要因の方が重きをなしている可能性が高そうである。経

済統合そのものの輸出拡大効果が実際にどれだけあるかを見極めるには、今後長期的な経過観察が必要となる。

むろん、ロシア自身もその他のユーラシア経済連合諸国に市場を開放することを迫られ、特に政府調達が焦点

となる。 

 第２に、医薬品産業には、ユーラシア経済連合の経済統合を「共同市場」というより高いレベルに引き上げ

るためのパイロット・プロジェクトという役割が付与されている。 

 第３に、ロシアは自国の医薬品分野のGMP（Good Manufacturing Practice、適正製造基準）改革を、ユーラシ

ア統合と一体の形で推進しようとしている。GMP制度の整備自体は、ロシア単独で長年にわたり取り組んでき

た課題であるものの、それをユーラシア統合とシンクロさせることにより、改革が加速したり、あるいはEU

をはじめとする国際的な標準との接近が促されたりといった効果が生じているように思われる。 
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ロシアの対アジア太平洋地域戦略の変化と極東開発の現状 
―ウラジオストク IR（カジノ）特区を中心に― 

京都経済短期大学・准教授 
安木新一郎 

要旨 
 
 2014 年のロシアによるクリミア併合以来，ロシアは日米欧から経済制裁を受けており，

国際原油価格の低迷と相まって 2 年連続で GDP（国内総生産）成長率はマイナスとなった．

また，ロシア連邦政府・中央銀行は 2014 年から年成長率が 2.5%を超えない低成長期に入

ったと予測している．こうした中，経済成長をつづけるためには極北，シベリアおよび極

東・バイカル地域の開発をいっそう推し進める必要があり，特にロシア極東には高付加価

値でかつ国際競争力のある産業を育成しようと，自由港や先行社会経済発展地域など各種

経済特区を設置している． 
 こうした特区の中には観光・リクリエーションをテーマとしたものがあり，特に 20 億ド

ル規模の投資計画が発表されているのが，ウラジオストクのカジノ特区である「沿海統合

型エンターテイメント・ゾーン」である． 
 本報告では，ウラジオストクのカジノ特区の現状について，現地視察の結果を交えて報

告することで，ロシア極東における外資受け入れの実態と課題について考察する． 
 そもそもロシア極東は陸上では中国や北朝鮮と国境を接し，対岸は日本と米国というこ

とで，経済開発よりも安全保障が優先されてきた．こうした安全保障優先，軍事優先とい

う国家の姿勢に大きな変化はないが，軍事力を維持ないし拡大するためにも，外資導入を

含めた経済（再）開発により人口を維持し産業を活性化させる必要がある． 
 手っ取り早い経済振興策としては中国との貿易や中国からの労働力および資金の受け入

れが考えられるが，ユダヤ自治州やアムール州といった中国国境地帯では，貿易総額の半

分以上が中国であり，また多くの中国人農民や留学生が滞在しており，中国化が著しいと

言える． 
 本報告で取り上げるカジノ特区も，現時点では中国（マカオ）資本の独占状態にあり，

売り上げの 8 割が中国人などの外国人という，ほぼ中国人のための特区となっている．他

の産業においても中国化が進む場合，安全保障上の脅威と見なされれば，ロシア連邦政府

はロシア極東への中国からの投資を制限し，代わりに日本や韓国からの投資を促進しよう

といっそう努力するようになるかもしれない． 
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ECB の金融政策と企業の資金調達 
―金融政策は成長の基盤となりえたのか？─ 

 
岩見 昭三 

 
 ECB の金融政策の主要目標は本来物価安定であるが、長引く経済停滞にともない実体経

済（経済成長、設備投資）という目標が近年前面に出てきている。ユーロ圏の企業は、フ

ランス等の例外を除き銀行借入れへの依存が大きく、ECB はとくに 2014 年以降、「非伝統

的金融政策」の一環として銀行による貸出促進政策を TLTRO をはじめとして強化してきた。

これによって実体経済の回復を意図していたが、2014 年以降も経済成長の回復が弱いばか

りか、個人消費に依存した成長にとどまり、設備投資は本格化していない。この対策とし

てどのように議論されているのか。翻って、それ以前は ECB の金融政策は実体経済活性化

に有効だったのか？ また、アイルランド、スペイン等の「バブル経済」の膨張に関係が

あったのか、これらの問題に答えるべく、ユーロ発足以降の ECB の金融政策の推移と関連

させて、銀行の貸出残高動向ならびに設備投資動向を、ユーロ圏全体、主要国別に検証し

ていく。 
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日本国際経済学会 第 76回全国大会 企画セッション 

「EU経済統合は域内成長をもたらしたのか？格差を拡大させたのか？」 

 2017年 10月 22日 日本大学経済学部 

 

 

EU における産業集積と地域間格差 

 

 

松永 達（福岡大学） 

 

 

 

 

要旨 

一人あたり GDP、実質粗付加価値額、労働生産性、総労働時間、失業率、人口移動につ

いて、地域を単位とした統計を検証して、現状および経済危機の前から現在までの変化を

分析した結果、現状では西欧と中東欧の格差は依然として大きいものの、一部の中東欧地

域は収斂の傾向を見せている。そのいっぽうで、経済危機による打撃が大きい南欧の落ち

込みが大きくなっている。また西欧の中でも、ドイツとその周辺地域や、ロンドンのよう

に成長極となっている地域の伸びが目立ついっぽうで、停滞し落ち込みが目立つ地域も多

くなっている。 

欧州統合にこうした地域間格差拡大をもたらすメカニズムが内在していることは、EMU

の開始前から一部で指摘されていた。統合は、域内での貿易と投資の拡大を通じて、域内

全体の中での各地域の特化を促し、各地域の産業が再編され、特定地域での産業集積が進

展する。統合に参加する国の数や多様性の増大は、この再編の程度を大きくする。この過

程では、一時的にせよ多大な調整コストが生じる。統合がもたらす利益は域内全体にも及

ぶ反面、コストは特定地域に集中する。通貨統合後の調整の手段としてたびたび挙げられ

るのは、当該地域の物価や賃金水準の変動、労働力移動の円滑化や労働市場の弾力化であ

る。EUでは、政治的決定が必要となり、また財政規模の制約がある財政移転よりも、市場

による調整が重視されていった。しかしこれに伴うコストや地域の急激な変化と EU統合の

深化との関連に人々がますます敏感になっているにもかかわらず、発生した問題はもっぱ

ら地域や自国の資源で解決するように迫られていることが、人々の EUへの不満の増大につ

ながっている。 
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日本国際経済学会 第 76 回全国大会（日本大学経済学部）2017 年 10 月 22 日 

第 14 分科会【企画セッション】EU 経済統合 

「EU 単一市場における国際生産要素移動」安藤研一（静岡大学） 

 

近年「複合危機」に見舞われている EUについて，その根本原理に立ち返って再検討する

ことは，重要な意味をもつものである．本報告は，EU による経済統合の基盤をなす単一欧

州市場について，特に，労働力移動と直接投資に焦点をあてて分析を行う．このような課

題設定は，近年の EUを巡る危機的状況の根底には雇用労働問題があり，外国人労働者や多

国籍企業に代表される国際生産要素移動が大きく関連しているからだけでなく，包括的な

視野で両者を収めた研究が，これまで十分なされてこなかったからでもある． 

本報告はまず，生産要素移動に関する EU の制度的枠組みについて概観する．既に 1957

年のローマ条約は，EU の基盤を「財，サービス，ヒト，資本の自由移動」を保障する共同

市場と定義している．EU は，さらに 1987 年の単一欧州議定書，2009 年のリスボン条約で

その大枠が定めてきた．更に，EU 法により労働移動と直接投資に対して，直接的，間接的

に影響を及ぼす枠組が構築されてきた．EU の制度構築は，基本的に既存の障害を除去し，

労働力と直接投資に代表される二大生産要素が EU域内で自由かつ公正に移動する条件を保

障しようとするものと位置付けられる． 

続いて，21 世紀の労働力と資本の移動に見られる特異な動向を確認していく．IT を中心

とした新たな技術革新が進み，非常に大きな格差をもたらす形で中東欧諸国が EUに新規加

盟してきた中，EU や UNCTAD などのデータにより，新たな条件下での労働力移動と直接投

資の特徴を明らかにする．即ち，１）労働力も直接投資も，EU 域内での移動はまず旧加盟

国間で生じている，2）それより劣る程度ではあるが，労働力については新規加盟国から

旧加盟国へ，直接投資については旧加盟国から新規加盟国への流れが見られる，3）労働

力は受入先において相対的に劣悪な雇用労働条件におかれている，4）直接投資を行う多

国籍企業は本国と投資先双方において雇用の増減を伴う事業再編を敢行している，5）新

規加盟国は，労働力の送出しにおいても，直接投資の受入においても，旧加盟国よりも状

況が相対的に悪化してきている． 

上述のような EUにおける労働力移動と直接投資にかかわる制度と実態の相互関係から，

以下の事が指摘される．EU は自由化に傾斜した統合策を指向しているが，その下での生産

要素移動は必ずしも予定調和的なものではなく，社会的不安定性を高める危険性を持つ．

また，労働力移動も直接投資も，まず旧加盟国中心ということは，要素価格の差異以外の

諸要因を考慮する必要性を示唆している．さらに，新旧加盟国間の格差構造が固定化され

る危険性がある．そのため，EU はより積極的な政策対応が必要となるであろうが，そうし

た方向性は未だ示されていない． 

最後に，全体の総括と今後の課題を示して結びとする． 

第１４分科会　【企画セッション】 
EU経済統合は域内成長をもたらしたのか？格差を拡大させたのか？（７号館７０４４教室）

5757



On measuring welfare changes
when varieties are endogenous∗

Kristian Behrens† Yoshitsugu Kanemoto‡ Yasusada Murata§

August 25, 2017

Abstract: Extant studies take it for granted that there is a one-to-one mapping
from a change in the equilibrium allocation to a change in welfare. We show
that such a premise does not apply to fairly standard models of monopolistic
competition. For any change in the equilibrium allocation, there exist an infi-
nite number of possible welfare changes when the mass of varieties consumed
differs between the two equilibria. Our results thus reveal a fundamental
difficulty in measuring welfare changes when varieties are endogenous.

Keywords: monopolistic competition; welfare changes
JEL Classification: L13; D60
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The Average-Marginal Relationship
and Tractable Equilibrium Forms∗

Michal Fabinger† E. Glen Weyl‡

October 2016

Abstract

Economic variables with familiar tractable functional forms (constant-elasticity or linear)
are only reweighted in the change from their average to marginal versions. They are also
simple, featuring only one or two terms. These properties allow for closed-form solutions.
We explicitly characterize all equilibrium systems obeying a generalization of these properties,
showing they form a hierarchy of tractability. The resulting forms are more realistic (e.g.
bell-shaped demand and U-shaped cost) but highly tractable. These forms have importantly
different implications for policy analysis, as we illustrate with applications from innovation,
industrial, international, auction and public economics. We discuss close connections to the
theory of Laplace transform and completely monotone functions.

Keywords: Laplace transform, tractability, closed-form solutions, innovation incentives, average and
marginal variables

∗This paper replaces a now-defunct paper “Pass-Through and Demand Forms”/“A Tractable Approach to Pass-
Through Patterns”. We are grateful to many colleagues and seminar participants for helpful comments. We appreci-
ate the research assistance of Konstantin Egorov, Eric Guan, Franklin Liu, Eva Lyubich, Yali Miao, Daichi Ueda, Ryo
Takahashi, and Xichao Wang. This research was funded by the Kauffman Foundation, the Becker Friedman Institute
for Research in Economics, the Japan Science and Technology Agency and the Japan Society for the Promotion of
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inspiring this work and to James Heckman for advice on relevant theorems in duration analysis and nonparametric
estimation. All errors are our own.
†Graduate School of Economics, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan and

CERGE-EI, Prague, the Czech Republic: fabinger@e.u-tokyo.ac.jp.
‡Microsoft Research New York City, 641 Avenue of the Americas, New York, 10011 USA and Department of

Economics, Yale University: glenweyl@microsoft.com.
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                                  Machida, Tokyo, 194-0298, Japan 
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                                  & Sauder School of Business 
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Abstract 

We estimate trade costs under large zero trade by using daily data on agricultural goods 

trade within a country. Because of the nature of daily data, there is a prominent zero daily trade 

between regions and daily delivery is subject to noisy demand and supply shocks, which tends to 

create heteroskedasticity of the data. Hence, we use Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) 

to estimate gravity model and investigate non-linear nature of trade costs. Empirical analysis shows a 

statistically significant, but economically subtle non-linearity in trade costs. We also aggregate daily 

data to monthly level to examine whether shocks are smoothed and thus those impacts are dampened. 

Our estimation shows that the difference is minor. Comparison of the results with other estimation 

methods such as the least squares of linear-in-log model and various Tobit procedures is also 

conducted. There is a large difference in the results between simple least squares and PPML, 

suggesting the significant heteroskedasticity. We also calculate outward and inward multilateral 

resistance terms to derive the incidence of trade costs and find that a large portion of trade costs is 

the buyers' burden. 

Key Words : Trade costs; Zero Trade; Daily Data 

JEL Classification Number : F11, F14, F41 
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報告要旨  多国籍企業とグローバル生産システム 
九州大学経済学研究院 石田修 

  
 本報告では、生産構造の基盤である制度を含めて生産システムと定義する。そして、Dunning（1979）

の提示した「国際生産」に対比して、組織間関係による生産システムを「グローバル生産システム」

と定義する。時代区分は、前者は1960年代から1970年代（そして80年代前半）まで、後者は80年

代からを対象とする。国際生産システムからグローバル生産システムへの変化を2つの視点に分けて

考えると、まず、①ガバナンスの視点からみると組織と国境を超えたネットワークの進展であり、ま

た、②生産構造の基盤とする制度からみると、ケインズ主義から新自由主義への制度変化であると考

える。そして、②の側面が①の変化を促したと考える。報告は以下の順序で行われる。 

 まず、国際生産の理論根拠ともいえる孤立した利己的活動の企業組織を前提とした取引費用論（内

部化論）や価格・数量の分析視点の限界を提示し、利他的活動を前提とした企業間関係（あるいはゲ

ーム理論）や社会的埋め込み（ネットワーク論）によるGVC形成の論理、グローバル生産システムに

おけるネットワーク機能を分析するリスク・情報・知識の視点を提示するとともに、グローバル生産

システムにおける多国籍企業（本稿では主にフォーカル企業）の実態を考察する予備作業を行う。 

 次に、「国際生産」の時代から「グローバル生産」のへの変化をもたらした制度・政策要因を概観す

る。第１に、途上国へのシンジケートローンの拡大と累積債務問題という国際マクロ経済環境変化か

ら、FDI 資金とその他の資源の分離が起こり、さらには、新参国として日本や西ドイツ、さらには韓

国などの FDI資源活用の多様化・分解により、「FDIの新形態」（所有に基づかない支配）が出現した

ことを確認する。これを、「直接投資資源のアン・パッキング」と定義する。そして、第２は、米国の

政策変化・金融化のなかで、コングロマリットと垂直統合を解体させ、株主価値最大化という制度変

化の圧力の中で、企業組織が「資源の束」から「契約の束」へと変化し、キャッシュの効率的活用の

なかで、企業資源を選別し外部資源の活用を高めていく事が強調される。これを「企業組織・機能の

アン・バンドリング」と定義する。この2つの変化は、グローバル生産を出現させる大きな要因であ

ると主張される。 

 くわえて、グローバル生産システムで多国籍企業活動を考察するにあたって、リスク・情報・知識

の重要性を主張する。ここでは、「方法的個人主義」ではなく、「関係的視点」からグローバル生産シ

ステムの概念を明確にする。とりわけ、一方で、「リスク社会」における組織関補完関係・協調関係に

よる不確実性の低減とリスク分担、「開発期間の短縮やコストの削減」圧力下での織間関係による知識

生産・価値創造、他方で、統治方法（ビジネスモデルあるいはプラットフォーム）におけるリスク配

分関係と付加価値の獲得力格差という組織間関係の階層構造が、ネットワークの実態であることを主

張する。ここでは、グローバル生産システムを形成する多国籍企業を取引費用や効率単位としてのみ

捉えるのではなく、Penrose (1959)の企業組織における余剰資源の意義とその活用、Cyert & March 

(1963[1992])の主張する適応的制度としての企業組織、Thompson (1967)の依存関係とパワー行使、

Richardson (1972) のケイパビリティとその補完性、などの組織的視点に注目することで、グローバ

ル化や金融化の「負の圧力」下でも、３つのイノベーション（知識生産）が作用していることが示さ

れる。 

 最後にまとめをおこなう。 
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英ポルトガル同盟関係の研究 

四国大学短期大学部 

蔵谷哲也 

英ポルトガル関係は、利益共同体である英葡同盟と呼ばれることもあり、世界最長の同

盟であると言われている。この同盟は、1147年のイングランドの十字軍が、アフォンソ 1

世のモスレムからリスボンを奪回するレコンキスタに参加したことに予示されたと言われ

ている。その後、2か国間ではいくつかの条約が締結され、通商のみならず外交の面で 2

か国間関係に様々な影響を与えてきた。本稿の目的はいかにこの同盟関係が 2か国間でい

かに形成され、そして 1703年のメシュエン条約に至ったか、その変遷を探ってみること

である。特に以下の 4つの点に焦点を当てた。 

（１）十字軍勢力が英ポルトガル関係にいかに影響を及ぼしたか 

英ポルトガルの同盟関係の起源は、十字軍遠征の時代に遡ると言われている。この十字軍

の遠征が英ポルトガル間の貿易の成長促進において、どれだけ重要な影響を与えたかを考

察する。12 世紀におけるイングランドの十字軍勢力と、聖地に向かう船舶の停泊所として

のポルトガルの便利な位置を通して、イングランドの従者たちは初期のポルトガル諸王の

ムーア人との長期間に亘る争いに対する、折にふれる大きな援助であったと言われている。 

（２）イングランドとポルトガル間のいくつかの条約の役割 

 イングランドとポルトガルは 1308年に、彼らにとって最初の通商合意に調印したと言

われている。それ以来、様々な条約が結ばれてきた。こうした条約は通商のみならず、軍事・

政治に関わることが多かった。 

（３）1654年英ポルトガル条約について 

 この条約は主に通商条約であった。なぜなら 28 条の中で 24 条までが、通商に関する

事項を扱っていたからである。イングランドのポルトガルにおける覇権を決定したものと

言われている。通商に従事する商人達の位置付けを定めた条約でもある。 

（４）メシュエン条約（1703年） 

 この条約はデイビッド・リカードが比較優位の理論を提示するために使われたことで

お馴染みである。しかし、英仏間の貿易パターンを変化させたのみならず、貿易財の品質に

関する論争を喚起したり、強制的に消費者の嗜好を変えさせたり、規制の裏側で密貿易を起

こさせた。 
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Wage Markdowns and FDI Liberalization∗

Yi Lu† Yoichi Sugita‡ Lianming Zhu§

Preliminary and Incomplete

August 1, 2017

Abstract

This paper examines how liberalization of inward foreign direct investment (FDI) affects firm’s

monopsonic power over the wage. We estimate firm-level “wage markdown,” the gap between the

wage and the marginal revenue of labor (MRL), from plant-level production data of China. Our esti-

mation framework assumes no specific micro-foundation or functional form about labor supply curves

to individual firms and simultaneously estimate output markups. We estimate the causal effect of FDI

liberalization on wage markdowns, using variations in China’s regulation on FDI inflow upon its acces-

sion to the WTO in 2001. In contrast to the conventional wisdom, markdowns are narrower at large

employers and FDI liberalization widens the average wage markdown by 3.7%. We show these findings

are consistent with a modern theory of labor monopsony based on search friction.

Keywords: Foreign direct investment, Monopsony, Wage, Search, Firm heterogeneity

∗We thank comments from Kensuke Teshima, Daiji Kawaguchi, Kohei Kawaguchi, Xiwei Zhu, Hiroyuki Kasahara and partici-
pants at the Hitotsubashi Conference on Trade and FDI, Sogang-Hitotsubashi workshop, Keio University, IDE-JETRO and APTS.
†School of Economics and Management, Tsinghua University, China.
‡Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Japan. (E-mail: yoichi.sugita@r.hit-u.ac.jp)
§Faculty of Political Science and Economics, Waseda University, Japan.
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日本と韓国の多国籍企業による東アジアにおける直接投資先の決定要因 
The location determinants of FDI of Japanese and Korean MNEs in EAST ASIA 

 
 

白映旻 
 
 
 
 

＜要旨＞ 
1980年代以後、国際分業体制が世界各地で現れてきたが、東アジアでは他の地域

よりも域内の分業が進んでいる。その背景には、東アジアの生産ネットワークがあ

り、東アジア生産ネットワークを分析した多くの研究は、東アジア生産ネットワー

クの形成に日本企業の役割が大きかった主張する。しかし、東アジア生産ネットワ

ークの観点から日本企業の海外直接投資の立地決定要因を分析した研究は少ない。

そのため、本稿では、東アジア生産ネットワークの中心産業である機械産業と投資

先国として東アジア諸国を分析対象に設定して、分析を行う。また、日本企業の直

接投資の特性を明らかにするために、日本とともに東アジア域内の主要中間財供給

国である韓国の直接投資を一緒に分析する。分析の結果、日本企業の直接投資は市

場規模と賃金がマイナスである「効率性追求型」であるのに対し、韓国企業の直接

投資は賃金の有意性がなく、市場規模がプラスの有意である「市場追求型」であり、

東アジア生産ネットワークの構築において、今まで両国が東アジア地域の中間財供

給国として東アジア生産ネットワークを支えてきたが、日本企業の役割が大きかっ

たことが明らかになった。 
また、国際分業体制から疎外され、低成長に留まっている多くの途上国への示唆

点を導くために、途上国政府の努力でも実現できると思われる政策的な要因を分析

に取り込んだ。その結果、政策的な要因の二国間投資協定と自由貿易協定は、他の

変数よりもオッズ比が高く、政府の政策が外資の誘致において最も重要な要因であ

ることを確認した。もちろん、東アジア生産ネットワークの背景には、経済発展段

階の差や賃金の差がなど東アジア地域の多様性があるが、東アジア諸国の貿易と直

接投資に対する自由化も大きい原因であることを確認した。このような結果から、

発展段階の途上国は貿易と直接投資に対する多様な制限を撤廃し、国際分業体制に

参加することで、経済成長を成遂げることができると推測される。 
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日本国際経済学会第 76回全国大会報告【要旨】 

 

The Cross-Border Electronic Commerce 

: Evidence from Six Countries 

 

伊田昌弘（阪南大学経営情報学部） 

 

 

要旨 

我々は、本研究において、これまであまり明らかでなかった越境 EC（国際 B2C）の

実態解明に迫ることを企図している。この論文において、我々は消費者サイドから研究

を試みており、2016年 7月に実施した 6ヶ国調査から実証を行っている。具体的には、

先行研究から 5つの仮説を導き出し、それぞれについて考察している。 

最初に、我々は越境 ECの定義を行い、我々の調査の方法を述べた後、記述統計によ

り越境 ECの簡単なデッサンを行うであろう。  

 その後、越境 EC進展の理由を問うことになる（仮説１）。次いで、越境 EC利用に際

しての「不確実性」と「個人的趣向」について考察する（仮説２）。ここでは 2値によ

るロジェスティック回帰分析によって、実証が行われる。ステップワイズ法により 14

個の変数は 6個に縮約され、越境 ECの本質に迫ることになる。 

 そして、国際化プロセス論の２つのバージョン（Johanson,& Vahlne,1977 & 2009）

から越境 ECに関する知見を得る（仮説３）。ここでは、LoF (liability of foreignness)

と LoO (liability of outsidership)が比較され、国と商品による相関分析が試みられる。 

 さらに、ボーン・グローバル企業（Knigt&Cavusgil,2004）の拡張をめざして実証を

行う（仮説４）。ここでは、早期の国際化に際して中小企業の連携を軸に Eマーケット

プレイス型の企業認知度を指標に考察する。 

最後に、標準化 VS適用化（Sinkovics, Yamin, Hossinger ,2007)の観点から越境 EC

の商品を考察する（仮説 5）。ここでは商品間の相関分析と因子分析によって商品類型を

導出し、構造方程式モデリングによって、その関係性を確定する。なお、我々の研究は

消費者（需要）サイドからのものであり、企業（供給）サイドの現地への適用化とは裏

腹の関係である「差別化」（当該国では手に入らない財の存在）をここでは扱うことにな

る。補助仮説として、標準化による「価格重視」か、差別化による「非価格重視」か、

どちらを消費者が重視するのか、実証によって結着をつける。 

 ディスカッションでは、仮説検証の際に我々が発見した、とても興味深い３つのトピ

ックを扱う。１つめは、国内 B2C（一人当たり）と越境 ECの関係である。3次の多項

式による決定係数 R2=0.8076という非常に高いモデルの当てはまりの良さから、国内

B2Cの進展度合いがどのように越境 ECに影響を及ぼすかが、焦点となる。 
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 ２つめは、越境 ECによって商品を買ってみたい国の商品に焦点が当てられ、ネット

人口の大きさとの関係で論じられる。実は、越境 ECの進展度は、魅力ある海外商品の

存在とWEBサイトの信頼性に依存することが述べられる。 

 ３つめにどのような商品が増えれば、購買力が増すのか、国ごとに 12商品からなる

回帰分析の結果から考察する。 

 この論文は、これまであまり研究が行なわれてこなかった越境 ECという新しい現象

に対して、我々がその構造を実証的に明らかにすることで、今後の理論進展を促すもの

である。 

 

キーワード 

 越境 EC、消費者調査、国際化プロセス論、ボーン・グローバル企業、「価格」と「差

別化」、不確実性と個人的趣向 
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Production Location of Multinational Firms under

Transfer Pricing: The Impact of the Arm’s Length

Principle∗

Hayato Kato† Hirofumi Okoshi‡

This version: August 2017

Abstract

When multinational enterprises (MNEs) separate the geographical location of af-
filiates, they can shift profits between the affiliates by manipulating intra-firm prices
of inputs. We show that if the international tax difference between the parent and
the host countries is large, MNEs choose to separately locate their affiliates in the two
countries. We also investigate the impact of the arm’s length principle (ALP) on the
location choice, which requires that the intra-firm price of inputs should be set equal
to that of similar inputs for the independent downstream firms. The ALP may change
the location choice of MNEs.

Keywords: Multinational enterprises (MNEs); transfer pricing; production location choice;
intra-firm trade; arm’s length principle (ALP)

JEL classifications: F12; F23; H25; H26

∗We would like to thank Jay Pil Choi, Dave Donaldson, Taiji Furusawa, Jota Ishikawa, Kozo Kiyota,
Yoshimasa Komoriya, Yasusada Murata, Hikaru Ogawa, Toshihiro Okubo, Yasuhiro Sato, Nicolas Schmitt,
Yoichi Sugita and Eiichi Tomiura for helpful suggestions. Thanks also go to seminar participants at HITS-
MJT (Kanazawa Seiryo U), Hitotshubashi-Sogang Trade Workshop (Hitotsubashi U), Public Economics
Workshop (U of Tokyo), Study Group on Spatial Economics (Kyushu Sangyo U) and JSIE Kanto Meeting
(Nihon U) for useful comments. Kato acknowledges financial support from Japan Society for the Promotion of
Science (Grant Number: JP16J01228) and MEXT-Supported Program for the Strategic Research Foundation
at Private Universities (Grant Number: JPS1391003). All remaining errors are our own.
†Corresponding author. Keio University, Tokyo, Japan. hayato.kato2@gmail.com
‡Hitotsubashi University, Tokyo, Japan. hirofumi.okoshi1@gmail.com
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Free Entry and Social Inefficiency under
Vertical Oligopoly: Revisited∗

Hiroshi Kurataa†, Takao Ohkawab, Makoto Okamurac

a Department of Economics, Tohoku Gakuin University, Japan

b Department of Economics, Ritsumeikan University, Japan

c Economics Department, Gakushuin University, Japan

Abstract

In this paper, we examine social inefficiency in free entry under vertical oligopoly.

We derive conditions for free entry in both upstream and downstream sectors to be

excessive or insufficient. We demonstrate that irrespective of market structures in

both sectors, upstream entry is insufficient (excessive) if the inverse demand is (not)

strongly convex. Whether downstream entry is insufficient or excessive depends on

both the market structure in both sectors and the curvature of the inverse demand. If

upstream entry is not less than downstream entry, the downstream entry is insufficient

(excessive) if the inverse demand is (not) strongly convex. If the upstream entry is less

than downstream entry, and that the former is (not) one. Then, downstream entry is

insufficient (excessive). Our analysis provides the fundamentals for industrial policy

for vertical trade. The results imply that we must care the market condition and the

numbers of entries in considering the policies under vertical oligopoly.

Keywords: Vertical oligopoly, Excess entry theorem, Cournot competition

JEL classifications: D43, L13

∗We would like to thank Kojun Hamada for his contructive comments and suggestions. All remaining
errors in this paper are our own. This work is supported by a Grant-in-Aid for Scientific Research (no.
20530256).

†Corresponding Author; Address: Department of Economics, Tohoku Gakuin University, 1-3-1 Tsuchitoi,
Aoba-ku, Sendai, 980-8511 JAPAN; Tel/Fax: +81-22-721-3295; E-mail:hkurata@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
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Title:  

Human Resources Development in Promotion of Technical Skills and Technological level in 

Vietnam: Transfer of Technology from Japan 

  

Nguyen Huong Quynh* 

 

ABSTRACT 
 

 

The lack of skilled labor in the manufacturing industry prevents technology transfer to 

Vietnam. In order to upgrade a country’s technology, human resources play an important role as 

the work force needs to adapt to imported technology. The development of human skills not only 

depends on foreign resources, but also on domestic education policies ranging from primary to 

higher education, which is key for an effective technology transfer.  

This research analyzes and evaluates the changing strategies of Vietnam with regards to 

higher education policies vis-à-vis the manufacturing industry in order to respond to the 

technology transfer of Japanese machinery and skills to train the local labor force. The educational 

policy of Vietnam, on the other hand, has several deficits which are explored here. This paper 

identifies educational deficits of engineering students in Vietnam to be a primary cause for 

ineffective technology transfer and it concludes that through tailor-made public-private 

partnerships Vietnam’s quality of human resources can be raised. 
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「日本の政府債務と経済成長」 
 

小黒 曜子 
 
 

要旨 
日本は長年に渡り、対 GDP 比政府債務財高が最大の国である。本稿では、日本の政府債務

と経済成長の関係について分析する。日本の政府債務は経済成長を鈍らせているのか、ま

た、経済成長の停滞が政府債務を増加させることに繋がっているかどうかについても検証

する。 
 
一般に、政府債務の増加は、民間部門の投資資金を減少させることにより経済成長を鈍ら

せると考えられる。また、過剰な政府債務により市場に不安が生じると、利子率が上昇す

ることにより民間の投資、消費意欲が削がれてしまうことが懸念される。Reinhart et al. 
(2012) は日本を含めた先進国についての分析から、過剰債務が 5 年続くと 10 年以上に渡

って続き、経済成長を鈍らせることを確認しているが、過剰債務期間に利子率が高いこと

は確認できなかったと結論付けている。日本の 2017 年 10 月現在の利子率は「ゼロ金利」

であるから、日本の場合、少なくとも利子率上昇による経済成長の停滞は起こっていない。

また、Reinhart and Rogoff (2010, 2013)では、政府債務の対 GDP 比が高い期間に、平均

実質経済成長率が低下することが確認されている。 
 
本稿は、また、日本のインフレ率のバイアスをエンゲル曲線を用いて推計した初めての研

究である。エンゲル曲線の研究は、Deaton and Muellbauer (1980)などの一連の研究によ

って確立された。エンゲル曲線は、家計の消費と所得の関係を示すものであり、豊かな家

計ほど、必需品に対する支出の割合は小さく、贅沢品への支出の割合は大きくなる。ある

年のエンゲル曲線が前年と比較して上（下）方にシフトしている場合、その年のある財・

サービスに対する支出の割合は前年よりも大きい（小さい）ことになる。エンゲル曲線の

上方シフトは、消費者物価指数の下（上）方バイアスを示唆する。価格の安い（高価な）

代替材への消費の転換が生じることが考慮されていないと考えられるからである。 
 
本稿では、推計したインフレ・バイアス用いることにより、成長率のバイアスも推計する。

一般に、消費者物価指数は 1％程度、実際の物価水準よりも高く算出される傾向がある、と

言われている。例えば、Shiratsuka (1999)は、0.9 パーセンテージポイントのバイアスを指

摘している。 
 
本稿での分析の結果、長期には、政府債務は経済成長に負の影響を及ぼすことを確認出来
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る。しかし、2000 年以降については、政府債務により経済成長が後押しされている。エン

ゲル曲線を用いたインフレ・バイアスの推計から、2000 年以降のインフレ率には概ね上方

バイアスが生じており、実質経済成長率には下方バイアスが生じていたことが確認される。

推計されたバイアスを考慮した場合、2000 年以降に政府債務が経済成長を後押ししている

ことをより顕著に確認できる。また、推計の結果、経済成長の停滞は政府債務を増加させ

ることも確認される。 
 
引用文献 
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ABSTRACT 

This paper examines the behavior of short selling activity on event days of non-normal times on 

an intra-day basis in the Korean stock market, investigates whether foreign investors destabilize 

the market, and also intends to identify channels through which short-selling activity affects stock 

prices during non-normal times. After identifying event days, we examine whether short selling 

affects market quality in terms of market destabilization and market efficiency, based on 

abnormality of short selling, order imbalance, and market liquidity. We found that there is little 

evidence of abnormal and abusive short-selling, that non-short selling is much more aggressive 

than short selling, and that the influence of short-sellers on market liquidity is very limited. The 

regression analysis of the multivariate structural model shows that for short-sellers, pure selling 

channel may not be important, while both pure selling and other channels are important for non-

short-sellers. Regarding the role of foreign investors, it seems that as foreigners are more actively 

involved in short selling trading, downward pressure is added and price declines further. Also, 

after the list of short sale ban, foreigners more utilize non-short-selling trading and their influence 

on price changes comes more though non-short-selling than short-selling compared to the past.  
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